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はじめに
この章の構成は、次のとおりです。
• 対象読者, xxvii ページ
• このリリースの新規および変更情報, xxvii ページ
• マニュアルの構成, xxix ページ
• 表記法, xxx ページ
• 関連資料, xxxi ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート , xxxi ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任と専門知識を持つ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

このリリースの新規および変更情報
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。 このリリース
のすべての新機能がこの表にリストされているわけではありません。 このリリースで新しくサ
ポートされるハードウェアについては、『Release Notes for Cisco UCS Manager』を参照してくださ
い。このマニュアルは次から入手できます。 Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap
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このリリースの新規および変更情報

表 1：新機能

機能

説明

記載場所

機能カタログ

機能カタログは、調整可能なパラ ファームウェアの管理, 137
メータ、文字列、およびルールの ページ
セットで、新しく資格を得たサー
バの DIMM やディスク ドライブな
どのコンポーネントの表示と設定
可能性を更新するために使用され
ます。

BIOS 設定

Cisco UCS Manager を使用して、
サーバ関連ポリシーの設定,
サーバまたはサーバの集合のニー 283 ページ
ズに合う特定の BIOS 設定グループ
を含む BIOS ポリシーを 1 つ以上作
成するか、特定のサーバに対する
デフォルトの BIOS 設定を使用でき
ます。

BIOS スクラブ

スクラブ ポリシーでは、ディスカ サーバ関連ポリシーの設定,
バリ中、またはサービス プロファ 283 ページ
イルのアソシエーション解除中に、
サーバの BIOS 設定に何が起こるか
を指定できます。

サーバ電力使用量

Cisco UCS インスタンス内の各サー サーバ電力使用量の設定,
バに対して電力使用量のレベルを 405 ページ
設定できます。

ボード コントローラ ファーム Cisco UCS B440 High Performance ブ ファームウェアの管理, 137
ウェア
レード サーバなどの特定のサーバ ページ
には、ボード コントローラ ファー
ムウェアが搭載されています。こ
のファームウェアは、サービス プ
ロファイルのホスト ファームウェ
ア パッケージを介してアップグ
レードできます。
追加 RAID オプション

ローカル ディスク設定ポリシー

サーバ関連ポリシーの設定,
283 ページ

[Configure VMware Integration]
ウィザード

このウィザードでは、Cisco UCS
Manager を VMware 統合用に設定
します。

[Configure VMware
Integration] ウィザードの使
用, 427 ページ
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はじめに
マニュアルの構成

表 2：変更情報

変更点

説明

記載場所

BMC を CIMC に名前変更

サーバの BMC コンポーネントは、 ガイド全体
Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）という名前に変更されま
した。

RADIUS によるリモート認証を RADIUS リモート認証サービスで作 プライマリ認証の設定, 99
設定するアトリビュートは
成し、Cisco UCS ユーザ ロールおよ ページ
cisco-avpair
びロケールにマップする必要がある
アトリビュートは、cisco-avpair に
変更されました。
シャーシの稼動中止および削除 シャーシを稼動中止および削除する シャーシの管理, 469 ページ
手順は、同等のサーバの手順に準じ
ます。
サービス プロファイル名の長
さ

サービス プロファイル名には、2 ～ サービスプロファイルの設
32 文字の英数字を使用できます。 定, 333 ページ

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。
パート

タイトル

説明

パート 1

概要

Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）および Cisco
UCS Manager について概要を説明した章で構成されます。

パート 2

システム設定

ファブリック インターコネクト、ポート、コミュニケー
ション サービス、プライマリ認証、およびロールベース
アクセス コントロール コンフィギュレーションを設定す
る方法、およびシステム上のファームウェアおよび機能カ
タログの管理方法について説明した章で構成されます。

パート 3

ネットワーク設定 ネームド VLAN、LAN ピン グループ、MAC プール、およ
び Quality of Service（QoS）を設定する方法を説明した章
で構成されます。

パート 4

ストレージ設定

ネームド VSAN、SAN ピン グループ、および WWN プー
ルを設定する方法を説明した章で構成されます。
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はじめに
表記法

パート

タイトル

説明

パート 5

サーバ設定

サーバ関連ポリシー、サーバ関連プール、サービス プロ
ファイル、およびサーバ電力使用量を設定する方法を説明
した章で構成されます。

パート 6

システム管理

Cisco UCS インスタンスの管理方法（シャーシ、サーバ、
および I/O モジュールの管理など）、および設定のバック
アップと復元方法を説明した章で構成されます。

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

意味

bold フォント

コマンド、キーワード、GUI 要素、およびユーザが入力
したテキストは太字フォントで表示されます。

italic フォント

マニュアルのタイトル、新規用語または重要な用語、値
を指定すべき引数は斜体のフォントで表示されます。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

必須の代替キーワードは、波カッコ内にグループ化され、
垂直バーで区切られます。

[x | y | z]

どれか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。 ストリングの前後には引
用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符
も含めてストリングとみなされます。

courier フォント

ターミナル セッションおよびシステムから表示される情
報は、courier フォントで表示されます。

<>

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。
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関連資料

（注）

「注釈」です。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

「要注意」の意味です。 この状況では、機器の損傷やデータの損失につながるような操作を
する可能性があります。

ワンポイント アドバイス

ここで説明されている操作により時間を短縮できることを意味します。 この段落で説明する
操作を実行すると、時間を節約することができます。

警告

読者に対する警告を意味します。 この状況では、身体に対する傷害につながるような操作を
する可能性があります。

関連資料
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）のすべてのマニュアルのリストを示したロードマッ
プを次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc

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、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は Really Simple Syndication（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。シスコは現在、
RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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I

部

概要
• Cisco Unified Computing System の概要, 3 ページ
• Cisco UCS Manager の概要, 43 ページ
• Cisco UCS Manager GUI の概要, 49 ページ

第

1

章

Cisco Unified Computing System の概要
この章の構成は、次のとおりです。
• Cisco Unified Computing System について, 3 ページ
• ユニファイド ファブリック, 5 ページ
• サーバのアーキテクチャおよび接続性, 6 ページ
• トラフィック管理, 27 ページ
• オプトイン機能, 33 ページ
• Cisco UCS でのバーチャライゼーション, 36 ページ

Cisco Unified Computing System について
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）は、アクセス レイヤ ネットワークとサーバを融合し
ます。この高性能次世代サーバシステムは、作業負荷に対する敏捷性およびスケーラビリティの
高いデータセンターを実現します。
ハードウェア コンポーネントおよびソフトウェア コンポーネントは、1 つの統合ネットワーク ア
ダプタ上に複数のタイプのデータセンター トラフィックを通過させる、シスコのユニファイド
ファブリックをサポートします。
アーキテクチャの単純化
Cisco UCS のアーキテクチャを単純化することにより、必要なデバイスの数を削減し、スイッチ
ングリソースを中央に集中させることができます。シャーシ内部でのスイッチングを止めると、
ネットワーク アクセス レイヤのフラグメンテーションが大きく減少します。
Cisco UCS は、ラック、またはラックのグループでシスコのユニファイド ファブリックを実装し、
10 ギガビット シスコ データセンター イーサネット リンクおよび Fibre Channel over Ethernet（FCoE）
リンク経由でイーサネットおよびファイバ チャネル プロトコルをサポートします。
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Cisco Unified Computing System について

この徹底的な単純化により、スイッチ、ケーブル、アダプタ、および管理ポイントの数は、最大
3 分の 2 削減されます。 Cisco UCS インスタンス内のデバイスはすべて、1 つの管理ドメインの下
にとどまり、冗長コンポーネントの使用中、ハイ アベイラビリティを保ちます。
ハイ アベイラビリティ
Cisco UCS の管理およびデータ プレーンはハイ アベイラビリティおよび冗長アクセス レイヤ ファ
ブリック インターコネクトのために設計されています。 さらに、Cisco UCS は、データ レプリ
ケーションやアプリケーションレベルのクラスタ処理テクノロジーなど、データセンターに対す
る既存のハイ アベイラビリティおよび障害回復ソリューションをサポートします。
スケーラビリティ
1 つの Cisco UCS インスタンスは複数のシャーシ、およびそのサーバをサポートします。これら
はすべて、1 つの Cisco UCS Manager を通じて管理されます。 スケーラビリティの詳細について
は、シスコの担当者にお問い合せください。
柔軟性
Cisco UCS インスタンスでは、データセンターのコンピューティング リソースを、急速に変化す
るビジネス要件にすばやく合せることができます。 この柔軟性を組み込むかどうかは、ステート
レス コンピューティング機能の完全な実装が選択されているかどうかによって決定されます。
必要に応じて、サーバやその他のシステム リソースのプールを適用し、作業負荷の変動への対
応、新しいアプリケーションのサポート、既存のソフトウェアおよびビジネス サービスの拡張、
スケジュール済みのダウンタイムおよび予定されていないダウンタイムの両方への適応を行うこ
とができます。 サーバの ID は、最小のダウンタイムで、追加のネットワーク設定を行わずにサー
バからサーバへ移動できるモバイル サービス プロファイル に抽象化することができます。
このレベルの柔軟性により、サーバの ID を変更したり、サーバ、Local Area Network（LAN; ロー
カル エリア ネットワーク）、または Storage Area Network（SAN; ストレージ エリア ネットワー
ク）を再設定したりせずに、すばやく、簡単にサーバの容量を拡張することができます。 メンテ
ナンス ウィンドウでは、次の手順をすばやく実行できます。
• 予測していなかった作業負荷要求に対応し、リソースとトラフィックのバランスを取り戻す
ために新しいサーバを導入します。
• あるサーバでデータベース管理システムなどのアプリケーションをシャットダウンし、I/O
容量とメモリ リソースを拡張した別のサーバでこれを再度起動します。
サーバ バーチャライゼーションに向けた最適化
Cisco UCS は、VN-Link テクノロジーを実装するために最適化されています。 このテクノロジー
は、より優れたポリシーベースの設定とセキュリティ、会社の運用モデルとの適合、VMware の
VMotion への順応など、サーバ バーチャライゼーションに対してより優れたサポートを実現しま
す。
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ユニファイド ファブリック
Fibre Channel over Ethernet

ユニファイド ファブリック
ユニファイド ファブリックを使用すると、単一の Data Center Ethernet（DCE; データセンター イー
サネット）ネットワーク上で複数の種類のデータセンター トラフィックを行き来させることがで
きます。 さまざまな一連の Host Bus Adapter（HBA）および Network Interface Card（NIC; ネット
ワーク インターフェイス カード）をサーバに搭載させる代わりに、ユニファイド ファブリック
は統合された単一のネットワーク アダプタを使用します。 このタイプのアダプタは、LAN およ
び SAN のトラフィックを同一のケーブルで運ぶことができます。
Cisco UCS は、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）を使用して、ファブリック インターコネクトと
サーバ間をつなぐ同一の物理イーサネット接続でファイバ チャネルおよびイーサネットのトラ
フィックを運びます。 この接続はサーバ上の統合されたネットワーク アダプタで終端し、ユニ
ファイド ファブリックはファブリック インターコネクトのアップリンク ポートで終端します。
コア ネットワークでは、LAN および SAN のトラフィックは分かれたままです。 Cisco UCS では、
データセンター全体でユニファイド ファブリックを実装する必要はありません。
統合されたネットワーク アダプタは、オペレーティング システムに対してイーサネット インター
フェイスおよびファイバ チャネル インターフェイスを提示します。 サーバ側では、標準のファ
イバ チャネル HBA を確認しているため、オペレーティング システムは FCoE のカプセル化を認
識していません。
ファブリックインターコネクトでは、サーバ側イーサネットポートでイーサネットおよびファイ
バ チャネルのトラフィックを受信します。 ファブリック インターコネクトは、（フレームを区
別する Ethertype を使用して）2 つのトラフィック タイプを分離します。 イーサネット フレーム
およびファイバ チャネル フレームは、それぞれのアップリンク インターフェイスにスイッチさ
れます。

Fibre Channel over Ethernet
Cisco UCS は、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）標準プロトコルを使用して、ファイバ チャネル
を提供します。 上部のファイバ チャネル レイヤは同じであるため、ファイバ チャネル動作モデ
ルが維持されます。 FCoE ネットワーク管理と設定は、ネイティブのファイバ チャネル ネット
ワークと同様です。
FCoE は、物理イーサネット リンク上のファイバ チャネル トラフィックをカプセル化します。
FCoE は専用のイーサタイプ 0x8906 を使用して、イーサネット上でカプセル化されるため、FCoE
トラフィックと標準イーサネット トラフィックは同じリンク上で処理できます。 FCoE は ANSI
T11 標準委員会によって標準化されています。
ファイバ チャネル トラフィックには、ロスレス トランスポート レイヤが必要です。 ネイティブ
ファイバ チャネルが使用するバッファ間クレジット システムの代わりに、FCoE はイーサネット
リンクを使用して、ロスレス サービスを実装します。
ファブリック インターコネクト上のイーサネット リンクは、2 つのメカニズムを使用して、FCoE
トラフィックのロスレス トランスポートを保証します。
• リンクレベル フロー制御
• プライオリティ フロー制御
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サーバのアーキテクチャおよび接続性
リンクレベル フロー制御

リンクレベル フロー制御
IEEE 802.3x リンクレベル フロー制御では、輻輳の発生している受信側からエンドポイントに対し
て、少しの間、データの送信を一時停止するように信号を送ることができます。 このリンクレベ
ル フロー制御では、リンク上のすべてのトラフィックが一時停止します。
送信方向と受信方向は別々に設定できます。 デフォルトでは、どちらの方向についても、リンク
レベル フロー制御はディセーブルにされています。
各イーサネット インターフェイスで、ファブリック インターコネクトは、プライオリティ フロー
制御、またはリンクレベル フロー制御のいずれかをイネーブルにできます。両方をイネーブルに
することはできません。

プライオリティ フロー制御
Priority Flow Control（PFC; プライオリティ フロー制御）機能は、イーサネット リンク上の特定の
トラフィック クラスにポーズ機能を適用します。 たとえば、PFC は FCoE トラフィックにロスレ
ス サービスを、標準イーサネット トラフィックにベストエフォート サービスを提供します。 PFC
は、（IEEE 802.1p トラフィック クラスを使用して）特定のイーサネット トラフィック クラスに、
さまざまなレベルのサービスを提供することができます。
PFC は、IEEE 802.1p の CoS 値に基づき、ポーズを適用するかどうかを判断します。 ファブリッ
ク インターコネクトは、PFC をイネーブルにするときに、特定の CoS 値を持つパケットにポーズ
機能を適用するように、接続されたアダプタを設定します。
デフォルトでは、ファブリック インターコネクトは、PFC 機能をイネーブルにするかどうかのネ
ゴシエーションを行います。 このネゴシエーションに成功すると、PFC がイネーブルにされ、リ
ンクレベルのフロー制御は（設定内容に関係なく）ディセーブルのままになります。 PFC ネゴシ
エーションに失敗した場合は、インターフェイスで強制的に PFC をイネーブルにするか、または
IEEE 802.x リンクレベルのフロー制御をイネーブルにすることができます。

サーバのアーキテクチャおよび接続性
サービス プロファイル の概要
サービス プロファイルは、Cisco UCS の中心的概念です。 個々のサービス プロファイルには、特
別な目的、つまり関連するサーバ ハードウェアで、ホストするアプリケーションのサポートに必
要な設定が行われていることを保証する役割があります。
サービス プロファイルは、サーバ ハードウェア、インターフェイス、ファブリックの接続性、
サーバおよびネットワークの ID に関する設定情報を維持します。 この情報は、Cisco UCS Manager
を使って管理できる形式で保存されています。すべてのサービスプロファイルは中央で一括管理
され、ファブリック インターコネクト上のデータベースに保存されます。
すべてのサーバは、サービス プロファイルに関連付ける必要があります。
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サーバのアーキテクチャおよび接続性
サービス プロファイル を通じたネットワーク接続

重要

1 台のサーバには、常にサービス プロファイルを 1 つだけ関連付けることができます。 同様
に、1 つのサービス プロファイルは、一度に 1 台のサーバだけに関連付けられます。
サービス プロファイルとサーバとのアソシエーションを形成すると、このサーバにオペレーティ
ング システムとアプリケーションをインストールできるようになります。また、サービス プロ
ファイルを使用して、サーバの設定を確認することができます。サービスプロファイルとのアソ
シエーションを形成しているサーバで不具合が発生しても、サービス プロファイルが自動的に別
のサーバにフェールオーバーすることはありません。
サービス プロファイルとサーバとのアソシエーションが解除されると、このサーバの ID および
接続情報は、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

サービス プロファイル を通じたネットワーク接続
各サービス プロファイルは、このサーバについて、Cisco UCS インフラストラクチャを通って外
部ネットワークに抜ける LAN および SAN ネットワーク接続を指定します。 Cisco UCS サーバお
よびその他のコンポーネントについて、ネットワーク接続を手動で設定する必要はありません。
すべてのネットワーク設定は、サービス プロファイルを通じて行われます。
サービス プロファイルとサーバとのアソシエーションを形成する場合、Cisco UCS 内部ファブリッ
クはサービス プロファイルの情報を使って設定されます。 このプロファイルが前もって、別の
サーバと関連付けられていた場合、ネットワーク インフラストラクチャは、新しいサーバに対し
てまったく同じネットワーク接続がサポートされるように再設定されます。

サービス プロファイルによる設定
サービスプロファイルでリソースプールとポリシーを利用することにより、サーバと接続設定を
操作できます。
サービス プロファイルによって設定されるハードウェア コンポーネント
サービス プロファイルがサーバに関連付けられているときには、プロファイルのデータに応じて
次のコンポーネントが設定されます。
• BIOS および CIMC を含むサーバ
• アダプタ
• ファブリック インターコネクト
これらのコンポーネントを直接設定する必要はありません。
サービス プロファイルによるサーバ ID の管理
製造元がサーバ ハードウェアに記録したネットワーク ID およびデバイス ID を使用できます。あ
るいは、関連付けられたサービス プロファイルで指定した ID を直接または Media Access Control
（MAC; メディア アクセス制御）、World Wide Name（WWN）、Universally Unique Identifier
（UUID）などの ID プール経由で使用できます。
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サーバのアーキテクチャおよび接続性
サーバ ID を上書きする サービス プロファイル

次に、サービス プロファイルに含めることができる設定情報の例を示します。
• プロファイル名と説明
• 一意のサーバ ID（UUID）
• MAC アドレスなどの LAN 接続アトリビュート
• WWN などの SAN 接続アトリビュート
サービス プロファイルによって設定される操作面
次のように、サービス プロファイルで設定できるサーバ操作機能があります。
• ファームウェア パッケージとバージョン
• オペレーティング システム ブート順序と設定
• Intelligent Platform Management Interface（IPMI; インテリジェントプラットフォームの管理イ
ンターフェイス）と Kernel-based Virtual Machine（KVM; カーネルベースの仮想マシン）アク
セス
サービス プロファイルによる vNIC の設定
virtual Network Interface Card（vNIC; 仮想ネットワーク インターフェイス カード）は物理ネット
ワークアダプタで設定される仮想化されたネットワークインターフェイスであり、サーバのオペ
レーティング システムに物理 NIC として表示されます。 システムのアダプタの種類によって、
作成できる vNIC の数は異なります。 たとえば、統合ネットワーク アダプタには NIC が 2 つあり
ます。つまり、アダプタごとに最大 2 つの vNIC を作成できます。
vNIC はイーサネット上で通信し、LAN トラフィックを処理します。 少なくとも、各 vNIC には
名前、ファブリック接続、ネットワーク接続を設定する必要があります。
サービス プロファイルによる vHBA の設定
virtual Host Bus Adapter（vHBA; 仮想ホスト バス アダプタ）とは、物理ネットワーク アダプタ上
に設定される仮想化されたホスト バス アダプタのことで、サーバのオペレーティング システム
には物理 HBA に見えます。 システムのアダプタの種類に応じて作成できる vHBA の数が決まり
ます。 たとえば、統合ネットワーク アダプタには HBA が 2 つあります。つまり、アダプタごと
に最大 2 つの vHBA を作成できます。 他方、ネットワーク インターフェイス カードには HBA が
ありません。これは、アダプタで vHBA を作成できないことを意味します。
vHBA は Fibre Channel over Ethernet（FCoE）上で通信し、SAN トラフィックを処理します。 少な
くとも、各 vHBA には名前とファブリック接続を設定する必要があります。

サーバ ID を上書きする サービス プロファイル
このタイプの サービス プロファイル により、柔軟性と制御性が最大化されます。 このプロファ
イルでは、アソシエーション時にサーバに設定されていた ID 値を上書きし、Cisco UCS Manager
で設定されたリソース プールとポリシーを使用して、一部の管理タスクを自動化することができ
ます。
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サーバのアーキテクチャおよび接続性
サーバ ID を継承するサーバ プロファイル

この サービス プロファイル とあるサーバのアソシエーションを解除し、別のサーバにアソシエー
ションすることができます。 この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サー
バ プール ポリシーを通じて行うこともできます。 UUID や MAC アドレスなど、新しいサーバの
工場出荷時の設定は、サービス プロファイル での設定で上書きされます。 その結果、サーバで
の変更はネットワークには透過的に行われます。 新しいサーバの使用を開始するために、ネット
ワークでコンポーネントやアプリケーションを再設定する必要はありません。
このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを
利用し、管理できるようになります。
• MAC アドレスのプール、WWN アドレス、UUID などの仮想 ID 情報
• イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ プロファイル ポリシー
• ファームウェア パッケージ ポリシー
• オペレーティング システム ブート順序ポリシー

サーバ ID を継承するサーバ プロファイル
このハードウェアベースのサービス プロファイルは使用も作成も簡単です。 このプロファイル
は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。 これは特
定のサーバに関連付けられているため、別のサーバに移動することはできません。
このサービス プロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ
ん。
このサービス プロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID 情報および設定情
報を継承し、適用します。
• 2 つの NIC の MAC アドレス
• 統合ネットワーク アダプタまたは仮想インターフェイス カードの場合、2 つの HBA の WWN
アドレス
• BIOS バージョン
• サーバの UUID

重要

このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値
が変更された場合、このサービス プロファイルを通じて継承されたサーバの ID および設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

サービス プロファイルテンプレート
サービス プロファイル テンプレートを使用して、vNIC や vHBA の個数などの同じ基本パラメー
タ、および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 を
作成することができます。
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サーバのアーキテクチャおよび接続性
ポリシー

ヒント

既存の サービス プロファイル に類似した値を持つ サービス プロファイル が 1 つだけ必要で
ある場合は、サービス プロファイル を Cisco UCS Manager GUI でクローンすることができま
す。
たとえば、データベース ソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の
サービス プロファイル が必要である場合、手動、または既存の サービス プロファイル から、
サービス プロファイル テンプレートを作成できます。 その後、このテンプレートを使用して、
サービス プロファイル を作成します。
Cisco UCS では、次のタイプの サービス プロファイル テンプレートがサポートされています。
初期テンプレート

初期テンプレートから作成された サービス プロファイル はテンプレートの
プロパティをすべて継承します。 しかし、プロファイルの作成後は、テン
プレートへの接続が失われます。 このテンプレートから作成された 1 つ以
上のプロファイルを変更する必要がある場合は、これらのプロファイルを
個別に変更する必要があります。

アップデート テン アップデート テンプレートから作成された サービス プロファイル はテン
プレートのプロパティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をその
プレート
まま保持します。 アップデート テンプレートを変更すると、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 が自動的にアップデートされ
ます。

ポリシー
ポリシーは、ある特定の状況で、Cisco UCS コンポーネントがどのように動作するかを決定しま
す。大半のポリシーで複数のインスタンスを作成することができます。たとえば、サーバに応じ
て、PXE ブート、SAN ブート、ローカル ストレージからのブートを使い分けられるように、異な
るブート ポリシーが必要になる場合があります。
ポリシーにより、システム内で機能を区別することができます。 対象に関する専門家は、その対
象に関する専門知識を持たない何者かにより作成されたサービス プロファイルで使用されるポリ
シーを定義できます。 たとえば、LAN アドミニストレータは、そのシステムのアダプタ ポリ
シー、および Quality Of Service ポリシーを作成できます。 その後、これらのポリシーは、LAN 管
理に関する専門的な知識を持たない、または知識が限定されている何者かによって作成されたサー
ビス プロファイルで使用できます。
Cisco UCS Manager では、次の 2 つのタイプのポリシーを作成し、使用することができます。
• サーバおよびその他のコンポーネントを設定する設定ポリシー
• 特定の管理、モニタリング、およびアクセス制御機能を制御する操作ポリシー
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サーバのアーキテクチャおよび接続性
ポリシーの設定

ポリシーの設定
ブート ポリシー
ブート ポリシーにより決定されることは次のとおりです。
• ブート デバイスの設定
• サーバのブート元である場所
• ブート デバイスの起動順序
たとえば、ローカル ディスクや CD-ROM（VMedia）などのローカル デバイスから関連するサー
バを選択するか、または SAN ブートもしくは LAN（PXE）ブートを選択することができます。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。サービスプロファイルに
ブート ポリシーをインクルードしなかった場合、サーバは BIOS のデフォルト設定を使用して、
ブート順序を決定します。

重要

ブート ポリシーに対する変更は、そのブート ポリシーをインクルードしている、更新中のサー
ビス プロファイル テンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。 BIOS
にブート順序情報を再書き込みするためのサービス プロファイルとサーバとの再アソシエー
ションは自動的にトリガされます。

ガイドライン
ブート ポリシーを作成する場合、ブート ポリシーに次の 1 つ以上を追加し、ブート順序を指定す
ることができます。
ブート タイプ

説明

SAN ブート

Storage Area Network（SAN）上のオペレーティング システム
イメージからブートします。プライマリおよびセカンダリSAN
ブートを指定できます。 プライマリ ブートが失敗した場合、
サーバはセカンダリからのブートを試行します。
システムに最高のサービス プロファイル モビリティを提供す
る SAN ブートの使用を推奨します。 SAN からブートした場
合、あるサーバから別のサーバにサービス プロファイルを移
動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティング
システムイメージからブートします。したがって、ネットワー
クからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認識され
ます。
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サーバのアーキテクチャおよび接続性
シャーシ ディスカバリ ポリシー

ブート タイプ

説明

LAN ブート

中央集中型プロビジョニング サーバからブートします。 これ
は、このサーバから、別のサーバ上にオペレーティング シス
テムをインストールするためによく使用されます。

ローカル ディスク ブート

サーバにローカル ディスクがついている場合、そのドライブ
からブートします。
（注）

仮想メディア ブート

（注）

Cisco UCS Manager では、ローカル ドライブのタイ
プは区別されません。 オペレーティング システムが
複数のローカル ドライブ上や内部 USB ドライブ
（eUSB）上にインストールされている場合、サーバ
のブート ドライブとしてどのローカル ドライブを使
用するか指定できません。

サーバへの物理 CD-ROM ディスク（読み取り専用）、または
フロッピー ディスク（読み取りと書き込み）の挿入を模倣し
ます。 これは通常、サーバ上にオペレーティング システムを
手動でインストールする場合に使用されます。

デフォルトのブート順序は次のとおりです。
1 ローカル ディスク ブート
2 LAN ブート
3 仮想メディアの読み取り専用ブート
4 仮想メディアの読み取りと書き込みブート

シャーシ ディスカバリ ポリシー
このディスカバリ ポリシーは、新しいシャーシが追加されたときのシステムの反応を決定しま
す。 Cisco UCS Manager は、シャーシ ディスカバリ ポリシーの設定を使用してシャーシとファブ
リック インターコネクト間のリンク数の最小しきい値を決定します。 ただし、シャーシ ディス
カバリ ポリシーの設定によって Cisco UCS インスタンスのファブリック インターコネクトに複数
のシャーシを接続したり、これらのシャーシに異なる数のリンクを接続したりすることは拒否さ
れません。
1 つのリンクで接続されたシャーシ、2 つのリンクで接続されたシャーシ、および 4 つのリンクで
接続されたシャーシを持つ Cisco UCS インスタンスが存在する場合は、Cisco UCS Manager がすべ
てのシャーシを検出できるようインスタンスの最小数リンクに対してシャーシディスカバリポリ
シーを設定することを推奨します。 最初の検出後に、この数より多くのリンクに対して接続され
たシャーシを再確認する必要があります。この結果、Cisco UCS Manager では利用可能なすべての
リンクを使用するようシャーシが設定されます。
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Cisco UCS Manager は、シャーシ ディスカバリ ポリシーで設定されたものよりも少数のリンクに
対して接続されたシャーシを検出できません。 たとえば、シャーシ ディスカバリ ポリシーが 4
つのリンクに対して設定されている場合、Cisco UCS Manager は 1 つのリンクまたは 2 つのリンク
に対して接続されたシャーシを検出できません。 この問題は、シャーシの再確認によって解決さ
れません。
次の表に、マルチシャーシ Cisco UCS インスタンスでシャーシ ディスカバリ ポリシーがどのよう
に動作するかの概要を示します。
表 3：シャーシ ディスカバリ ポリシーとシャーシ リンク

シャーシに接続された 1 リンク シャーシ ディ 2 リンク シャーシ ディ 4 リンク シャーシ ディ
リンクの数
スカバリ ポリシー
スカバリ ポリシー
スカバリ ポリシー
IOM とファブリック シャーシは Cisco UCS
インターコネクト間の Manager によって検出
され、1 つのリンクが
1 つのリンク
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager では検出でき
ず、Cisco UCS インス
タンスに追加されませ
ん。

シャーシは Cisco UCS
Manager では検出でき
ず、Cisco UCS インス
タンスに追加されませ
ん。

IOM とファブリック シャーシは Cisco UCS
インターコネクト間の Manager によって検出
され、1 つのリンクが
2 つのリンク
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager によって検出
され、2 つのリンクが
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager では検出でき
ず、Cisco UCS インス
タンスに追加されませ
ん。

シャーシは Cisco UCS
Manager によって検出
され、2 つのリンクが
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager によって検出
され、4 つのリンクが
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

最初の検出後にシャー
シを再確認します。こ
の結果、Cisco UCS
Manager によって追加
リンクが認識され、使
用されます。
IOM とファブリック シャーシは Cisco UCS
インターコネクト間の Manager によって検出
され、1 つのリンクが
4 つのリンク
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

最初の検出後にシャー 最初の検出後にシャー
シを再確認します。こ シを再確認します。こ
の結果、Cisco UCS
の結果、Cisco UCS
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シャーシに接続された 1 リンク シャーシ ディ 2 リンク シャーシ ディ 4 リンク シャーシ ディ
リンクの数
スカバリ ポリシー
スカバリ ポリシー
スカバリ ポリシー
Manager によって追加 Manager によって追加
リンクが認識され、使 リンクが認識され、使
用されます。
用されます。

ダイナミック vNIC 接続ポリシー
このポリシーにより、VM とダイナミック vNIC の間の VN-Link 接続がどのように設定されるか
が決定されます。 このポリシーは、VM がインストールされ、ダイナミック vNIC が設定されて
いる仮想インターフェイス カード アダプタを持つサーバが Cisco UCS インスタンスに含まれてい
る場合に必要です。
各ダイナミック vNIC 接続ポリシーには、1 つのアダプタ ポリシーを含める必要があります。ま
た、そのポリシーを含むサービス プロファイルと関連付けられているサーバに対して設定可能な
vNIC の数を指定する必要があります。

イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー
このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制
御します。 たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。
• キュー
• 割り込み処理
• パフォーマンス拡張
• RSS ハッシュ
• 2 つのファブリック インターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
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イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー

（注）

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの場合は、Cisco UCS Manager で表示される値が QLogic
SANsurfer などのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。 たとえば、
次の値は、SANsurfer と Cisco UCS Manager で明らかに異なる場合があります。
• ターゲットごとの最大 LUN：SANsurfer の最大 LUN は 256 であり、この数値を超える値
は表示されません。 Cisco UCS Manager でサポートされている最大 LUN 数はこれよりも
大きくなっています。
• リンク ダウン タイムアウト：SANsurfer では、リンク ダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。 Cisco UCS Manager では、この値をミリ秒で設定します。 したがっ
て、Cisco UCS Manager で 5500 ミリ秒と設定された値は、SANsurfer では 5 秒として表示
されます。
• 最大データ フィールド サイズ：SANsurfer で許可された最大値は 512、1024、および 2048
です。 Cisco UCS Manager では、任意のサイズの値を設定できます。 したがって、Cisco
UCS Manager で 900 と設定された値は、SANsurfer では 512 として表示されます。

オペレーティング システム固有のアダプタ ポリシー
デフォルトでは、Cisco UCS は、イーサネット アダプタ ポリシーとファイバ チャネル アダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー
ティング システムにおける推奨設定が含まれています。 オペレーティング システムはこれらの
ポリシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求し
ます。 ベンダーが提供しているサポート リストで必須設定の詳細を確認できます。

重要

適用可能なオペレーティング システムに対しては、これらのポリシー内の値を使用すること
を推奨します。 シスコのテクニカル サポートからの指示がない限り、デフォルトのポリシー
内の値は変更しないでください。
ただし、Windows OS 用のイーサネット アダプタ ポリシーを（デフォルトの Windows アダプ
タ ポリシーを使用する代わりに）作成する場合は、次の公式を使用して、Windows とともに
使用される値を計算する必要があります。
完了キュー = 送信キュー + 受信キュー
割り込み数 =（完了キュー + 2）を 2 のべき乗で最も近い数に切り上げた値
たとえば、送信キュー = 1 および受信キュー = 8 の場合、次のように計算されます。
完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み数 =（9 + 2）を 2 のべき乗で最も近い数に切り上げた値 = 16
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ホスト ファームウェア パッケージ
このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ（ホスト ファームウェア パックとも呼ば
れます）を構成するファームウェア バージョンのセットを指定できます。 ホスト ファームウェ
アには、サーバおよびエンドポイント用の次のファームウェアが含まれます。
• Adapter Firmware Packages（アダプタ ファームウェア パッケージ）
• Storage Controller Firmware Packages（ストレージ コントローラ ファームウェア パッケー
ジ）
• Fibre Channel Adapters Firmware Packages（ファイバチャネル アダプタ ファームウェア パッ
ケージ）
• BIOS Firmware Packages（BIOS ファームウェア パッケージ）
• HBA Option ROM Packages（HBA オプション ROM パッケージ）
• Board Controller Packages（ボード コントローラ パッケージ）

ヒント

同一のホスト ファームウェア パッケージには、複数のタイプのファームウェアを含めること
ができます。 たとえば、ホスト ファームウェア パッケージには、2 種類の異なるモデルのア
ダプタに対して、BIOS ファームウェアとストレージ コントローラの両方を含めることができ
ます。 しかし、同じタイプ、ベンダー、およびモデル番号のファームウェア バージョンは、
1 つだけ含めることができます。 システムでは、エンドポイントに必要なファームウェア バー
ジョンが認識され、その他すべてのファームウェア バージョンは無視されます。
ファームウェアパッケージは、このポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関
連付けられたすべてのサーバにプッシュされます。
このポリシーは、同じポリシーを使用しているサービス プロファイルに関連付けられているすべ
てのサーバでホスト ファームウェアが同一であることを保証します。 したがって、サービス プ
ロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェアのバージョンはそ
のまま変わりません。 さらに、ファームウェア パッケージのエンドポイントのファームウェア
バージョンを変更した場合、その影響を受けるサービス プロファイルすべてに新しいバージョン
がただちに適用されます。また、この結果、サーバがリブートされることがあります。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。
前提条件
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。 サービス
プロファイルがあるサーバと Cisco UCS Manager とのアソシエーションを形成しようとしている
ときに、このファームウェア イメージが使用できない場合、Cisco UCS Manager ではファームウェ
アの更新が無視され、アソシエーションの形成は完了します。
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IPMI アクセス プロファイル
このポリシーでは、IP アドレスを使用して、IPMI コマンドを直接サーバに送信できるかどうかを
決定することができます。 たとえば、CIMC からセンサ データを取得するためのコマンドを送信
できます。 このポリシーは、サーバでローカルに認証可能なユーザ名とパスワードを含む IPMI
アクセス、およびこのアクセスが読み取り専用か、読み取りと書き込みであるかを定義します。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。

ローカル ディスク設定ポリシー
このポリシーは、ローカル ドライブのオンボード RAID コントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションの SAS ローカル ドライブを設定します。 このポリシーでは、ロー
カルディスク設定ポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関連付けられたすべ
てのサーバに対してローカル ディスク モードを設定できます。
このローカル ディスク モードに含まれるものは次のとおりです。
• [Any Configuration]：ローカル ディスク設定を変更しないで継承するサーバ設定の場合。
• [No Local Storage]：ディスクレス サーバまたは SAN だけの設定の場合。 このオプションを
選択した場合、このポリシーを使用するサービス プロファイルは、ローカル ディスクを持
つサーバと関連付けられません。
• [No RAID]：RAID を削除し、ディスク MBR とペイロードは変更せずに残すサーバ設定の場
合。
• [RAID 1 Mirrored]：データが 2 台のディスクに書き込まれることにより、片方のディスクが
故障しても完全な冗長性が得られます。 最大アレイ サイズは、2 つのうち小さい方のドライ
ブの使用可能容量と等しくなります。
• [RAID10 Mirrored and Striped]：RAID 10 では、ミラーリングされたディスクのペアを使用し
て、データの完全な冗長性と高いスループット率が実現されます。
• [RAID 0 Stripes]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピングされるこ
とにより、高速なスループットが実現されます。 データの冗長性はありません。ディスクが
1 台でも故障すると、すべてのデータが失われます。
• [RAID 6 Stripes Dual Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピン
グされ、さらに 2 台のパリティ ディスクを使用して、最大 2 台までの物理ディスクの故障に
対してデータが保護されます。 各データ ブロックに対して 2 組のパリティ データが保存さ
れます。
• [RAID 5 Striped Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピングさ
れます。 各ディスクの容量の一部に、ディスク故障時のデータの再構築に使用可能なパリ
ティ情報が保存されます。 RAID 5 では、読み取り要求の多いアプリケーションに対して優
れたデータ スループットが提供されます。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。
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管理ファームウェア パッケージ
このポリシーを使用して、管理ファームウェアパッケージ（管理ファームウェアパックとも呼ば
れる）を構成する一連のファームウェア バージョンを指定できます。 管理ファームウェア パッ
ケージには、サーバ上の Cisco Integrated Management Controller（CIMC）がインクルードされます。
CIMC を直接アップグレードする場合は、このパッケージを使用する必要はありません。
ファームウェアパッケージは、このポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関
連付けられたすべてのサーバにプッシュされます。 このポリシーは、同じポリシーを使用してい
るサービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバで CIMC ファームウェアが同一である
ことを保証します。したがって、サービスプロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した
場合でも、ファームウェアのバージョンはそのまま変わりません。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。

ネットワーク制御ポリシー
このポリシーは、次を含む、Cisco UCS インスタンスのネットワーク制御設定を行います。
• Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）がイネーブルか、ディセーブルか
• エンドホスト モードで、使用できるアップリンク ポートが存在しない場合、VIF はどのよう
に動作するか
• パケットをファブリック インターコネクトに送信する際、サーバは異なる IP アドレスを使
用できるか

電源ポリシー
電源ポリシーは、Cisco UCS インスタンス内のすべてのシャーシで電源装置の冗長性を指定する
グローバル ポリシーです。 このポリシーは、PSU ポリシーとも呼ばれています。
電源装置の冗長性の詳細については、『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide』
を参照してください。

Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。 このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality Of Service
が決定されます。 一部のアダプタでは、発信トラフィックに対して追加の制御（バーストやレー
トなど）を指定することもできます。
vNIC ポリシー、または vHBA ポリシーに QoS ポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービス プロファイルにインクルードして、vNIC または vHBA を設定する必要があります。
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サーバ自動構成ポリシー
Cisco UCS Manager では、このポリシーを使用して、新しいサーバの設定方法が決定されます。
サーバ自動構成ポリシーを作成すると、新しいサーバの始動時に次のことが起こります。
1 サーバ自動構成ポリシー内の資格情報がサーバに対して検証されます。
2 サーバは、必要な資格を満たしていれば、サーバ自動構成ポリシー内に設定されているサービ
ス プロファイル テンプレートから作成されたサービス プロファイルと関連付けられます。 そ
のサービス プロファイルの名前は、Cisco UCS Manager によってサーバに与えられた名前に基
づきます。
3 サービス プロファイルが、サーバ自動構成ポリシー内に設定されている組織に割り当てられま
す。

サーバ ディスカバリ ポリシー
このディスカバリ ポリシーは、新しいサーバが追加されたときのシステムの反応を決定します。
サーバディスカバリポリシーを作成する場合、サーバがシャーシに追加されたときに、システム
により詳細なディスカバリを行うのか、または、ユーザがまず新しいサーバを確認する必要があ
るのかどうかを制御することができます。 デフォルトでは、システムにより完全なディスカバリ
が実行されます。
サーバ ディスカバリ ポリシーを作成すると、新しいサーバの始動時に次のことが起こります。
1 サーバ ディスカバリ ポリシー内の資格がサーバに対して検証されます。
2 サーバが必要な資格を満たしている場合は、Cisco UCS Manager から次のことがサーバに適用
されます。
• アクションに選択されているオプションに応じて、新しいサーバをただちに検出するか、
ユーザが新しいサーバを確認するまで待機します。
• スクラブ ポリシーをサーバに適用します。

サーバ継承ポリシー
このポリシーは、サーバに対する サービス プロファイル を作成するために、サーバ ディスカバ
リ プロセス中に呼び出されます。 このポリシーから作成された サービス プロファイル はすべ
て、製造元でブレードに設定された値を使用します。 このポリシーは次の機能を実行します。
• サーバのインベントリの分析
• 選択された組織へのサーバの割り当て（設定されている場合）
• 製造元でサーバに設定された ID を使って、このサーバの サービス プロファイル を作成
このポリシーを使って作成した サービス プロファイル を他のサーバに移行することはできませ
ん。
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サーバ プール ポリシー
このポリシーはサーバ ディスカバリ プロセス中に呼び出されます。 これは、サーバ プール ポリ
シーの資格情報に基づき、ポリシーで指定されたターゲット プールにサーバが一致した場合に、
どのような処理が行われるかを定義します。
サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバ プール ポリシーがあった場
合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。

サーバ プール ポリシーの資格情報
このポリシーは、ディスカバリ プロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー
バを資格認定します。 資格は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリシー
で設定されたルールです。たとえば、データセンタープールのサーバの最小メモリ容量を指定す
るルールを作成することができます。
資格は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するために
使用されます。 たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサーバを
1 つ以上のサーバ プールに追加したり、自動的にサービス プロファイルと関連付けることができ
ます。
サーバプールポリシーの資格情報を使用して、次の基準に基づいたサーバの資格認定を実行でき
ます。
• アダプタ タイプ
• シャーシの場所
• メモリのタイプと構成
• CPU のコア、タイプ、および構成
• ストレージの構成と容量
• サーバ モデル
実装に応じて、サーバプールポリシー資格情報を含む次のようないくつかのポリシーを設定でき
ます。
• 自動構成ポリシー
• シャーシ ディスカバリ ポリシー
• サーバ ディスカバリ ポリシー
• サーバ継承ポリシー
• サーバ プール ポリシー

vHBA テンプレート
このテンプレートは、サーバ上の vHBA による SAN への接続方法を定義するポリシーです。 こ
れは、vHBA SAN 接続テンプレートとも呼ばれます。
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このポリシーをサービス プロファイルに含めて、ポリシーを有効にする必要があります。

VM ライフサイクル ポリシー
VM ライフサクル ポリシーにより、オフラインの VM およびオフラインのダイナミック vNIC が
Cisco UCS Manager のデータベース内に保持される期間が決定されます。 その期間後も VM また
はダイナミック vNIC がオフラインのままである場合、そのオブジェクトは Cisco UCS Manager の
データベースから削除されます。
Cisco UCS サーバ上のすべての Virtual Machine（VM; 仮想マシン）は、vCenter によって管理され
ます。 Cisco UCS Manager からは、非アクティブな VM が、一時的にシャットダウンしているの
か、削除されているのか、それとも他のアクセスできない状態になっているのか判断できません。
そのため、Cisco UCS Manager では、非アクティブな VM はすべてオフライン状態であると見なさ
れます。
Cisco UCS Manager は、ダイナミック vNIC を、それに関連付けられた VM がシャットダウンして
いるか、ファブリック インターコネクトと I/O モジュールの間のリンクが失敗しているときに、
オフラインであると見なします。 非常に珍しいケースですが、内部エラーの発生により、Cisco
UCS Manager からダイナミック vNIC がオフラインであると見なされることもあります。
VM およびダイナミック vNIC のデフォルトの保持期間は 15 分です。 これには、1 ～ 7200 分（5
日）の任意の期間を設定できます。

（注）

Cisco UCS Manager では、情報の確認とモニタリングのためだけに VM が表示されます。 Cisco
UCS Manager では VM を管理できません。 したがって、VM を Cisco UCS Manager のデータ
ベースから削除しても、その VM はサーバや vCenter から削除されません。

vNIC テンプレート
このポリシーは、サーバ上の vNIC が LAN に接続する方法を定義します。 このポリシーは、vNIC
LAN 接続ポリシーとも呼ばれます。
このポリシーをサービス プロファイルに含めて、ポリシーを有効にする必要があります。

vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA 配置ポリシーは、vNIC または vHBA をサーバ上の物理アダプタに割り当てるために
使用されます。 各 vNIC/vHBA 配置ポリシーには、物理アダプタを仮想的に表現する 2 つの virtual
network interface Connection（vCon）が含まれます。 vNIC/vHBA 配置ポリシーがサービス プロファ
イルに割り当てられ、そのサービス プロファイルがサーバに関連付けられると、vNIC/vHBA 配置
ポリシー内の vCon が物理アダプタに割り当てられます。 アダプタが 1 つしかないサーバでは、
両方の vCon がそのアダプタに割り当てられます。アダプタが 2 つあるサーバでは、各アダプタに
1 つずつ vCon が割り当てられます。
vNIC または vHBA は、2 つの vCon のどちらにも割り当てられます。それらは、サーバ アソシ
エーション時に vCon の割り当てに基づいて物理アダプタに割り当てられます。 さらに、vCon で
は、vHBA と vNIC の割り当てに次の選択優先基準が使用されます。
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All

vCon に割り当てられている vNIC または vHBA、どちらの vCon にも割
り当てられていない vNIC または vHBA、およびダイナミック vNIC また
は vHBA に対して vCon が使用されます。

Assigned-Only

vCon に割り当てられている vNIC または vHBA だけに対してその vCon
が予約されます。

Exclude-Dynamic

ダイナミック vNIC または vHBA に対して vCon は使用されません。

Exclude-Unassigned

vCon に割り当てられていない vNIC または vHBA に対して vCon は使用
されません。 ダイナミック vNIC および vHBA に対して vCon が使用さ
れます。

アダプタが 2 つあるサーバでは、vNIC/vHBA 配置ポリシーをサービス プロファイルに含めていな
いか、サービス プロファイルに vCon を設定していないと、Cisco UCS によって vNIC と vHBA が
2 つのアダプタの間で均等に分配されます。

運用ポリシー
障害収集ポリシー
障害収集ポリシーは、障害がクリアされた日時、フラッピング間隔（障害発生とクリア状態の間
の時間）、保持間隔（システムで障害が発生していた時間）など、Cisco UCS インスタンスの障
害のライフサイクルを制御します。
Cisco UCS の障害には次のライフサイクルがあります。
1 ある状況がシステムで発生し、Cisco UCS Manager 障害が発生します。 これはアクティブな状
態です。
2 障害が取り除かれると、障害発生からクリア状態までの時間がフラッピング間隔よりも長い場
合、クリアされます。そうでない場合は、障害発生状態が続きますが、ステータスは徐々にク
リアに変化します。 障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生しま
す。 フラッピング間隔中、障害収集ポリシーで指定した期間の間は、障害の重大度は変わりま
せん。
3 フラッピング間隔中に同じ状況が再発生すると、障害発生状態が続き、ステータスがフラッピ
ングに変わります。 フラッピング間隔中に同じ条件が再発生しない場合は、障害がクリアされ
ます。
4 障害がクリアされ、クリア処理が削除に設定された場合や、障害が以前に認識された場合は、
障害が削除されます。そうでない場合や障害が認識されている場合は、保持間隔が終わるまで
障害が保持されます。
5 この状況が保持間隔中に再発生する場合は、障害がアクティブ状態に戻ります。 この状況が再
発生しない場合は、障害が削除されます。
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フロー制御ポリシー
フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCS インスタ
ンスのアップリンク イーサネット ポートが IEEE 802.3x ポーズ フレームを送信および受信するか
どうかを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、
送信側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。
LAN ポートとアップリンク イーサネット ポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり
ます。 Cisco UCS では、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。
送信機能をイネーブルにした場合、受信パケット レートが高くなりすぎたときに、アップリンク
イーサネット ポートはネットワーク ポートにポーズ要求を送信します。 ポーズは数ミリ秒有効
になった後、通常のレベルにリセットされます。 受信機能をイネーブルにした場合、アップリン
ク イーサネット ポートは、ネットワーク ポートからのポーズ要求すべてに従います。 ネットワー
クポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポート
で停止します。
ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると、ポーズ フレー
ムやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応がすぐ影響されます。

スクラブ ポリシー
このポリシーでは、ディスカバリ プロセス中、サーバがサービス プロファイルとのアソシエー
ションを解除された場合に、サーバ上のローカル データおよび BIOS 設定に何が起こるかを決定
します。 スクラブ ポリシーの設定内容に応じて、次のことが起こります。
ディスク スクラ
ブ

アソシエーション解除時にローカル ドライブ上のデータに次のいずれかが起
こります。
• イネーブルにした場合、ローカル ドライブ上のすべてのデータが破壊さ
れます。
• ディセーブルにした場合、ローカル ストレージ設定を含め、ローカル
ドライブ上のすべてのデータが保存されます。

BIOS 設定スクラ スクラブ ポリシーを含むサービス プロファイルがサーバとのアソシエーショ
ンを解除されたとき、BIOS 設定に次のいずれかが起こります。
ブ
• イネーブルにした場合、サーバのすべての BIOS 設定が消去され、その
サーバ タイプとベンダーのデフォルトに BIOS が再設定されます。
• ディセーブルにした場合、サーバ上の既存の BIOS 設定は保存されます。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

23

サーバのアーキテクチャおよび接続性
Serial over LAN ポリシー

Serial over LAN ポリシー
このポリシーは、このポリシーを使用する サービス プロファイル と関連付けられているすべて
のサーバに対する Serial over LAN 接続の設定を行います。 デフォルトでは、Serial over LAN 接続
はディセーブルにされています。
Serial over LAN ポリシーを実装する場合、IPMI プロファイルを作成することも推奨します。
このポリシーは サービス プロファイル にインクルードする必要があります。また、その サービ
ス プロファイル を有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。

統計情報収集ポリシー
統計情報収集ポリシーは、統計情報を収集する頻度（収集インターバル）、および統計情報を報
告する頻度（報告インターバル）を定義します。報告インターバル中に複数の統計データポイン
トが収集できるように、報告インターバルは収集インターバルよりも長くします。これにより、
最小値、最大値、平均値を計算して報告するために十分なデータが Cisco UCS Manager に提供さ
れます。
NIC 統計情報の場合、最後に統計情報が収集されてからの変化の平均値、最小値、および最大値
が Cisco UCS Manager によって表示されます。 これらの値が 0 の場合は、最後に収集してから変
化がないことを意味します。
統計情報は、Cisco UCS システムの次の 5 種類の機能エリアについて収集し、報告できます。
• アダプタ：アダプタに関連した統計情報
• シャーシ：ブレード シャーシに関連した統計情報
• ホスト：このポリシーは、将来サポートされる機能のためのプレースホルダです。
• ポート：ポートに関連した統計情報（サーバ ポート、アップリンク イーサネット ポート、
アップリンク ファイバ チャネル ポートなど）
• サーバ：サーバに関連した統計情報

（注）

Cisco UCS Manager には、5 つの機能エリアそれぞれについて、デフォルト統計情報収集ポリ
シーが 1 つずつあります。 追加で統計情報収集ポリシーを作成することはできません。また、
既存のデフォルト ポリシーを削除することはできません。 デフォルト ポリシーを変更するこ
とだけが可能です。

統計情報のしきい値ポリシー
統計情報のしきい値ポリシーは、システムの特定の側面についての統計情報をモニタし、しきい
値を超えた場合にはイベントを生成します。 最小値と最大値の両方のしきい値を設定できます。
たとえば、CPU の温度が特定の値を超えた場合や、サーバを過度に使用していたり、サーバの使
用に余裕がある場合には、アラームを発生するようにポリシーを設定できます。
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これらのしきい値ポリシーによって、エンドポイント（CIMC など）で適用されるハードウェア
レベルまたはデバイスレベルのしきい値が制御されることはありません。このしきい値は、製造
時にハードウェア コンポーネントに焼き付けられます。
Cisco UCS を使用して、次のコンポーネントに対して統計情報のしきい値ポリシーを設定できま
す。
• サーバおよびサーバ コンポーネント
• アップリンクのイーサネット ポート
• イーサネット サーバ ポート、シャーシ、およびファブリック インターコネクト
• ファイバ チャネル ポート

（注）

イーサネット サーバ ポート、アップリンクのイーサネット ポート、またはアップリンクの
ファイバ チャネル ポートには、統計情報のしきい値ポリシーを作成したり、削除することは
できません。 既存のデフォルト ポリシーの設定だけを行うことができます。

プール
プールは、システムで使用できる ID のコレクション、物理リソース、または論理リソースです。
すべてのプールは、サービスプロファイルの柔軟性を高め、ユーザがシステムリソースを中央で
集中管理できるようにするものです。
プールを使用して、未設定のサーバや、使用可能なサーバ ID 情報の範囲を、データセンターに
とって意味のあるグループに分割することができます。 たとえば、類似する特性を持つ未設定の
サーバのプールを作成して、このプールをサービス プロファイルにインクルードした場合、ポリ
シーを使用して、このサービス プロファイルと使用可能な未設定のサーバとのアソシエーション
を形成することができます。
MAC アドレスなどの ID 情報をプールした場合、特定のアプリケーションをホストするサーバに
範囲をあらかじめ割り当てることができます。たとえば、すべてのデータベースサーバを、同じ
範囲の MAC アドレス、UUID、および WWN 内に設定できます。

サーバ プール
サーバプールは複数のサーバで構成されています。これらのサーバは通常、同じ特性を共有して
います。これらの特性は、シャーシ内の位置であったり、サーバタイプ、メモリ容量、ローカル
ストレージ、CPU のタイプ、ローカル ドライブ設定などのアトリビュートだったりします。 サー
バを手動でサーバ プールに割り当てることもできますし、サーバ プール ポリシーとサーバ プー
ル ポリシーの資格情報を使用して、割り当てを自動化することもできます。
システムが組織を通じて、マルチテナント機能を実装している場合、特定の組織で使用されるサー
バ プールを 1 つ以上、指定できます。 たとえば、CPU を 2 個搭載したサーバをすべて含むプール
をマーケティング組織に割り当て、メモリのサイズが 64GB のサーバをすべて、財務組織に割り
当てることができます。
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サーバ プールには、システム内のどのシャーシにあるサーバでも入れることができます。 1 つの
サーバは複数のサーバ プールに属することができます。

MAC プール
MAC プールは、ネットワーク ID、つまり MAC アドレスの集まりです。これらはレイヤ 2 環境で
は一意で、サーバの vNIC に割り当てることができます。 サービス プロファイルで MAC プール
を使用する場合、サービス プロファイルに関連付けられたサーバで使用できるように MAC アド
レスを手動で設定する必要はありません。
マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、この MAC プールが特
定のアプリケーション、またはビジネス サービスだけで使用されるようにすることができます。
Cisco UCS Manager は、プールから MAC アドレスを割り当てるために名前解決ポリシーを使用し
ます。
サーバに MAC アドレスを割り当てるには、vNIC ポリシーに MAC プールをインクルードする必
要があります。 その後、この vNIC ポリシーは、このサーバに割り当てられたサービス プロファ
イルにインクルードされます。
独自の MAC アドレスを指定することもできますし、シスコにより提供された MAC アドレスのグ
ループを使用することもできます。

UUID 接尾辞プール
UUID 接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOS UUID の集まりです。 UUID
の接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。 残りの桁で構成される UUID 接尾辞は変数で
す。 UUID 接尾辞プールは、競合を避けるため、その特定のプールを使用するサービス プロファ
イルに関連付けられたサーバごとに、これらの変数値が固有であることを保証します。
サービス プロファイルで UUID 接尾辞プールを使用する場合、サービス プロファイルに関連付け
られたサーバの UUID を手動で設定する必要はありません。

WWN プール
World Wide Name（WWN）プールは、Cisco UCS インスタンス内のファイバ チャネル vHBA で使
用される WWN の集まりです。 次の独立したプールを作成します。
• サーバに割り当てられる World Wide（WW）ノード名
• vHBA に割り当てられる WW ポート名

重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。
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サービス プロファイルで WWN プールを使用する場合、サービス プロファイルに関連付けられた
サーバで使用される WWN を手動で設定する必要はありません。 複数のテナントを実装するシス
テムでは、WWN プールを使用して、各組織で使用される WWN を制御できます。
WWN をブロック単位でプールに割り当てます。 ブロックごと、または個々の WWN ごとに、
ブート ターゲットを割り当てることができます。
WWNN プール
World Wide Node Name（WWNN）プールは、WW ノード名だけを含む WWN プールです。 サー
ビス プロファイルに WWNN のプールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールか
ら WWNN が割り当てられます。
WWPN プール
World Wide Port Name（WWPN）プールは、WW ポート名だけを含む WWN プールです。 サービ
ス プロファイルに WWPN のプールを含める場合、関連付けられたサーバの各 vHBA 上のポート
には、そのプールから WWPN が割り当てられます。

管理 IP プール
管理 IP プールは、外部 IP アドレスの集合です。 Cisco UCS Manager は、サーバ上の Cisco Integrated
Management Controller（CIMC）で終端する外部アクセス用に、管理 IP プールに IP アドレスの各
ブロックを予約しています。
Cisco UCS Manager は、管理 IP プール内の IP アドレスを使用して、次の機能を介してサーバに外
部アクセスします。
• KVM コンソール
• Serial over LAN
• IPMI

トラフィック管理
オーバーサブスクリプション
オーバーサブスクリプションは、同じファブリックインターコネクトポートに複数のネットワー
クデバイスが接続されているときに発生します。ポートが短時間でも最高速度で実行されること
はほとんどないため、これにより、ファブリックインターコネクトの使用が最適化されます。そ
の結果、オーバーサブスクリプションが正しく設定されていれば、使用されていない帯域幅を活
用できるようになります。 しかし、オーバーサブスクリプションの設定に間違いがあると、帯域
幅のコンテンションが起こり、オーバーサブスクライブ ポートを使用しているすべてのサービス
で Quality Of Service が低下します。
たとえば、4 つのサーバが 1 つのアップリンク ポートを共有していて、これらのサーバがすべて、
このアップリンク ポートで使用できる帯域幅よりも大きい累積率でデータを送信しようとした場
合に、オーバーサブスクリプションが発生します。
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オーバーサブスクリプションにおける考慮事項
Cisco UCS インスタンスでのオーバーサブスクリプションの設定に影響を与える要因は次のとお
りです。
アップリンク ポートに対するサーバに面したポートの比率
この比率はパフォーマンスに影響を与えるため、システム内のサーバに面したポートの数と、アッ
プリンクポートの数を知っている必要があります。たとえば、使用しているシステムに、サーバ
と通信できるポートが 20 個あるときに、ネットワークと通信できるポートが 2 つだけの場合、こ
のアップリンクポートはオーバーサブスクライブされます。この状況では、サーバにより作成さ
れるトラフィックの量もパフォーマンスに影響を与えます。
ファブリック インターコネクトからネットワークまでのアップリンク ポート数
Cisco UCS ファブリック インターコネクトと LAN の上位レイヤの間にさらにアップリンク ポー
トを追加して、帯域幅を増やすことができます。 Cisco UCS では、すべてのサーバと NIC が確実
に LAN にアクセスできるようにするために、ファブリック インターコネクト 1 つにつき、少な
くとも 1 つのアップリンク ポートが必要です。 LAN アップリンクの数は、すべての Cisco UCS
サーバで使用される帯域幅の合計により決定されます。
FC アップリンク ポートは、拡張スロットだけで使用できます。 使用可能な FC アップリンクの数
を増やすには、拡張スロットを追加する必要があります。 イーサネット アップリンク ポートは、
固定スロットと拡張スロットに存在できます。
たとえば、2 つの Cisco UCS 5100 シリーズ シャーシに、ハーフ幅の Cisco UCS B200-M1 サーバが
いっぱいに入っている場合、サーバの数は 16 台です。 ファブリック インターコネクト 1 つあた
り LAN アップリンクが 1 つのクラスタ設定では、これら 16 台のサーバは 20GbE の LAN 帯域幅
を共有します。 より大きい容量が必要である場合、ファブリック インターコネクトからさらに
アップリンクを追加する必要があります。 クラスタ設定では、アップリンクを対称設定にするこ
とを推奨します。 この例で、ファブリック インターコネクト 1 つにつき使用されるアップリンク
の数が 4 つである場合、16 台のサーバが 80GB の帯域幅を共有することになるため、各サーバの
容量は約 5GB になります。 Cisco UCS ファブリック インターコネクトで複数のアップリンクが使
用されている場合、この容量を最大限有効活用するために、ネットワーク設計チームはポート
チャネルの使用を検討する必要があります。
I/O モジュールからファブリック インターコネクトまでのアップリンク ポート数
使用するアップリンク ポートの数とケーブルの本数を増やすことにより、I/O モジュールとファ
ブリック インターコネクトの間の帯域幅を増やすことができます。 Cisco UCS では、I/O モジュー
ルと Cisco UCS ファブリック インターコネクトを接続するために、ケーブルを 1 本、2 本、また
は 4 本使用できます。 ケーブルの本数により、アクティブ アップリンク ポートの数、およびオー
バーサブスクリプションの比率が決定されます。 たとえば、ケーブルが 1 本の場合、1 つの I/O
モジュールのオーバーサブスクリプション比率は 8:1 になります。 ケーブルを 1 本使用する I/O
モジュールが 2 つ、およびハーフ幅ブレードが 8 基ある場合、この 8 基のブレードは 2 つのアッ
プリンク（左 IOM 1 個と右 IOM 1 個）を共有します。 この結果、8 基のブレードで、ユニファイ
ド ファブリック容量の合計帯域幅 20GB を共有することになります。 ケーブルが 2 本の場合、
（すべてのスロットにハーフ幅ブレードが入っていると仮定すると）IOM 1 つにつき 4:1 のオー
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バーサブスクリプションになり、ケーブルが 4 本の場合は、2:1 になります。 オーバーサブスク
リプション率が低ければ低いほど、パフォーマンスは高くなりますが、消費されるファブリック
インターコネクト ポートの数は増えるため、コストはより高くなります。
サーバからファブリック インターコネクトまでのアクティブ リンク数
各サーバが使用できる非オーバーサブスクライブの帯域幅は、使用される I/O モジュールの数と、
それらの I/O モジュールとファブリック インターコネクトの接続に使用されるケーブルの数によっ
て異なります。 別の I/O モジュールを設置すると、サーバの帯域幅と冗長性が増加します。 この
レベルの柔軟性を設計に含めると、80 Gbps（それぞれが 4 つのリンクを持つ 2 つの I/O モジュー
ル）から 10 Gbps（1 つのリンクを持つ 1 つの I/O モジュール）の間の任意の帯域幅をシャーシで
実現できます。
80 Gbps のシャーシでは、Cisco UCS インスタンスのハーフ幅の各サーバは、非オーバースクライ
ブ設定で最大 10 Gbps を使用でき、2:1 のオーバーサブスクリプションで最大 20 Gbps を使用でき
ます。

オーバーサブスクリプションの概算に関するガイドライン
ファブリックインターコネクトポートに対する最適なオーバーサブスクリプション率を概算する
場合は、次のガイドラインを考慮してください。
コスト/パフォーマンス スライダ
コストとパフォーマンスの優先順位付けは、データセンターによってそれぞれ異なり、オーバー
サブスクリプションの設定に直接影響します。 オーバーサブスクリプションにおけるハードウェ
アの使用方法を計画する場合は、このスライダでデータセンターが位置する場所を知る必要があ
ります。 たとえば、データセンターでコストよりもパフォーマンスを重視する場合は、オーバー
サブスクリプションを最小限に抑えることができます。 しかし、ほとんどのデータセンターで
は、コストは大きい影響を与える要因であるため、オーバーサブスクリプションは慎重に計画す
る必要があります。
帯域幅の使用方法
各サーバで実際に使用されると予想される帯域幅の概算値は、ファブリック インターコネクト
ポートへの各サーバの割り当て、およびその結果からポートのオーバーサブスクリプション率を
決定するときに重要です。オーバーサブスクリプションでは、サーバにより消費されるトラフィッ
クの平均値（単位は GB）、設定された帯域幅に対する使用された帯域幅の比率、および帯域幅の
使用が上昇する時間を考慮する必要があります。
ネットワーク タイプ
ネットワーク タイプは、アップリンク ポート上のトラフィックだけに関係します。これは、Cisco
UCS 以外のところには、FCoE は存在しないからです。 その他のデータセンター ネットワーク
は、LAN と SAN トラフィックを区別するだけです。 したがって、ファブリック インターコネク
トポートのオーバーサブスクリプションの概算を行う場合、ネットワークタイプを考慮する必要
はありません。
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ピン接続
Cisco UCS でのピン接続は、アップリンク ポートだけに関係します。 イーサネット トラフィッ
ク、または FCoE トラフィックをあるサーバから、特定のアップリンク イーサネット ポート、ま
たはアップリンク FC ポートにピン接続することができます。
物理サーバと仮想サーバの両方の NIC および HBA をアップリンク ポートにピン接続する場合、
ファブリック インターコネクトからユニファイド ファブリックを制御できるようにします。 こ
の制御により、アップリンク ポートの帯域幅の利用がさらに最適化されます。
Cisco UCS は、ピン グループを使用して、どの NIC、vNIC、HBA、vHBA をアップリンク ポート
にピン接続するかを管理します。サーバのピン接続を設定するには、ピングループを直接割り当
てるか、または vNIC ポリシーにピン グループをインクルードしてから、そのサーバに割り当て
られているサービス プロファイルにこの vNIC ポリシーを追加します。 サーバ上の vNIC または
vHBA からのトラフィックはすべて、I/O モジュールを通って、同じアップリンク ポートに進みま
す。

サーバ トラフィックのサーバ ポートへのピン接続
サーバ トラフィックはすべて、I/O モジュールを経由して、ファブリック インターコネクトのサー
バポートへ進みます。このトラフィックがどのようにピン接続されるかは、シャーシに設定され
るリンクの数によって決まります。
ピン接続により、どのサーバ トラフィックが、ファブリック インターコネクトのどのサーバ ポー
トに進むかが決まります。このピン接続は固定されています。変更することはできません。した
がって、シャーシに対する帯域幅の適切な割り当てを決定する場合、サーバの位置を考慮する必
要があります。

（注）

サーバをスロットに割り当てる前に、ポートからリンクへの割り当てを見直す必要がありま
す。 ケーブルで接続するポートは I/O モジュールのポート 1 およびポート 2 である必要はあり
ません。 ファブリック インターコネクトと I/O モジュールの間のリンク数を変更した場合、
トラフィックを再ルーティングするには、シャーシを再認識する必要があります。
ポート番号はすべて、この I/O モジュールのファブリック インターコネクト側ポートを参照しま
す。
I/O モジュールを 1 つ持つシャーシ
シャーシのリ リンク 1 にピン
ンク
接続されている
サーバ

リンク 2 にピン接 リンク 3 にピン接続
続されているサー されているサーバ
バ

リンク 4 にピン接続
されているサーバ

1 リンク

なし

なし

すべてのサーバ
スロット

なし
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シャーシのリ リンク 1 にピン
ンク
接続されている
サーバ

リンク 2 にピン接 リンク 3 にピン接続
続されているサー されているサーバ
バ

2 リンク

スロット 1、3、 スロット 2、4、
5、および 7
6、および 8

4 リンク

スロット 1 およ
び5

なし

スロット 2 および スロット 3 および 7
6

リンク 4 にピン接続
されているサーバ
なし

スロット 4 および 8

I/O モジュールを 2 つ持つシャーシ
シャーシに I/O モジュールが 2 つある場合、片方の I/O モジュールからのトラフィックは、ファブ
リック インターコネクトの 1 つに進み、もう 1 つの I/O モジュールからのトラフィックは、2 つ
めのファブリック インターコネクトに進みます。 1 つのファブリック インターコネクトに 2 つの
I/O モジュールを接続することはできません。
vNIC で設定されたファブリック イン
ターコネクト

サーバ トラフィック パス

A

サーバ トラフィックはファブリック インターコネクト
A に向かいます。 A に不具合が生じた場合、サーバ ト
ラフィックは B にフェールオーバーしません。

B

すべてのサーバ トラフィックはファブリック インター
コネクト B に向かいます。 B に不具合が生じた場合、
サーバ トラフィックは A にフェールオーバーしませ
ん。

A-B

すべてのサーバ トラフィックはファブリック インター
コネクト A 向かいます。 A に不具合が生じた場合、サー
バ トラフィックは B にフェールオーバーします。

B-A

すべてのサーバ トラフィックはファブリック インター
コネクト B に向かいます。 B に不具合が生じた場合、
サーバ トラフィックは A にフェールオーバーします。

ピン接続に関するガイドライン
ピングループおよびアップリンクポートに対するピン接続における最適な設定を判断する場合、
サーバについて予想される帯域幅使用状況を考慮します。 システムに含まれるサーバの一部が大
量の帯域幅を使用することがわかっている場合は、必ず、これらのサーバを別のアップリンク
ポートにピン接続してください。
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Quality of Service
Cisco UCS は、Quality Of Service を実装するために、次の方法を提供しています。
• システム全体にわたって、特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定を指定する
ためのシステム クラス
• 個々の vNIC にシステム クラスを割り当てる QoS ポリシー
• アップリンク イーサネット ポートによるポーズ フレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー

システム クラス
Cisco UCS は、Cisco UCS インスタンス内のトラフィックすべての処理に Data Center Ethernet（DCE;
データセンターイーサネット）を使用します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張で
は、イーサネットの帯域幅が 8 つの仮想レーンに分割されています。 2 つの仮想レーンは、内部
のシステムおよび管理トラフィック用に予約されています。 残りの 6 つの仮想レーンに対して
Quality Of Service を設定できます。 Cisco UCS インスタンス全体にわたり、これら 6 つの仮想レー
ンで DCE 帯域幅がどのように割り当てられるかは、システム クラスによって決定されます。
各システムクラスでは、特定のトラフィックタイプのために、帯域幅の特定セグメントが予約さ
れています。 これにより、オーバーサブスクライブされたシステムでも、ある程度のトラフィッ
ク管理ができるようになります。 たとえば、ファイバ チャネル プライオリティ システム クラス
を設定して、FCoE トラフィックに割り当てられる DCE 帯域幅の割合を決定することができます。
次の表に、設定可能なシステム クラスについて説明します。
表 4：システム クラス

システム クラス

説明

[Platinum]

サービス プロファイルの QoS ポリシーにインクルードできる設定可
能なシステム クラスのセット。 各システム クラスはトラフィック
レーンを 1 つ管理します。

[Gold]
[Silver]
[Bronze]

[Best Effort]

これらのシステム クラスのプロパティはすべて、カスタム 設定やポ
リシーを割り当てるために使用できます。
ベーシック イーサネット トラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Service を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。 たとえば、このクラスには、必要
に応じて、データ パケットの破棄を許可する破棄ポリシーがありま
す。 このシステム クラスはディセーブルにできません。

[Fibre Channel]

Fibre Channel over Ethernet トラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Service を設定するシステム クラス。
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システム クラス

説明
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。 たとえば、このクラスには、デー
タ パケットが絶対に破棄されないことを保証する破棄なしポリシーが
あります。 このシステム クラスはディセーブルにできません。

Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。 このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality Of Service
が決定されます。 一部のアダプタでは、発信トラフィックに対して追加の制御（バーストやレー
トなど）を指定することもできます。
vNIC ポリシー、または vHBA ポリシーに QoS ポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービス プロファイルにインクルードして、vNIC または vHBA を設定する必要があります。

フロー制御ポリシー
フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCS インスタ
ンスのアップリンク イーサネット ポートが IEEE 802.3x ポーズ フレームを送信および受信するか
どうかを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、
送信側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。
LAN ポートとアップリンク イーサネット ポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり
ます。 Cisco UCS では、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。
送信機能をイネーブルにした場合、受信パケット レートが高くなりすぎたときに、アップリンク
イーサネット ポートはネットワーク ポートにポーズ要求を送信します。 ポーズは数ミリ秒有効
になった後、通常のレベルにリセットされます。 受信機能をイネーブルにした場合、アップリン
ク イーサネット ポートは、ネットワーク ポートからのポーズ要求すべてに従います。 ネットワー
クポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポート
で停止します。
ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると、ポーズ フレー
ムやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応がすぐ影響されます。

オプトイン機能
各 Cisco UCS インスタンスはすべての機能をライセンスされています。 システムの設定方法に応
じて、既存の環境への統合を簡単にするために、一部の機能をオプトインするか、これらをオプ
トアウトするかを決定することができます。 プロセスの変化が起こった場合、システム設定を変
更して、オプトイン機能の 1 つまたは両方を加えることができます。
オプトイン機能は次のとおりです。
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• サーバ、アダプタなどの各コンポーネントがステートレスであるプールおよびポリシーを持
つモバイル サービス プロファイルを利用するステートレス コンピューティング
• 組織およびロールベースのアクセス制御を使用して、システムを複数の小さな論理セグメン
トに分割するマルチテナント機能

ステートレス コンピューティング
ステートレス コンピューティングにより、サービス プロファイル を使用して、あるサーバの固
有情報を、同じ Cisco UCS インスタンス内の別のサーバに適用することができます。 サーバの固
有情報には、サーバを認識し、インスタンス内で一意にするために要素が含まれます。 これらの
要素のいずれかを変更すると、サーバはブート ステータスにアクセス、これを使用または実現す
ることができなくなります。
サーバの固有情報を構成する要素は次のとおりです。
• ファームウェア バージョン
• UUID（サーバの識別に使用される）
• MAC アドレス（LAN 接続に使用される）
• ワールド ワイド名（SAN 接続に使用される）
• ブート設定
ステートレス コンピューティングは、高度に柔軟なサーバを使ったダイナミックなサーバ環境を
作成します。 Cisco UCS インスタンス内の物理サーバはすべて、サービス プロファイル とのアソ
シエーションが形成されるまで匿名のままです。その後、サービスプロファイルでこのサーバの
ID が設定されます。 このサーバでのビジネス サービスが必要なくなったら、このサーバをシャッ
トダウンし、サービスプロファイルのアソシエーションを解除してから、同じ物理サーバについ
て異なる ID を作成するために別の サービス プロファイル とのアソシエーションを形成します。
この「新しい」サーバは、別のビジネス サービスをホストすることができます。
ステートレス状態の柔軟性をフルに活用するためには、サーバのオプションローカルディスクは
スワップ用スペースまたは一時スペースだけに使用し、オペレーティング システムやアプリケー
ション データの保存には使用しないでください。
Cisco UCS インスタンスのすべての物理サーバに対して、ステートレス コンピューティングを完
全に実装することもできますし、ステートレス サーバを使用しないことを選択することもできま
す。また、これら 2 種類を混在させることも可能です。
ステーレス コンピューティングをオプトインする場合
Cisco UCS インスタンス内の物理サーバはそれぞれ、サービス プロファイル を通じて経由されま
す。 どのようなサーバでも、あるアプリケーションのセットをホストするために使用していると
きに、データセンターの必要に応じて、別のアプリケーションやビジネス サービスのセットに割
り当てなおすことができます。
このインスタンスで定義されているポリシーやリソースのプールをポイントする サービス プロ
ファイル を作成します。 サーバ プール、World Wide Name（WWN; ワールド ワイド名）プール、
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および MAC プールにより、未割り当てのリソースはすべて、必要に応じて使用できることが保
証されます。 たとえば、物理サーバで不具合が発生した場合、即座に、サービス プロファイル
を別のサーバに割り当てることができます。 サービス プロファイル は、WWN や MAC アドレス
を含め、オリジナルのサーバと同じ ID を新しいサーバに与えるため、データセンター インフラ
ストラクチャの残りの部分では、この新しいサーバとオリジナルのサーバは同じものと認識され
ます。LAN や SAN で設定を変更する必要はありません。
ステートレス コンピューティングからオプトアウトする場合
Cisco UCS インスタンス内の各サーバは、従来のラックマウント型サーバとして扱われます。
ハードウェアに書き込まれた ID 情報を継承する サービス プロファイル を作成し、これらのプロ
ファイルを使用して、サーバに対する LAN または SAN 接続を設定します。 ただし、サーバ ハー
ドウェアに不具合が発生した場合、サービスプロファイルを新しいサーバに割り当てることはで
きません。

マルチテナント機能
マルチテナント機能を使用して、インスタンスの大規模な物理インフラストラクチャを、組織と
呼ばれる論理エンティティに分割することができます。 その結果、各組織に専用の物理インフラ
ストラクチャを提供せずに、組織と組織を論理的に分離できます。
マルチテナント環境では、関連する組織を通じて、各テナントに一意のリソースを割り当てられ
ます。 これらのリソースは、異なるポリシー、プール、および Quality of Service 定義を含むこと
ができます。 また、すべてのユーザがすべての組織にアクセスできるようにする必要がない場合
は、ロケールを実装して、組織ごとにユーザ権限やロールを割り当てたり、制限したりすること
もできます。
マルチテナント環境をセットアップする場合、すべての組織は階層的になります。 最上位の組織
は常にルートです。 ルートに作成したポリシーおよびプールはシステム全体にわたるもので、こ
のシステムに含まれるすべての組織で使用できます。 しかし、他の組織で作成されたポリシーや
プールが使用できるのは、同じ階層でそれより上にある組織だけです。 たとえば、あるシステム
に Finance と HR という組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR 組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HR は Finance 組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。 しかし、Finance と HR は両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。
マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に次のうち 1 つ
以上をセットアップすることもできます。
• リソース プール
• ポリシー
• サービス プロファイル
• サービス プロファイル テンプレート
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マルチテナント機能をオプトインする場合
各 Cisco UCS インスタンスは複数の異なる組織に分割されます。 マルチテナント機能の実装で作
成される組織のタイプは、企業のビジネスニーズによって異なります。たとえば、次を象徴する
組織が含まれます。
• マーケティング、財務、エンジニアリング、人事など、企業内のエンタープライズ グループ
または部門
• サービス プロバイダーに対するさまざまなカスタマー、またはネーム サービス ドメイン
管理が認可されている組織だけにユーザがアクセスできるように、ロケールを作成することがで
きます。
マルチテナント機能からオプトアウトする場合
Cisco UCS インスタンスは、ルート組織にすべてが入った 1 つの論理エンティティのままです。
すべてのポリシーおよびリソース プールは、このインスタンス内のどのサーバにでも割り当てる
ことができます。

Cisco UCS でのバーチャライゼーション
バーチャライゼーションの概要
バーチャライゼーションは、同一の物理マシン上で隣り合いながら分離して実行する複数の仮想
マシンの作成が可能になります。
各仮想マシンは、仮想ハードウェア（メモリ、CPU、NIC）の独自のセットを持ち、その上でオペ
レーティングシステムと十分に設定されたアプリケーションがロードされます。オペレーティン
グシステムは、実際の物理ハードウェアコンポーネントに関係なく、一貫性があり正常なハード
ウェア一式を認識します。
仮想マシンでは、物理サーバ間でのコピー、プロビジョニング、移動を迅速に行うために、ハー
ドウェアとソフトウェアの両方が単一のファイルにカプセル化されます。 仮想マシンは 1 つの物
理サーバから別のサーバへ数秒で移動することができ、メンテナンスのためのダウンタイムを必
要とせず、途切れることのない作業負荷を集約します。
仮想ハードウェアは、多数のサーバ（それぞれのサーバは独立した仮想マシン内で実行する）を
単一の物理サーバ上で実行できるようにします。 バーチャライゼーションの利点は、コンピュー
ティング リソースをより適切に使用でき、サーバ密度を高め、サーバの移行をスムーズに行える
ことです。

Cisco UCS でのバーチャライゼーション
Cisco UCS では、ハードウェアレベルのサーバ バーチャライゼーションを利用できます。 ハード
ウェアレベルのサーバ バーチャライゼーションでは、サーバを物理レベルで再現できます。この
バーチャライゼーションは、既存のソフトウェア（オペレーティング システム、ドライバ、管理
ツールなど）から検知されません。 根本的なハードウェアの障害が発生して仮想サーバを別の場
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所に再作成することになっても、ネットワークと既存のソフトウェアはその物理サーバが変化し
たことに気づきません。
サーバ バーチャライゼーションでは、ビジネス条件や技術的な条件の変化に対してネットワーク
が迅速に適応できます。 Cisco UCS におけるより低いレベルでの仮想化環境との統合により、仮
想マシン環境の可視性と制御が改善され、システムの全体的な敏捷性が強化されます。 そのう
え、このバーチャライゼーションでは、稼動中でのアプリケーションに対するパフォーマンス上
のペナルティまたはオーバーヘッドはありません。
Cisco UCS サーバで使用可能な仮想化環境は、そのサーバにインストールされたアダプタのタイ
プによって異なります。 たとえば、Virtual Interface Card（VIC; 仮想インターフェイス カード）ア
ダプタでは、仮想マシンに対して独自の柔軟性のある仮想化環境およびサポートが提供されます。
他のアダプタでは、VMWare による標準的な統合と仮想化環境がサポートされます。

ネットワークインターフェイスカードと統合ネットワークアダプタのバーチャライゼー
ション
ネットワーク インターフェイス カード（NIC）と統合ネットワーク アダプタは仮想化環境をサ
ポートします（ESX との標準的な VMware 統合がサーバにインストールされ、すべての仮想マシ
ン管理が VC を使用して実行されます）。
仮想マシンのポータビリティ
サービス プロファイルを実装すると、1 つのサーバから別のサーバに、サーバの識別情報を簡単
に移動できるようになります。 新規サーバをイメージ化すると、ESX はそのサーバを元のサーバ
のように扱います。
同一サーバ上の仮想マシン間の通信
これらのアダプタには、同一サーバ上の仮想マシン間における標準の通信手段が実装されていま
す。 ESX ホストが複数の仮想マシンを含む場合、すべての通信はサーバ上の仮想スイッチを通過
させる必要があります。
システムでネイティブな VMware ドライバを使用する場合、仮想スイッチはネットワーク管理者
のドメインには参加せず、どのネットワークポリシーの制約も受けません。結果として、たとえ
ば、ネットワークの Quality Of Service（QoS）ポリシーは、仮想スイッチを通って VM1 から VM2
に伝送されるどのデータ パケットにも適用されません。
Nexus 1000 などの別の仮想スイッチがシステムに含まれている場合、その仮想スイッチは、ネッ
トワーク管理者がそのスイッチ上で設定したネットワーク ポリシーに従います。

仮想インターフェイス カード アダプタ
Virtual Interface Card（VIC; 仮想インターフェイス カード）アダプタでは、VMware による仮想化
環境がサポートされています。 これらの環境では、標準的な VMware 統合がサポートされてお
り、サーバ上に ESX がインストールされ、すべての仮想マシン管理は VMware vCenter を介して
実行されます。
この仮想化アダプタでは、次のソリューションがサポートされています。
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• VM ソフトウェア（vSphere など）による仮想化環境内での動的な vNIC。 このソリューショ
ンにより、1 つの物理的なブレード サーバを複数の論理的な PCIE インスタンスに分割でき
るようになります。
• サーバにインストールされた単一のオペレーティング システム内での静的な vNIC
VIC アダプタでは、選択したソリューションによって、通信の動作方法が決まります。 このタイ
プのアダプタでは、次の通信ソリューションがサポートされています。
• ハードウェアによる Cisco VN-Link。仮想マシンで送受信されるトラフィックを処理するため
のハードウェアベースの方法です。 このソリューションの設定方法の詳細については、この
マニュアル内で説明しています。
• ソフトウェアによる Cisco VN-Link。仮想マシンで送受信されるトラフィックを処理するため
のソフトウェアベースの方法です。Nexus 1000v 仮想スイッチが使用されます。 このソリュー
ションの設定方法の詳細については、Nexus 1000v のマニュアル内で説明されています。
• バーチャライゼーションなしでサーバにインストールされた単一のオペレーティング システ
ム。他の Cisco UCS アダプタと同じトラフィックの処理方法が使用されます。

Cisco VN-Link
Cisco Virtual Network Link（VN-Link）は、物理サーバの現在のネットワーク動作モデルと同様の
方法で仮想マシン インターフェイスを個別に識別、設定、モニタ、移行、および診断できる機能
のセットです。 VN-Link は、実際には仮想マシン上の vNIC と Cisco UCS ファブリック インター
コネクト間で論理リンクを作成します。このマッピングは、ケーブルを使用してアクセスレイヤ
スイッチ上のネットワーク ポートに NIC を接続することと論理的には同じです。

ハードウェアの VN-Link
ハードウェアの Cisco VN-Link は、VIC アダプタを使用してサーバ上の仮想マシンに対するトラ
フィックを処理するハードウェアベースの方法です。この方法は、パススルースイッチングと呼
ばれることがあります。 この方法では、ASIC ベースのハードウェア スイッチングによってソフ
トウェアベースのスイッチングが置き換えられ、パフォーマンスが向上します。
Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）フレームワークは、Cisco UCS サーバ上の仮
想マシンに対してハードウェアの VN-Link 機能と VIC アダプタとの互換性を提供します。 この方
法では、サーババーチャライゼーションで要求される新しい要件を満たすエンドツーエンドネッ
トワーク ソリューションが提供されます。
ハードウェアの VN-Link を使用すると、仮想マシンに対するすべてのトラフィックは DVS とハイ
パーバイザを通過し、 サーバ上の仮想マシンに戻ります。 スイッチングは、ファブリック イン
ターコネクト（ハードウェア）で行われます。結果として、ネットワークポリシーは仮想マシン
間のトラフィックに適用できます。 この機能により、物理サーバと仮想サーバ間で整合性が維持
されます。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
38

OL-22801-02-J

Cisco UCS でのバーチャライゼーション
VMware vCenter との通信用の拡張ファイル

次の図は、VIC アダプタがある Cisco UCS サーバ上の VM トラフィックのトラフィック パスを示
しています。
図 1：ハードウェアの VN-Link がある VM トラフィックのトラフィック パス

VMware vCenter との通信用の拡張ファイル
VIC アダプタを使用してハードウェア内の VN-Link が実装される Cisco UCS インスタンスでは、
拡張ファイルを作成し、インストールして、Cisco UCS Manager と VMware vCenter の間の関係と
通信を確立する必要があります。 この拡張ファイルは、次のような重要な情報が含まれる XML
ファイルです。
• 拡張キー
• 公開 SSL 証明書
2 つの Cisco UCS インスタンスで vCenter 内の同じ分散仮想スイッチの集合を共有する必要がある
場合は、カスタム拡張キーを作成し、同じ SSL 証明書を各 Cisco UCS インスタンスの Cisco UCS
Manager にインポートできます。
拡張キー
拡張キーには、Cisco UCS インスタンスの識別情報が含まれます。 デフォルトでは、このキーの
値は Cisco UCS GUID です。この値は、クラスタ設定の両方のファブリック インターコネクトに
対して同一になります。
この拡張をインストールすると、vCenter でこの拡張キーが使用され、Distributed Virtual Switch
（DVS; 分散仮想スイッチ）が作成されます。
公開 SSL 証明書
Cisco UCS Manager では、vCenter との通信をサポートするデフォルトの自己署名 SSL 証明書が生
成されます。 独自のカスタム証明書を用意することもできます。
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カスタム拡張ファイル
拡張キーと SSL 証明書の一方または両方でデフォルトを使用しない Cisco UCS インスタンスには、
カスタム拡張ファイルを作成できます。 たとえば、同一の VMware vCenter インスタンスによっ
て 2 つの異なる Cisco UCS インスタンスが管理される場合、それらに同じカスタム キーを作成で
きます。

重要

DVS または vCenter で使用される拡張キーは変更できません。 カスタム拡張キーを使用する場
合は、カスタム キーを作成し、登録してから、Cisco UCS Manager で DVS を作成することを
推奨します。それにより、関連付けられている DVS の削除と再作成が必要になる可能性がな
くなります。

分散仮想スイッチ
各 VMware ESX ホストには、Virtual Machine（VM; 仮想マシン）間のスイッチング操作を実行す
る独自のソフトウェアベース仮想スイッチ（vSwitch）がハイパーバイザに搭載されています。
Cisco UCS Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）は、ESX ハイパーバイザ内で vSwitch
と一緒に稼動するソフトウェアベースの仮想スイッチであり、複数の ESX ホスト間に分散させる
ことができます。 独自のローカル ポート設定を使用する vSwitch と異なり、複数の ESX ホストに
関連付けられた DVS では、すべての ESX ホストに共通のポート設定が使用されます。
ESX ホストを DVS に関連付けた後は、vSwitch の既存の VM を DVS に移行したり、vSwitch の代
わりに DVS を使用する VM を作成したりすることができます。 ハードウェアベースの VN-Link
を実装し、VM で DVS を使用すると、すべての VM トラフィックは DVS を通過し、ファブリッ
ク インターコネクトによって Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定 用途向け集積回路）
ベースのスイッチングが実行されます。
Cisco UCS Manager では、DVS は次のように階層化されます。
vCenter
Folder (optional)
Datacenter
Folder (required)
DVS

階層の最上部は、VMware vCenter インスタンスを示す vCenter です。 各 vCenter には 1 つ以上の
データセンターと、データセンターの整理に使用できる任意の vCenter フォルダが含まれます。
各データセンターには、1 つ以上の必須のデータセンター フォルダが含まれます。 データセン
ター フォルダには DVS が含まれます。
ポート プロファイル
ポート プロファイルには、ハードウェア内の VN-Link に対して Cisco UCS 内の仮想インターフェ
イスを設定するために使用されるプロパティと設定が保管されます。 ポート プロファイルは、
Cisco UCS Manager で作成および管理されます。 VMware vCenter からポート プロファイルのプロ
パティを明確に確認する方法はありません。
VMware vCenter では、ポート プロファイルはポート グループとして表現されます。 Cisco UCS
Manager からポート プロファイル名が vCenter にプッシュされ、vCenter でその名前がポート グ
ループとして表示されます。 ポート プロファイル内の個々のネットワーキング プロパティや設
定は、VMware vCenter で表示できません。
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ポート プロファイルが作成され、1 つ以上の DVS に割り当てられてアクティブに使用された後、
そのポート プロファイルのネットワーキング プロパティを Cisco UCS Manager で変更すると、変
更はそれらの DVS にただちに適用されます。
Cisco UCS Manager からポート プロファイルを VMware vCenter にプッシュする場合は、そのポー
ト プロファイルに対して少なくとも 1 つのポート プロファイル クライアントを設定する必要が
あります。
ポート プロファイル クライアント
ポート プロファイル クライアントにより、ポート プロファイルが適用される DVS が決定されま
す。 デフォルトでは、ポート プロファイル クライアントによって、関連するポート プロファイ
ルが vCenter 内のすべての DVS に適用されることが指定されます。 一方、ポート プロファイルを
特定のデータセンターまたはデータセンター フォルダ内のすべての DVS に適用したり、1 つの
DVS にだけ適用したりするように、クライアントを設定することもできます。

ハードウェアの VN-Link に関する注意事項
ハードウェアの VN-Link に対して Cisco UCS インスタンスを設定する場合は、複数のことに注意
する必要があります。 ハードウェアの VN-Link を設定する前に注意する必要がある情報は次のと
おりです。
• Cisco UCS インスタンスが最大 4 つの vCenter を持つことができます。
• 各 vCenter が最大 8 つの分散仮想スイッチを持つことができます。
• 各分散仮想スイッチが最大 4096 個のポートを持つことができます。
• 各ポート プロファイルが最大 4096 個のポートを持つことができます。
• 各 Cisco UCS インスタンスが最大 256 個のポート プロファイルを持つことができます。
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Cisco UCS Manager の概要
この章の構成は、次のとおりです。
• Cisco UCS Manager について, 43 ページ
• Cisco UCS Manager で実行可能なタスク, 45 ページ
• Cisco UCS Manager で実行不可能なタスク, 46 ページ
• クラスタ環境での Cisco UCS Manager, 47 ページ

Cisco UCS Manager について
Cisco UCS Manager は、Cisco UCS インスタンスに含まれるすべてのコンポーネントの管理サービ
スです。 Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクト内で実行されます。 この管理
サービスで使用できるインターフェイスのいずれかを使用して、ファブリック インターコネクト
に接続されたシャーシすべてのネットワークおよびサーバ リソースにアクセスしたり、これらを
設定、管理、およびモニタしたりすることができます。
複数の管理インターフェイス
Cisco UCS Manager には、次のインターフェイスが含まれます。これらは、Cisco UCS インスタン
スの管理に使用できます。
• Cisco UCS Manager GUI
• Cisco UCS Manager CLI
• XML API
ほとんどすべてのタスクは、これらのインターフェイスのいずれでも実行できます。また、ある
インターフェイスで実行されたタスクの結果は、他のタスクにも自動的に表示されます。
ただし、次の操作はできません。
• Cisco UCS Manager GUI を使用して、Cisco UCS Manager CLI を呼び出すこと
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• Cisco UCS Manager GUI でCisco UCS Manager CLI を使用して呼び出したコマンドの結果を表
示すること
• Cisco UCS Manager GUI から CLI 出力を生成すること
中央集中型管理
Cisco UCS Manager は、複数の管理ポイントを使用するのではなく、リソースおよびデバイスの管
理を一元化します。 この中央集中型管理には、Cisco UCS インスタンスにおける次のデバイスの
管理が含まれます。
• ファブリック インターコネクト
• 仮想サーバ用ソフトウェア スイッチ
• シャーシおよびサーバにおける電源および環境管理
• イーサネット Network Interface Card（NIC; ネットワーク インターフェイス カード）および
ファイバ チャネル Host Bus Adapter（HBA）の設定およびファームウェアの更新
• サーバに対するファームウェアおよび BIOS 設定
仮想サーバおよび物理サーバのサポート
Cisco UCS Manager は、サーバの ID、I/O 設定、Media Access Control（MAC; メディア アクセス制
御）アドレスおよびワールドワイド名、ファームウェアのバージョン、ネットワークプロファイ
ルなどのサーバ状態情報をサービス プロファイル に要約します。 サービス プロファイルをシス
テム内のサーバ リソースに適用して、Virtual Interface Card（VIC; 仮想インターフェイス カード）
アダプタの提供する仮想デバイスに接続されている物理サーバ、仮想サーバ、および仮想マシン
に同様の柔軟性とサポートを提供することができます。
ロール ベース管理とマルチテナント機能のサポート
Cisco UCS Manager では、柔軟に定義されたロールがサポートされるため、データセンターは、
ディスクリートサーバ、ストレージ、およびネットワーク管理と同じベストプラクティスを使用
して、Cisco UCS インスタンスを操作することができます。 データセンターでのユーザの責任を
反映した権限を持つユーザロールを作成することができます。たとえば、次のロールを作成でき
ます。
• サーバ関連設定を制御できるサーバ アドミニストレータ ロール
• Storage Area Network（SAN; ストレージ エリア ネットワーク）に関連するタスクを制御でき
るストレージ アドミニストレータ ロール
• Local Area Network（LAN; ローカル エリア ネットワーク）に関連するタスクを制御できる
ネットワーク アドミニストレータ ロール
マルチテナント環境では、Cisco UCS Manager により、ユーザの範囲を特定の組織に制限できる
ユーザ ロールのロケールを作成することができます。
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Cisco UCS Manager で実行可能なタスク
Cisco UCS Manager を使用して、Cisco UCS インスタンス内の物理デバイスおよび仮想デバイスす
べてに対して管理タスクを実行できます。
Cisco UCS ハードウェア管理
Cisco UCS Manager を使用して、次を含む、Cisco UCS インスタンス内のすべてのハードウェアを
管理できます。
• シャーシ
• サーバ
• ファブリック インターコネクト
• ファン
• ポート
• カード
• スロット
• I/O モジュール
Cisco UCS リソース管理
Cisco UCS Manager を使用して、次を含む、Cisco UCS インスタンス内のすべてのリソースを作成
および管理できます。
• サーバ
• WWN アドレス
• MAC アドレス
• UUID
• 帯域幅
Cisco UCS インスタンスでのサーバ管理
サーバ アドミニストレータは、Cisco UCS Manager を使用して、Cisco UCS インスタンス内で、次
を含むサーバ管理タスクを実行できます。
• サーバ プール、および資格ポリシーなどこれらのプールに関係するポリシーの作成
• ディスカバリ ポリシー、スクラブ ポリシー、IPMI ポリシーなど、サーバで使用されるポリ
シーの作成
• サービス プロファイル、および必要であれば、サービス プロファイルテンプレートの作成
• サーバへのサービス プロファイルの適用
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• 障害、アラーム、および機器のステータスのモニタ
Cisco UCS インスタンスでのネットワーク管理
ネットワーク アドミニストレータは、Cisco UCS Manager を使用して、次を含め、Cisco UCS イン
スタンスの LAN 設定を作成するために必要なタスクを実行できます。
• アップリンク ポート、ポート チャネル、および LAN PIN グループの設定
• VLAN の作成
• Quality Of Service クラスおよび定義の設定
• MAC アドレス プール、イーサネット アダプタ プロファイルなど、ネットワーク設定に関連
したプールおよびポリシーの作成
Cisco UCS インスタンスでのストレージ管理
ストレージ アドミニストレータは、Cisco UCS Manager を使用して、次を含め、Cisco UCS インス
タンスの SAN 設定を作成するために必要なタスクを実行できます。
• ポート、ポート チャネル、および SAN PIN グループの設定
• VSAN の作成
• Quality Of Service クラスおよび定義の設定
• WWN アドレス プール、ファイバ チャネル アダプタ プロファイルなど、ネットワーク設定
に関連したプールおよびポリシーの作成

Cisco UCS Manager で実行不可能なタスク
Cisco UCS Manager インスタンス内のデバイス マネジメントに特に関連していないシステム管理
タスクを実行するために、Cisco UCS を使用することはできません。
システムを超えた管理はできない
Cisco UCS Manager が存在する Cisco UCS インスタンスの外側にあるシステムやデバイスの管理
に、Cisco UCS Manager を使用することはできません。 たとえば、Cisco UCS 以外の x86 システ
ム、SPARC システム、PowerPC システムなどの異機種環境は管理できません。
オペレーティング システムやアプリケーションのプロビジョニングや管理はできない
Cisco UCS Manager はサーバのプロビジョニングを行うため、サーバのオペレーティング システ
ムの下に存在します。したがって、サーバでオペレーティングシステムやアプリケーションのプ
ロビジョニングや管理を行うためにこれを使用することはできません。 たとえば、次の操作を実
行することはできません。
• Windows や Linux などの OS の展開
• OS やアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
46

OL-22801-02-J

クラスタ環境での Cisco UCS Manager

• アンチウイルス ソフトウェア、モニタリング エージェント、バックアップ クライアントな
どのベース ソフトウェア コンポーネントのインストール
• データベース、アプリケーション サーバ ソフトウェア、Web サーバなどのソフトウェア ア
プリケーションのインストール
• Oracle データベースの再起動、プリンタ キューの再起動、または Cisco UCS 以外のユーザ ア
カウントの処理を含むオペレータ処理の実行
• SAN や NAS ストレージ上の外部ストレージの設定または管理

クラスタ環境での Cisco UCS Manager
2 つのファブリック インターコネクトを持つクラスタ Cisco UCS インスタンスでは、それぞれの
ファブリック インターコネクトで、別々の Cisco UCS Manager インスタンスを実行することがで
きます。 プライマリ ファブリック インターコネクトの Cisco UCS Manager はプライマリ管理イン
スタンスとして動作し、もう 1 つのファブリック インターコネクトの Cisco UCS Manager は従属
管理インスタンスとなります。
Cisco UCS Manager の 2 つのインスタンスは、これらのファブリック インターコネクト上の L1 お
よび L2 イーサネット ポートの間にあるプライベート ネットワーク上で通信します。 設定および
ステータスに関する情報は、このプライベート ネットワーク経由でやりとりされ、すべての管理
情報が確実に複製されます。 この継続的な通信により、プライマリ ファブリック インターコネ
クトに不具合が起きた場合でも、Cisco UCS に対する管理情報が保持されることが保証されます。
さらに、プライマリ Cisco UCS Manager 上で実行される「浮動」管理 IP アドレスにより、フェー
ルオーバーが発生したときに、従属ファブリック インターコネクトへのスムーズな移行が確実に
行われるようになります。
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Cisco UCS Manager GUI の概要
この章の構成は、次のとおりです。
• Cisco UCS Manager GUI の概要, 49 ページ
• HTTPS を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン, 56 ページ
• HTTP を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン, 57 ページ
• Cisco UCS Manager GUI からのログオフ , 57 ページ
• Cisco UCS Manager GUI プロパティの変更, 58 ページ
• XML のコピー, 60 ページ

Cisco UCS Manager GUI の概要
Cisco UCS Manager GUI は、Cisco UCS Manager に対して GUI インターフェイスを提供する Java ア
プリケーションです。 次の要件を満たす任意のコンピュータから Cisco UCS Manager GUI を起動
し、アクセスできます。
• Java 1.6 以降がインストールされている
• サポートされているオペレーティング システムを実行している
• ファブリック インターコネクトに HTTP または HTTPS でアクセスできる
ユーザが Cisco UCS Manager GUI を起動するたびに、Cisco UCS Manager は Java Web Start テクノ
ロジーを使用してコンピュータの現在のアプリケーションバージョンをキャッシュします。その
結果、ログインするたびにアプリケーションをダウンロードする必要がなくなります。 アプリ
ケーションのダウンロードが必要なのは、Cisco UCS Manager ソフトウェアがシステムでアップ
デートされた後で、コンピュータから初めてログインする場合だけです。

ヒント

タイトル バーには、接続先の Cisco UCS インスタンスの名前が表示されます。
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[Fault Summary] 領域
[Fault Summary] 領域は、Cisco UCS Manager GUI の左上に表示されます。 この領域には、Cisco
UCS インスタンスで発生したすべての障害の概要が表示されます。
それぞれの種類の障害は異なるアイコンで表されます。 各アイコンの下にある数字は、システム
で発生したその種類の障害の数を示しています。 アイコンをクリックすると、Cisco UCS Manager
GUI によって [Work] 領域の [Faults] タブが開かれ、その種類のすべての障害の詳細が表示されま
す。
次の表に、[Fault Summary] 領域の各アイコンが表す障害の種類について説明します。

ヒント

障害の種類

説明

緊急アラーム

1 つ以上のコンポーネントに緊急の問題が存在します。 これらの問題を調
査し、すぐに修正する必要があります。

メジャー アラーム

1 つ以上のコンポーネントに重大な問題が存在します。 これらの問題を調
査し、すぐに修正する必要があります。

マイナー アラーム

システムのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性のある問題が 1 つ以上
のコンポーネントに存在します。 これらの問題を調査し、重大な問題や
緊急の問題に発展する前にできるだけ早く修正する必要があります。

警告アラーム

問題が解消されなければシステムのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能
性のある潜在的な問題が 1 つ以上のコンポーネントに存在します。 これ
らの問題を調査し、問題が悪化する前にできるだけ早く修正する必要があ
ります。

特定のオブジェクトの障害だけを確認する場合は、そのオブジェクトに移動して、そのオブ
ジェクトの [Faults] タブを確認します。

[Navigation] ペイン
[Navigation] ペインは、Cisco UCS Manager GUI の左側の [Fault Summary] 領域の下に表示されま
す。 このペインは、Cisco UCS インスタンスのすべての機器と他のコンポーネントに対する一元
化されたナビゲーションを提供します。 [Navigation] ペインでコンポーネントを選択すると、オブ
ジェクトが [Work] 領域に表示されます。
[Navigation] ペインには 5 つのタブが存在します。 各タブの構成要素は次のとおりです。
• ナビゲーション ツリーをフィルタ処理し、すべてのノードまたは 1 つのノードだけを表示す
るために使用できる [Filter] コンボ ボックス。
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• 該当するタブのすべてのコンポーネントにアクセスするために使用できる展開可能なナビ
ゲーション ツリー。 ノードまたはフォルダにサブコンポーネントがあることを示すフォル
ダの隣のアイコン。
[Equipment] タブ
このタブには、Cisco UCS インスタンスの機器の基本的なインベントリが含まれます。 システム
管理者またはサーバ管理者は、このタブを使用してシャーシ、ファブリック インターコネクト、
サーバ、および他のハードウェアにアクセスしてこれらを管理できます。 デバイス名の周りに表
示された赤色、オレンジ色、または黄色の長方形は、デバイスで障害が発生したことを示します。
このタブの [Equipment] ノード以下の主要なノードは次のとおりです。
• [Chassis]
• [Fabric Interconnects]
[Servers] タブ
このタブには、サービス プロファイル、ポリシー、プールなどのサーバ関連のコンポーネントが
含まれます。 通常、サーバ管理者はこのタブでコンポーネントにアクセスし、コンポーネントを
管理します。
このタブの [Servers] ノード以下の主要なノードは次のとおりです。
• [Service Profiles]
• [Service Profile Templates]
• [Policies]
• [Pools]
[LAN] タブ
このタブには、LAN ピン グループ、Quality of Service クラス、VLAN、ポリシー、プール、内部
ドメインなどの、LAN 設定に関連するコンポーネントが含まれます。 通常、ネットワーク管理者
はこのタブでコンポーネントにアクセスし、コンポーネントを管理します。
このタブの [LAN] ノード以下の主要なノードは次のとおりです。
• [LAN Cloud]
• [Policies]
• [Pools]
• [Internal LAN Domains]
[SAN] タブ
このタブには、ピン グループ、VSAN、ポリシー、プールなどの SAN に関連するコンポーネント
が含まれます。 通常、ストレージ管理者はこのタブでコンポーネントにアクセスし、コンポーネ
ントを管理します。
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ツールバー

このタブの [SAN] ノード以下の主要なノードは次のとおりです。
• [SAN Cloud]
• [Policies]
• [Pools]
[VM] タブ
このタブには、VIC アダプタがあるサーバに対してハードウェアの VN-Link を設定するのに必要
なコンポーネントが含まれます。 たとえば、このタブのコンポーネントを使用して Cisco UCS
Manager と VMware vCenter 間の接続を設定したり、分散仮想スイッチとポート プロファイルを設
定したり、Cisco UCS インスタンスのサーバにホストされた仮想マシンを表示したりできます。
このタブの [All] ノード以下の主要なノードは [VMware] ノードです。
[Admin] タブ
このタブには、ユーザ マネージャや通信サービスなどのシステム全体の設定と障害やイベントな
どのトラブルシューティングコンポーネントが含まれます。通常、システム管理者はこのタブで
コンポーネントにアクセスし、コンポーネントを管理します。
このタブの [All] ノード以下の主要なノードは次のとおりです。
• [Faults, Events and Audit Log]
• [User Management]
• [Key Management]
• [Communication Management]
• [Stats Management]
• [Timezone Management]
• [Capability Catalog]

ツールバー
ツールバーは、[Work] ペインの上の Cisco UCS Manager GUI の右側に表示されます。 ツールバー
のメニュー ボタンを使用して、次の処理を含む一般的な処理を実行できます。
• [Work] ペインで以前表示した項目間を移動する
• Cisco UCS インスタンスのエレメントを作成する
• Cisco UCS Manager GUI のオプションを設定する
• Cisco UCS Manager GUI のオンライン ヘルプにアクセスする
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[Work] ペイン
[Work] ペインは、Cisco UCS Manager GUI の右側に表示されます。 このペインには、[Navigation]
ペインで選択したコンポーネントに関する詳細が表示されます。
[Work] ペインには、次のエレメントが含まれます。
• [Navigation] ペインのタブのメイン ノードから選択したエレメントまでのパスが表示される
ナビゲーション バー。 このパスの任意のコンポーネントをクリックして、[Work] ペインに
このコンポーネントを表示できます。
• [Navigation] ペインで選択したコンポーネントに関連する情報を示すタブが表示されるコンテ
ンツ領域。 コンテンツ領域に表示されるタブは、選択したコンポーネントによって異なりま
す。 これらのタブを使用して、コンポーネントに関する情報の表示、コンポーネントの作
成、コンポーネントのプロパティの変更、および選択したオブジェクトの確認を実行できま
す。

ステータスバー
ステータスバーは、Cisco UCS Manager GUI の下に沿って表示されます。 ステータスバーは、ア
プリケーションの状態に関する情報を提供します。
ステータスバーの左側には、Cisco UCS Manager GUI の現在のセッションに関する次の情報が表示
されます。
• ログインに使用したプロトコルを示すロック アイコン。 アイコンがロックされている場合、
HTTPS を使用して接続しました。アイコンのロックが解除されている場合、HTTP を使用し
て接続しました。
• ログインに使用したユーザ名。
• ログインしたサーバの IP アドレス。
ステータスバーの右側には、システムの時刻が表示されます。

テーブルのカスタマイズ
Cisco UCS Manager GUI では、各タブのテーブルをカスタマイズできます。 表示するコンテンツ
のタイプを変更し、コンテンツのフィルタリングを実行できます。
[Table Customization] メニュー ボタン
各テーブルの右上にあるこのメニュー ボタンでは、テーブルのビューを制御し、カスタマイズで
きます。 このボタンのドロップダウン メニューには、次のオプションが含まれます。
メニュー項目

説明

カラム名

メニューには、テーブルの各カラムのエントリが含まれます。
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テーブルのカスタマイズ

メニュー項目

説明
カラム名をクリックしてカラムを表示したり、非表示にしたり
します。

[Horizontal Scroll]

選択されている場合、水平スクロール バーがテーブルに追加
されます。 選択されていない場合、いずれかのカラムの幅を
拡大したときに右側のすべてのカラムの幅が縮小され、スク
ロールしません。

[Pack All Columns]

すべてのカラムをデフォルトの幅に変更します。

[Pack Selected Column]

選択されたカラムだけをデフォルトの幅に変更します。

テーブル コンテンツのフィルタリング
各テーブルの上にある [Filter] ボタンでは、[Filter] ダイアログボックスで設定した基準に従って
テーブルのコンテンツをフィルタリングできます。 このダイアログボックスには、次のフィルタ
リング オプションが含まれています。
名前

説明

[Disable] オプション

このカラムの内容に対してフィルタリング基準を使用しません。
デフォルトの設定です。

[Equal] オプション

指定した値と厳密に一致するカラム内容だけを表示します。

[Not Equal] オプション

指定した値と一致しないカラム内容だけを表示します。

[Wildcard] オプション

入力する基準に、次のワイルドカードのいずれかを含められま
す。
• _（アンダースコア）または ? （疑問符）：1 つの文字と置
き換わります。
• %（パーセント記号）または *（アスタリスク）：任意の
連続した文字と置き換わります。

[Less Than] オプション

指定した値より小さいカラム内容だけを表示します。

[Less Than Or Equal] オプション 指定した値以下のカラム内容だけを表示します。
[Greater Than] オプション

指定した値より大きいカラム内容だけを表示します。

[Greater Than Or Equal] オプショ 指定した値以上のカラム内容だけを表示します。
ン
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LAN アップリンク マネージャ
LAN アップリンク マネージャは、Cisco UCS と LAN 間の接続を設定できる単一インターフェイ
スを提供します。 LAN アップリンク マネージャを使用して次のものを作成および設定できます。
• イーサネット スイッチング モード
• アップリンクのイーサネット ポート
• ポート チャネル
• LAN ピン グループ
• ネームド VLAN
• サーバ ポート
• QoS システム クラス
LAN アップリンク マネージャで行うことができる設定の一部は、[Equipment] タブまたは [LAN]
タブなどの他のタブのノードでも行うことができます。

Internal Fabric Manager
Internal Fabric Manager は、Cisco UCS インスタンスのファブリック インターコネクトに対してサー
バ ポートを設定できる単一インターフェイスを提供します。 Internal Fabric Manager には、その
ファブリック インターコネクトの [General] タブからアクセスできます。
Internal Fabric Manager で行うことができる設定の一部は、[Equipment] タブ、[LAN] タブ、または
LAN アップリンク マネージャのノードでも行うことができます。

ハイブリッド表示
Cisco UCS Manager GUI では、Cisco UCS インスタンスのシャーシごとに、シャーシとファブリッ
ク インターコネクト間の物理的なコンポーネントと接続の両方がハイブリッドされた形で表示さ
れます。
このタブには、選択されたシャーシとファブリック インターコネクト間の接続に関する詳細情報
が表示されます。 タブには次のものを示すアイコンがあります。
• システムの各ファブリック インターコネクト。
• 選択されたシャーシの I/O モジュール（IOM）。これは、接続パスを見やすくするために独
立したユニットとして表示されます。
• サーバと PSU を示す選択されたシャーシ。
アイコン間の線は次のものの接続関係を表します。
• 各サーバ上の DCE インターフェイスと IOM 上の関連付けられたサーバ ポート。 これらの接
続はシスコによって作成され、変更することはできません。
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• IOM 上のサーバ ポートとファブリック インターコネクト上の関連付けられたポート。 必要
に応じてこれらの接続は変更できます。
アイコンと線の上にマウスを移動すると、各コンポーネントや接続に関するヒントが表示されま
す。いずれかのコンポーネントをダブルクリックすると、そのコンポーネントのプロパティが表
示されます。
コンポーネントまたはそのサブコンポーネントに関連付けられた障害が存在する場合、Cisco UCS
Manager GUI は適切なコンポーネントの上部に障害のアイコンを表示します。 複数の障害メッセー
ジが存在する場合、Cisco UCS Manager GUI はシステムの最も重大な障害メッセージに関連付けら
れたアイコンを表示します。

HTTPS を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン
Cisco UCS Manager GUI のデフォルトの HTTPS Web リンクは、 https://UCSManager_IP で
す。ここで UCSManager_IP は、Cisco UCS Manager に割り当てられた IP アドレスを示します。 こ
の IP アドレスは、次のいずれかです。
• クラスタ設定： UCSManager_IP は、Cisco UCS Manager に割り当てられた仮想 IP アドレス
またはクラスタ IP アドレスを示します。 ファブリック インターコネクト上の管理ポートに
割り当てられた IP アドレスを使用しないでください。
• スタンドアロン設定： UCSManager_IP は、ファブリック インターコネクト上の管理ポー
トに割り当てられた IP アドレスを示します。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Manager GUI Web リンクを入力するか、ブラウザでブックマークを
選択します。

ステップ 2

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、[Yes] をクリックしてセキュリティ証明
書を受け入れ、続行します。

ステップ 3

Cisco UCS Manager ページで、[Launch] をクリックします。
ログインに使用する Web ブラウザによって、.JNLP ファイルのダウンロードまたは保存を求めら
れる場合があります。

ステップ 4

[Security] ダイアログボックスが表示された場合、次の手順を実行します。
a) （オプション） チェックボックスをオンにして、シスコからのすべてのコンテンツを受け入
れます。
b) [Yes] をクリックして証明書を受け入れ、続行します。

ステップ 5

[Login] ダイアログボックスに、ユーザ名およびパスワードを入力します。

ステップ 6

[Login] をクリックします。
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HTTP を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン
Cisco UCS Manager GUI のデフォルトの HTTP Web リンクは、 http://UCSManager_IP です。
ここで UCSManager_IP は、Cisco UCS Manager に割り当てられた IP アドレスを示します。 この
IP アドレスは、次のいずれかです。
• クラスタ設定： UCSManager_IP は、Cisco UCS Manager に割り当てられた仮想 IP アドレス
またはクラスタ IP アドレスを示します。 ファブリック インターコネクト上の管理ポートに
割り当てられた IP アドレスを使用しないでください。
• スタンドアロン設定： UCSManager_IP は、ファブリック インターコネクト上の管理ポー
トに割り当てられた IP アドレスを示します。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Manager GUI Web リンクを入力するか、ブラウザでブックマークを
選択します。

ステップ 2

Cisco UCS Manager ページで、[Launch] をクリックします。
ログインに使用する Web ブラウザによって、.JNLP ファイルのダウンロードまたは保存を求めら
れる場合があります。

ステップ 3

[Login] ダイアログボックスに、ユーザ名およびパスワードを入力します。

ステップ 4

[Login] をクリックします。

Cisco UCS Manager GUI からのログオフ
手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager GUI で、右上の [Exit] をクリックします。
使用できないことを示すために Cisco UCS Manager GUI が画面上で不鮮明になり、[Exit] ダイアロ
グボックスが表示されます。

ステップ 2

ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
• ログアウトして Cisco UCS Manager GUI をシャットダウンするには、[Exit] を選択します。
• Cisco UCS Manager GUI からログアウトし、別のユーザがログインする場合は、[Log Off] を
選択します。

ステップ 3

[OK] をクリックします。
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Cisco UCS Manager GUI プロパティの変更
手順
ステップ 1

ツールバーで [Option] をクリックして、[Properties] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 2

（オプション） Cisco UCS Manager GUI で特定の手順に対する確認を必要とするかどうかを指定
するには、次の手順を実行します。
a) 右側のペインで、[Confirmation Messages] をクリックします。
b) 左側のペインで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Confirm Deletion] チェック
ボックス

このチェックボックスをオンにすると、すべての削除操作に
対して Cisco UCS Manager GUI から確認が要求されます。

[Confirm Discard Changes]
チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、システムで変更が破
棄される前に、Cisco UCS Manager GUI から確認が要求されま
す。

[Confirm Modification/Creation] このチェックボックスをオンにすると、システムでオブジェ
チェックボックス
クトが修正または作成される前に、Cisco UCS Manager GUI か
ら確認が要求されます。
[Confirm Successful Operations] このチェックボックスをオンにすると、操作が正常に完了し
チェックボックス
たときに、Cisco UCS Manager GUI から確認が表示されます。

ステップ 3

（オプション） Secure Shell（SSH）外部アプリケーションを設定するには、次の手順を実行しま
す。
a) 右側のペインで、[External Applications] をクリックします。
b) 左側のペインで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 4

名前

説明

[SSH] フィールド

SSH 処理に使用するアプリケーション。

[SSH Parameters] フィールド

すべての SSH コマンドに含めるパラメータ。

（オプション） セッション プロパティを変更するには、次の手順を実行します。
a) 右側のペインで、[Session] をクリックします。
b) [Session] ページで、次に示す 1 つまたは複数のフィールドをアップデートします。
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ステップ 5

名前

説明

[Automatically Reconnect]
チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、GUI とファブリック
インターコネクトの間の通信が中断されたときに、システム
によって再接続が試行されます。

[GUI Inactivity Time Out] ド
ロップダウン リスト

非アクティブのセッションを終了させる前にシステムが待機
する分数。 非アクティブの状態がどれくらい長く続いても、
セッションがタイムアウトしないことを指定するには、
[NEVER] を選択します。

[Reconnection Interval] フィー
ルド

[Automatically Reconnect] チェックボックスをオンにした場合、
このフィールドは、再接続を試行する前にシステムが待機す
る秒数です。

（オプション） Cisco UCS Manager GUI の外観を変更するには、次の手順を実行します。
a) 右側のペインで、[Visual Enhancements] をクリックします。
b) [Visual Enhancements] ページで、次に示す 1 つまたは複数のフィールドをアップデートします。
名前

説明

[Max History Size] フィールド [Forward] および [Back] ツールバー ボタンの対象となるタブ
がメモリに保存される数。
[Right Aligned Labels] チェック このチェックボックスをオンにすると、すべてのラベルが互
ボックス
いに対して右揃えになります。 オンにしなければ、すべての
ラベルが左揃えになります。

ステップ 6

[Show Image while Dragging]
チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、オブジェクトをある
場所から別の場所にドラッグするとき、そのオブジェクトを
新しい場所にドロップするまでの間、そのオブジェクトを透
明にしたものが GUI に表示されます。

[Wizard Transition Effects]
チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、ウィザード内で新し
いページに移動するときに、元のページからフェード アウト
し、新しいページにフェード インします。 オンにしなけれ
ば、ページは視覚効果なしで変化します。

[OK] をクリックします。
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XML のコピー
Cisco UCS 向けの XML API を使用したスクリプトの開発やアプリケーションの作成を支援するた
めに、Cisco UCS Manager GUI には Cisco UCS Manager でオブジェクトを作成するために使用され
た XML をコピーするオプションが含まれます。 このオプションは、[Navigation] ペインのほとん
どのオブジェクト ノード（[Port Profiles] ノードまたは特定の サービス プロファイル のノードな
ど）の右クリック メニューで利用できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで、XML をコピーするオブジェクトに移動します。

ステップ 2

このオブジェクトを右クリックして、[Copy XML] を選択します。

ステップ 3

XML を XML エディタ、Notepad、または他のアプリケーションに貼り付けます。
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システム設定
• ファブリック インターコネクトの設定, 63 ページ
• ポートの設定, 77 ページ
• 通信サービスの設定, 87 ページ
• プライマリ認証の設定, 99 ページ
• 組織の設定, 113 ページ
• ロールベース アクセス コントロールの設定, 119 ページ
• ファームウェアの管理, 137 ページ
• DNS サーバの設定, 183 ページ
• システム関連ポリシーの設定, 185 ページ
• ポート ライセンスの管理, 191 ページ

第

4

章

ファブリック インターコネクトの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• 初期システム セットアップ, 63 ページ
• スタンドアロン設定用の初期システム セットアップの実行, 65 ページ
• クラスタの初期システム セットアップの設定, 67 ページ
• スタンドアロン ファブリック インターコネクトに対するクラスタ設定のイネーブル化, 71
ページ
• イーサネット スイッチング モード, 71 ページ
• イーサネット スイッチング モードの設定, 72 ページ
• ファブリック インターコネクトのモニタリング, 73 ページ
• ファブリック インターコネクトのプロパティの変更, 74 ページ
• ファブリック インターコネクトのリーダーシップ ロールの決定, 76 ページ

初期システム セットアップ
Cisco UCS インスタンス内のファブリック インターコネクトへの初回アクセス時には、セットアッ
プ ウィザードでシステム設定に必要な次の情報の入力を求められます。
• インストール方法（GUI または CLI）
• セットアップ モード（フル システム バックアップからの復元または初期セットアップ）
• システム設定タイプ（スタンドアロンまたはクラスタ設定）
• システム名
• Admin パスワード
• 管理ポートの IP アドレスおよびサブネット マスク
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• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス
• DNS サーバの IP アドレス
• デフォルトのドメイン名

セットアップ モード
システム設定を既存のバックアップファイルから復元するか、セットアップウィザードを実行し
てシステムを手動でセットアップするか、選択できます。 システムを復元する場合は、バック
アップ ファイルが、管理ネットワークから到達可能な場所に存在する必要があります。

システム設定タイプ
スタンドアロン設定で単一のファブリック インターコネクトを使用するように、またはクラスタ
設定でファブリック インターコネクトの冗長ペアを使用するように、Cisco UCS インスタンスを
設定できます。
クラスタ設定では、ハイ アベイラビリティが提供されます。 一方のファブリック インターコネ
クトが使用不可能になっても、もう一方が代わりを務めます。 クラスタ設定をサポートするに
は、管理ポート（Mgmt0）接続が 1 つだけあれば十分です。しかし、リンクレベルの冗長性を実
現するには、両方の Mgmt0 ポートを接続する必要があります。

（注）

クラスタ設定では、管理プレーンの冗長性しか提供されません。 データの冗長性はユーザ設
定に依存するものであり、データの冗長性をサポートするサードパーティ製のツールが必要に
なる可能性があります。
クラスタ設定を使用するには、2 つのファブリック インターコネクトが、イーサネット ケーブル
を使用して、L1（L1 から L1）および L2（L2 から L2）ハイ アベイラビリティ ポート間で他の
ファブリックインターコネクトを挟まずにじかに相互接続される必要があります。これにより、
2 つのファブリック インターコネクトは、互いのステータスを継続的にモニタし、一方で故障が
発生しても素早く検知できます。
クラスタ設定内の両方のファブリックインターコネクトに対して初期セットアッププロセスを実
行する必要があります。セットアップする最初のファブリックインターコネクトは、クラスタ設
定用にイネーブルにする必要があります。それにより、2 番目のファブリック インターコネクト
をセットアップするときに、最初のファブリック インターコネクトがクラスタ内のピア ファブ
リック インターコネクトとして検出されます。
詳細については、『Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect Hardware Installation Guide』を参照し
てください。

管理ポートの IP アドレス
スタンドアロン設定では、ファブリック インターコネクトの単一の管理ポートに対し、IP アドレ
スとサブネット マスクをそれぞれ 1 つだけ指定します。
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クラスタ設定では、同じサブネット内で次の 3 つの IP アドレスを指定します。
• ファブリック インターコネクト A の管理ポートの IP アドレス
• ファブリック インターコネクト B の管理ポートの IP アドレス
• クラスタの IP アドレス

ヒント

Cisco UCS Manager CLI では、初期設定の後で、管理 IP ポートと関連するサブネット マスクを
変更できます。 Cisco UCS Manager GUI ではこうした変更はできません。

スタンドアロン設定用の初期システム セットアップの実行
操作を行う前に
1 ファブリック インターコネクトにおける次の物理接続を確認します。
• コンソール ポートがコンピュータ端末またはコンソール サーバに物理的に接続されてい
る。
• 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。
詳細については、お使いのファブリック インターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。
2 コンソール ポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソー
ル ポート パラメータが次のとおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット
3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。
• システム名。
• admin アカウントのパスワード。 Cisco UCS Manager のパスワードのガイドラインに適合
する強力なパスワードを選択します。 このパスワードは空にできません。
• 管理ポートの IP アドレスおよびサブネット マスク。
• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス。
• DNS サーバの IP アドレス（オプション）。
• システムのドメイン名（オプション）。
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手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま
す。

ステップ 3

インストール方式プロンプトに gui と入力します。

ステップ 4

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IP アドレス
• ファブリック インターコネクトの管理ポートのサブネット マスク
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IP アドレス

ステップ 5

プロンプトから、サポートされる Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI
起動ページに移動します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express Setup] を選択します。

ステップ 7

[Express Setup] ページで [Initial Setup] を選択し、[Submit] をクリックします。

ステップ 8

[Cluster and Fabric Setup] 領域で、 [Standalone Mode] オプションを選択します。

ステップ 9

[System Setup] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[System Name] フィールド

Cisco UCS インスタンスに割り当てられる名前。
スタンドアロン設定では、システム名に「-A」が追
加されます。 クラスタ設定では、ファブリック A に
割り当てられたファブリック インターコネクトに
「-A」が、ファブリック B に割り当てられたファブ
リック インターコネクトに「-B」が追加されます。

[Admin Password] フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウン
トに使用されるパスワード。
Cisco UCS Manager のパスワードのガイドラインに適
合する強力なパスワードを選択します。このパスワー
ドは空にできません。

[Confirm Admin Password] フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウン
トに使用されるパスワード。

[Mgmt IP Address] フィールド

ファブリック インターコネクト上の管理ポートの固
定 IP アドレス。
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フィールド

説明

[Mgmt IP Netmask] フィールド

ファブリック インターコネクト上の管理ポートのサ
ブネット マスク。

[Default Gateway] フィールド

ファブリック インターコネクト上の管理ポートに割
り当てられるデフォルト ゲートウェイの IP アドレ
ス。

[DNS Server IP] フィールド

ファブリック インターコネクトに割り当てられる
DNS サーバの IP アドレス。

[Domain Name] フィールド

ファブリック インターコネクトが存在するドメイン
の名前。

ステップ 10 [Submit] をクリックします。
セットアップ操作の結果がページに表示されます。

クラスタの初期システム セットアップの設定
第 1 ファブリック インターコネクトでの初期システム セットアップの実行
操作を行う前に
1 ファブリック インターコネクトにおける次の物理接続を確認します。
• 第 1 のファブリック インターコネクトのコンソール ポートが、コンピュータ端末または
コンソール サーバに物理的に接続されている。
• 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L1 ポートが互いに直接接続されている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L2 ポートが互いに直接接続されている。
詳細については、お使いのファブリック インターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。
2 コンソール ポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソー
ル ポート パラメータが次のとおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
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• パリティなし
• 1 ストップ ビット
3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。
• システム名。
• admin アカウントのパスワード。 Cisco UCS Manager のパスワードのガイドラインに適合
する強力なパスワードを選択します。 このパスワードは空にできません。
• 3 つの固定 IP アドレス：両方のファブリック インターコネクトの管理ポートに 2 つ（各
ファブリック インターコネクトに 1 つずつ）、および Cisco UCS Manager によって使用さ
れるクラスタ IP アドレスに 1 つ。
• 3 つの固定 IP アドレスのサブネット マスク。
• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス。
• DNS サーバの IP アドレス（オプション）。
• システムのドメイン名（オプション）。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま
す。

ステップ 3

インストール方式プロンプトに gui と入力します。

ステップ 4

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IP アドレス
• ファブリック インターコネクトの管理ポートのサブネット マスク
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IP アドレス

ステップ 5

プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページに
移動します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express Setup] を選択します。

ステップ 7

[Express Setup] ページで [Initial Setup] を選択し、[Submit] をクリックします。

ステップ 8

[Cluster and Fabric Setup] 領域で次の手順を実行します。
a) [Enable Clustering] オプションをクリックします。
b) [Fabric Setup] オプションに対して [Fabric A] を選択します。
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c) [Cluster IP Address] フィールドに、Cisco UCS Manager が使用する IP アドレスを入力します。
ステップ 9

[System Setup] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[System Name] フィールド

Cisco UCS インスタンスに割り当てられる名前。
スタンドアロン設定では、システム名に「-A」が追
加されます。 クラスタ設定では、ファブリック A に
割り当てられたファブリック インターコネクトに
「-A」が、ファブリック B に割り当てられたファブ
リック インターコネクトに「-B」が追加されます。

[Admin Password] フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウン
トに使用されるパスワード。
Cisco UCS Manager のパスワードのガイドラインに適
合する強力なパスワードを選択します。このパスワー
ドは空にできません。

[Confirm Admin Password] フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウン
トに使用されるパスワード。

[Mgmt IP Address] フィールド

ファブリック インターコネクト上の管理ポートの固
定 IP アドレス。

[Mgmt IP Netmask] フィールド

ファブリック インターコネクト上の管理ポートのサ
ブネット マスク。

[Default Gateway] フィールド

ファブリック インターコネクト上の管理ポートに割
り当てられるデフォルト ゲートウェイの IP アドレ
ス。

[DNS Server IP] フィールド

ファブリック インターコネクトに割り当てられる
DNS サーバの IP アドレス。

[Domain Name] フィールド

ファブリック インターコネクトが存在するドメイン
の名前。

ステップ 10 [Submit] をクリックします。
セットアップ操作の結果がページに表示されます。
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第 2 ファブリック インターコネクトでの初期システム セットアップの実行
操作を行う前に
次の項目を確認しておく必要があります。
• 第 2 のファブリック インターコネクトのコンソール ポートが、コンピュータ端末またはコ
ンソール サーバに物理的に接続されている。
• 設定した第 1 ファブリック インターコネクトでの admin アカウントのパスワードを知ってい
る。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま
す。

ステップ 3

インストール方式プロンプトに gui と入力します。

ステップ 4

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IP アドレス
• ファブリック インターコネクトの管理ポートのサブネット マスク
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IP アドレス

ステップ 5

プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページに
移動します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express Setup] を選択します。

ステップ 7

[Express Setup] ページで [Initial Setup] を選択し、[Submit] をクリックします。
ファブリック インターコネクトは、第 1 ファブリック インターコネクトの設定情報を検出しま
す。

ステップ 8

[Cluster and Fabric Setup] 領域で次の手順を実行します。
a) [Enable Clustering] オプションを選択します。
b) [Fabric Setup] オプションに対して [Fabric B] が選択されていることを確認します。

ステップ 9

[System Setup] 領域の [Admin Password of Master] フィールドに、Admin アカウントのパスワードを
入力します。

ステップ 10 [Submit] をクリックします。
セットアップ操作の結果がページに表示されます。
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スタンドアロン ファブリック インターコネクトに対するクラスタ設
定のイネーブル化
1 つのスタンドアロン ファブリック インターコネクトを使用する既存の Cisco UCS インスタンス
に、別のファブリック インターコネクトを追加できます。 これには、スタンドアロン ファブリッ
ク インターコネクトのクラスタ動作をイネーブルにしてから、クラスタに第 2 のファブリック イ
ンターコネクトを追加する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(local-mgmt) # enable
cluster ip-addr

指定の IP アドレスを持つスタンドアロン ファブリッ
ク インターコネクトでクラスタ動作をイネーブルに
します。 このコマンドを入力すると、クラスタ動作
をイネーブルにすることを確認するプロンプトが表
示されます。 yes と入力して確認します。

次に、IP アドレス 192.168.1.101 のスタンドアロン ファブリック インターコネクトのクラスタ動
作をイネーブルにする例を示します。
UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# enable cluster 192.168.1.101
This command will enable cluster mode on this setup. You cannot change it
back to stand-alone. Are you sure you want to continue? (yes/no): yes
UCS-A(local-mgmt)#

次の手順
クラスタに第 2 のファブリック インターコネクトを追加します。

イーサネット スイッチング モード
イーサネットスイッチングモードにより、サーバとネットワークの間のスイッチング装置として
ファブリック インターコネクトがどのように動作するかが決定されます。 ファブリック インター
コネクトは、次のイーサネット スイッチング モードのいずれかで動作します。
エンドホスト モード
エンドホスト モードでは、ファブリック インターコネクトが、vNIC を介して接続されているす
べてのサーバ（ホスト）に代わって、ネットワークに対するエンド ホストとして動作できます。
これは、vNIC をアップリンク ポートにピン接続することにより実現されます（動的なピン接続
または固定のピン接続のいずれか）。これにより、ネットワークに対して冗長性が提供され、こ
れらのアップリンク ポートはファブリックの残りの部分に対してサーバ ポートとなります。 エ
ンドホスト モードの場合、ファブリック インターコネクトで Spanning Tree Protocol（STP; スパニ
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ング ツリー プロトコル）は実行されません。ループは、アップリンク ポートがトラフィックを
相互に転送するのを拒否すること、および同時に複数のアップリンク ポート上に存在する出力
サーバ トラフィックを拒否することにより回避されます。 エンドホスト モードは、デフォルト
のイーサネットスイッチングモードであり、次のいずれかがアップストリームで使用される場合
に使用する必要があります。
• L2 集約用のレイヤ 2 スイッチング
• Virtual Switching System（VSS）集約レイヤ

（注）

エンドホスト モードがイネーブルになっている場合、vNIC がアップリンク ポートに固定ピン
接続されていて、このアップリンク ポートがダウンすると、システムはその vNIC をピン接続
し直すことはできず、その vNIC はダウンしたままになります。
スイッチ モード
スイッチ モードは従来のイーサネット スイッチング モードです。 ループを回避するためにファ
ブリック インターコネクトで STP が実行され、ブロードキャスト パケットとマルチキャスト パ
ケットは従来の方法で処理されます。 スイッチ モードは、デフォルトのイーサネット スイッチ
ングモードではありません。ファブリックインターコネクトをルータに直接接続する場合、また
は次のいずれかがアップストリームで使用される場合に限り使用する必要があります。
• レイヤ 3 集約
• ボックス内の VLAN

（注）

どちらのイーサネット スイッチング モードの場合でも、サーバ アレイ内のすべてのサーバ間
ユニキャスト トラフィックは、ファブリック インターコネクトを介してだけ送信され、アッ
プリンク ポートを介して送信されることはありません。vNIC がアップリンク ポートに固定ピ
ン接続されていたとしても同様です。 サーバ間のマルチキャスト トラフィックとブロードキャ
スト トラフィックは、同じ VLAN 内のすべてのアップリンク ポートを介して送信されます。

イーサネット スイッチング モードの設定
重要

イーサネット スイッチング モードを変更すると、Cisco UCS Manager により、ユーザはログア
ウトされ、ファブリック インターコネクトが再起動されます。 クラスタ設定の場合は、Cisco
UCS Manager によって両方のファブリック インターコネクトが順次再起動されます。 2 つめ
のファブリック インターコネクトがイーサネット スイッチング モードに変更され、システム
が使用できるようになるまでには数分間かかります。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開し
ます。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[General] タブの [Actions] 領域で、次のリンクのいずれかをクリックします。
• [Set Switching Mode]
• [Set End-Host Mode]
現在のイーサネット スイッチング モードのリンクはグレー表示されます。

ステップ 5

ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。
Cisco UCS Manager はファブリック インターコネクトを再起動し、ユーザをログアウトし、Cisco
UCS Manager GUI との接続を解除します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI を起動し、再びログインしてシステムの設定作業を続けます。

ファブリック インターコネクトのモニタリング
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

モニタするファブリック インターコネクトのノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで次のタブのいずれかをクリックして、ファブリック インターコネクトのステータ
スを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、ファブリック インターコネクト プロパティの概要、ファ
ブリックインターコネクトとそのコンポーネントの物理表示など、ファ
ブリック インターコネクトのステータスの概要が示されます。
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オプション

説明

[Physical Ports] タブ

ファブリック インターコネクトのすべてのポートのステータスが表示
されます。 このタブには次のサブタブが含まれます。
• [Uplink Ports] タブ
• [Server Ports] タブ
• [Fibre Channel Ports] タブ
• [Unconfigured Ports] タブ

[Fans] タブ

ファブリック インターコネクトのすべてのファン モジュールのステー
タスが表示されます。

[PSUs] タブ

ファブリック インターコネクトのすべての電源モジュールのステータ
スが表示されます。

[Physical Display] タブ

ファブリック インターコネクトとすべてのポートおよびその他のコン
ポーネントがグラフィック表示されます。 コンポーネントに障害があ
る場合、そのコンポーネントの横に障害アイコンが表示されます。

[Faults] タブ

ファブリックインターコネクトで発生した障害の詳細が表示されます。

[Events] タブ

ファブリック インターコネクトで発生したイベントの詳細が表示され
ます。

[Statistics] タブ

ファブリック インターコネクトとそのコンポーネントに関する統計情
報が表示されます。 これらの統計情報は図表形式で表示できます。

ファブリック インターコネクトのプロパティの変更
（注）

Cisco UCS インスタンスのサブネットを変更するには、すべてのサブネット、Cisco UCS Manager
へのアクセスに使用される仮想 IP アドレス、およびすべてのファブリック インターコネクト
の IP アドレスを同時に変更する必要があります。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで [ALL] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で [Management Interfaces] をクリックして、[Management Interfaces] ダイアログボッ
クスを開きます。

ステップ 5

Cisco UCS Manager へのアクセスに使用する仮想 IP アドレスだけを変更するには、[Virtual IP] 領
域の [IP Address] フィールドに必要な IP アドレスを入力します。

ステップ 6

Cisco UCS インスタンスに割り当てられた名前だけを変更するには、[Virtual IP] 領域の [Name]
フィールドに必要な名前を入力します。

ステップ 7

ファブリック インターコネクトに割り当てられたサブネット、IP アドレス、およびデフォルト
ゲートウェイを変更するには、次のフィールドをアップデートします。
a) [Virtual IP] 領域の [IP Address] フィールドで、Cisco UCS Manager へのアクセスに使用する IP
アドレスを変更します。
b) 各ファブリック インターコネクトの [Fabric Interconnect] 領域で、次のフィールドをアップデー
トします。
名前

説明

[IP Address] フィールド

ファブリック インターコネクトと通信するときに使用する IP
アドレス。

[Subnet Mask] フィールド

関連付けられたサブネット マスク。

[Default Gateway] フィールド

関連付けられたゲートウェイ。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

Cisco UCS Manager GUI からログアウトし、再びログインして変更を確認します。
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ファブリック インターコネクトのリーダーシップ ロールの決定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

ロールを識別するファブリック インターコネクトをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[General] タブで、[High Availability Details] バーの下矢印をクリックしてこの領域を展開します。

ステップ 6

[Leadership] フィールドを表示して、このファブリック インターコネクトがプライマリ ファブリッ
ク インターコネクトか、従属ファブリック インターコネクトかを決定します。
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第

5

章

ポートの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• ファブリック インターコネクト上のサーバ ポートとアップリンク ポート, 77 ページ
• サーバ ポートの設定, 78 ページ
• アップリンク イーサネット ポートの設定, 78 ページ
• ファブリック インターコネクトのポートの再設定, 79 ページ
• ファブリック インターコネクト上のポートのイネーブル化, 80 ページ
• ファブリック インターコネクト上のポートのディセーブル化, 80 ページ
• ファブリック インターコネクトのポート設定解除, 80 ページ
• アップリンク イーサネット ポート チャネル, 81 ページ
• Internal Fabric Manager によるサーバ ポートの設定, 84 ページ

ファブリックインターコネクト上のサーバポートとアップリンクポー
ト
各ファブリック インターコネクトには、サーバ ポートまたはアップリンク イーサネット ポート
として設定できるポートの集合が固定ポートモジュール内に存在します。これらのポートは予約
されていません。 設定しなければ、Cisco UCS インスタンスで使用できません。 拡張モジュール
を追加して、ファブリックインターコネクト上のアップリンクポートの数を増やしたり、ファブ
リック インターコネクトにアップリンク ファイバ チャネル ポートを追加したりできます。
LAN ピン グループと SAN ピン グループを作成して、サーバからのトラフィックをアップリンク
ポートにピン接続する必要があります。
各ファブリック インターコネクトには、次のタイプのポートを含められます。
サーバ ポート

サーバ ポートは、ファブリック インターコネクトとサーバ上のアダプタ
カードとの間のデータ トラフィックを処理します。
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サーバ ポートの設定

設定できるのは固定ポート モジュールのサーバ ポートだけです。 展開モ
ジュールにはサーバ ポートは含まれません。
アップリンク イーサ アップリンク イーサネット ポートは、ファブリック インターコネクトと
次のレイヤのネットワークとの間のイーサネット トラフィックを処理し
ネット ポート
ます。 すべてのネットワーク行きのイーサネット トラフィックは、これ
らのポートのいずれかにピン接続されます。
固定モジュールまたは展開モジュールのアップリンク イーサネット ポー
トを設定できます。
アップリンク ファイ アップリンク ファイバ チャネル ポートは、ファブリック インターコネク
バ チャネル ポート トと次のレイヤのネットワークとの間の FCoE トラフィックを処理しま
す。 すべてのネットワーク行きの FCoE トラフィックは、これらのポート
のいずれかにピン接続されます。
設定できるのは展開モジュールのアップリンク ファイバ チャネル ポート
だけです。 固定モジュールには、アップリンク ファイバ チャネル ポート
は含まれません。

サーバ ポートの設定
設定できるのは固定ポート モジュールのサーバ ポートだけです。 展開モジュールにはサーバ ポー
トは含まれません。
このタスクでは、ポートの設定方法を 1 つだけ説明します。 ポートは、右クリック メニューで
ポートの [General] タブから設定したり、LAN アップリンク マネージャで設定したりすることも
できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Fabric Interconnects] ➤ [Fabric Interconnect_Name] ➤ [Fixed Module] ➤
[Unconfigured Ports] を展開します。

ステップ 3

[Unconfigured Ports] ノードの下の 1 つ以上のポートをクリックします。

ステップ 4

選択したポートをドラッグし、[Server Ports] ノードにドロップします。
ポートはサーバ ポートとして設定され、未設定のポートのリストから削除され、[Server Ports] ノー
ドに追加されます。

アップリンク イーサネット ポートの設定
固定モジュールまたは展開モジュールのアップリンク イーサネット ポートを設定できます。
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このタスクでは、アップリンク イーサネット ポートの設定方法を 1 つだけ説明します。 アップ
リンク イーサネット ポートは、右クリックメニューから設定したり、ポートの [General] タブか
ら設定したりすることもできます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開し
ます。

ステップ 3

設定するポートの場所に応じて、次のいずれかを展開します。
• [Fixed Module]
• [Expansion Module]

ステップ 4

[Unconfigured Ports] ノード以下の 1 つ以上のポートをクリックします。

ステップ 5

選択したポートをドラッグし、[Uplink Ethernet Ports] ノードにドロップします。
ポートはアップリンクイーサネットポートとして設定され、未設定のポートのリストから削除さ
れ、[Uplink Ethernet Ports] ノードに追加されます。

ファブリック インターコネクトのポートの再設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開し
ます。

ステップ 3

再設定するポートの場所に応じて、次のいずれかを展開します。
• [Fixed Module]
• [Expansion Module]

ステップ 4

再設定するポートを 1 つ以上クリックします。

ステップ 5

選択したポートをドラッグし、該当するノードにドロップします。
ポートは適切なポート タイプとして再設定され、元のノードから削除され、新しいノードに追加
されます。
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ファブリック インターコネクト上のポートのイネーブル化

例：アップリンク イーサネット ポートをサーバ ポートとして再設定する
1 [Uplink Ethernet Ports] ノードを展開し、再設定するノードを選択します。
2 ポートをドラッグし、[Server Ports] ノードにドロップします。

ファブリック インターコネクト上のポートのイネーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] ➤ [Ports] を展開します。

ステップ 4

イネーブルにするポートを右クリックし、[Enable Port] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ファブリック インターコネクト上のポートのディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] ➤ [Ports] を展開します。

ステップ 4

ディセーブルにするポートを右クリックし、[Disable Port] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ファブリック インターコネクトのポート設定解除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開し
ます。

ステップ 3

設定を解除するポートの場所に応じて、次のいずれかを展開します。
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• [Fixed Module]
• [Expansion Module]
ステップ 4

設定解除するポートを 1 つ以上クリックします。

ステップ 5

選択したポートをドラッグし、[Unconfigured Ports] ノードにドロップします。
ポートの設定が解除されて元のノードから削除され、新しいノードに追加されます。

アップリンク イーサネット ポート チャネル
アップリンク イーサネット ポート チャネルでは、耐故障性と高速接続を実現するために、複数
の物理アップリンク イーサネット ポートをグループ化して（リンク集約）、1 つの論理イーサ
ネット リンクを作成できます。 Cisco UCS Manager において、先にポート チャネルを作成してか
ら、そのポート チャネルにアップリンク イーサネット ポートを追加します。 1 つのポート チャ
ネルには、最大で 8 個のアップリンク イーサネット ポートを追加できます。

（注）

Cisco UCS では、Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）ではなく、Link
Aggregation Control Protocol（LACP）を使用して、アップリンク イーサネット ポートがポート
チャネルにグループ化されます。

アップリンク イーサネット ポート チャネルの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

ポート チャネルを追加するファブリック インターコネクトのノードを展開します。

ステップ 4

[Port Channels] ノードを右クリックし、[Add Ports] を選択します。

ステップ 5

[Create Port Channel] ウィザードの [Set Port Channel Name] ページで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[ID] フィールド

ポート チャネルの ID。

[Name] フィールド

ポート チャネルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

81

アップリンク イーサネット ポート チャネル
アップリンク イーサネット ポート チャネルのイネーブル化

b) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Create Port Channel] ウィザードの [Add Ports] ページで、次の手順を実行します。
a) [Ports] テーブルで、ポート チャネルに含める 1 つ以上のポートを選択します。
b) [>>] ボタンをクリックして、 [Ports in the port channel] テーブルにポートを追加します。
ポート チャネルからポートを削除するには、 [<<] ボタンを使用できます。
（注）

ステップ 7

サーバ ポートとして設定済みのポートを選択した場合、Cisco UCS Managerで警告が
表示されます。 ダイアログボックスの [Yes] をクリックして、このポートをアップ
リンク イーサネット ポートとして再設定し、ポート チャネルに含めることができま
す。

[Finish] をクリックします。

アップリンク イーサネット ポート チャネルのイネーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

イネーブルにするポートチャネルが含まれるファブリックインターコネクトのノードを展開しま
す。

ステップ 4

[Port Channels] ノードを展開します。

ステップ 5

イネーブルにするポート チャネルを右クリックし、[Enable Port Channel] を選択します。

アップリンク イーサネット ポート チャネルのディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

ディセーブルにするポートチャネルが含まれるファブリックインターコネクトのノードを展開し
ます。

ステップ 4

[Port Channels] ノードを展開します。

ステップ 5

ディセーブルにするポート チャネルを右クリックし、[Enable Port Channel] を選択します。
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アップリンク イーサネット ポート チャネルへのポートの追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

ポートを追加するポートチャネルが含まれているファブリックインターコネクトのノードを展開
します。

ステップ 4

ポート チャネルを右クリックし、[Add Ports] を選択します。

ステップ 5

[Add Ports] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Ports] テーブルで、ポート チャネルを含む 1 つまたは複数のポートを選択します。
b) [>>] ボタンをクリックして、 [Ports in the port channel] テーブルにポートを追加します。
ポート チャネルからポートを削除するには、 [<<] ボタンを使用できます。
c) [Finish] をクリックします。

アップリンク イーサネット ポート チャネルからのポートの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] ➤ [Port Channels] ➤ [Port_Channel_ID] を展開します。

ステップ 4

ポート チャネルから削除するポートを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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アップリンク イーサネット ポート チャネルの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

ポート チャネルを削除するファブリック インターコネクトのノードを展開します。

ステップ 4

[Port Channels] ノードをクリックします。

ステップ 5

[Port Channels] ノードの [General] タブで、削除するポート チャネルを選択します。

ステップ 6

ポート チャネルを右クリックし、[Delete] を選択します。

Internal Fabric Manager によるサーバ ポートの設定
Internal Fabric Manager
Internal Fabric Manager は、Cisco UCS インスタンスのファブリック インターコネクトに対してサー
バ ポートを設定できる単一インターフェイスを提供します。 Internal Fabric Manager には、その
ファブリック インターコネクトの [General] タブからアクセスできます。
Internal Fabric Manager で行うことができる設定の一部は、[Equipment] タブ、[LAN] タブ、または
LAN アップリンク マネージャのノードでも行うことができます。

Internal Fabric Manager の起動
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開し
ます。

ステップ 3

[Fixed Module] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Actions] 領域の [Internal Fabric Manager] をクリックします。
別のウィンドウで Internal Fabric Manager が開きます。
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Internal Fabric Manager を使用したサーバ ポートの設定
手順
ステップ 1

Internal Fabric Manager で、下矢印をクリックして [Unconfigured Ports] 領域を展開します。

ステップ 2

設定するポートを右クリックし、[Configure as Server Port] を選択します。

ステップ 3

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 4

Internal Fabric Manager ですべてのタスクが完了したら、[OK] をクリックします。

Internal Fabric Manager を使用したサーバ ポートの設定解除
手順
ステップ 1

Internal Fabric Manager の [Server Ports] テーブルでサーバ ポートをクリックします。

ステップ 2

[Unconfigure Port] をクリックします。

ステップ 3

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 4

Internal Fabric Manager ですべてのタスクが完了したら、[OK] をクリックします。

Internal Fabric Manager を使用したサーバ ポートのイネーブル化
手順
ステップ 1

Internal Fabric Manager の [Server Ports] テーブルでサーバ ポートをクリックします。

ステップ 2

[Enable Port] をクリックします。

ステップ 3

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 4

Internal Fabric Manager ですべてのタスクが完了したら、[OK] をクリックします。
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Internal Fabric Manager を使用したサーバ ポートのディセーブル化
手順
ステップ 1

Internal Fabric Manager の [Server Ports] テーブルでサーバ ポートをクリックします。

ステップ 2

[Disable Port] をクリックします。

ステップ 3

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 4

Internal Fabric Manager ですべてのタスクが完了したら、[OK] をクリックします。
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章

通信サービスの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• 通信サービス, 87 ページ
• CIM-XML の設定, 88 ページ
• HTTP の設定, 89 ページ
• HTTPS の設定, 89 ページ
• SNMP の設定, 94 ページ
• Telnet のイネーブル化, 97 ページ
• 通信サービスのディセーブル化, 97 ページ

通信サービス
次の通信サービスを使用してサードパーティ アプリケーションを Cisco UCS に接続できます。
通信サービス

説明

CIM XML

このサービスはデフォルトでディセーブルになり、読み取り専用モード
でだけ利用できます。 デフォルトのポートは 5988 です。
この共通の情報モデルは、Distributed Management Task Force によって定
義された標準の 1 つです。

HTTP

このサービスは、デフォルトでポート 80 でイネーブルになります。
Cisco UCS Manager GUI を実行するには HTTP または HTTPS のいずれ
かをイネーブルにする必要があります。 HTTP を選択した場合、すべて
のデータはクリア テキスト モードで交換されます。
セキュリティ上の理由により、HTTPS をイネーブルにし、HTTP をディ
セーブルにすることを推奨します。
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通信サービス

説明

HTTPS

このサービスは、デフォルトでポート 443 でイネーブルになります。
Cisco UCS Manager GUI を実行するには HTTP または HTTPS のいずれ
かをイネーブルにする必要があります。 HTTPS を選択した場合、すべ
てのデータはセキュアなサーバを介して暗号化モードで交換されます。
セキュリティ上の理由により、HTTPS をイネーブルにし、HTTP をディ
セーブルにすることを推奨します。

SMASH CLP

このサービスは読み取り専用アクセスに対してイネーブルとなり、show
コマンドなどの制限されたプロトコルのサブセットをサポートします。
これをディセーブルにすることはできません。
このシェル サービスは、Distributed Management Task Force によって定
義された標準の 1 つです。

SNMP

このサービスは、デフォルトでディセーブルになります。 イネーブル
の場合、デフォルトのポートは 161 です。 コミュニティと少なくとも
1 つの SNMP トラップを設定する必要があります。
システムに SNMP サーバとの統合が含まれる場合にだけこのサービス
をイネーブルにします。

SSH

このサービスは、ポート 22 でイネーブルになります。 これはディセー
ブルにできず、デフォルトのポートを変更することもできません。
このサービスは Cisco UCS Manager CLI へのアクセスを提供します。

Telnet

このサービスは、デフォルトでディセーブルになります。
このサービスは Cisco UCS Manager CLI へのアクセスを提供します。

CIM-XML の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[CIM-XML] 領域で、[enabled] オプション ボタンをクリックします。
[CIM-XML] 領域が展開され、利用可能な設定オプションが表示されます。

ステップ 5

（オプション） [Port] フィールドで、Cisco UCS Manager GUI が CIM-XML に使用するデフォルト
のポートを変更します。
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デフォルトのポートは 5988 です。
ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

HTTP の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[HTTP] 領域で、[enabled] オプション ボタンをクリックします。
[HTTP] 領域が展開され、利用可能な設定オプションが表示されます。

ステップ 5

（オプション） [Port] フィールドで、Cisco UCS Manager GUI が HTTP に使用するデフォルトの
ポートを変更します。
デフォルトのポートは 80 です。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

HTTPS の設定
証明書、キー リング、トラスト ポイント
HTTPS は、Public Key Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）を使用してクライア
ントのブラウザと Cisco UCS Manager などの 2 つのデバイス間でセキュアな通信を確立します。
暗号化キーとキー リング
各 PKI デバイスは、内部キー リングに非対称の Rivest-Shamir-Adleman（RSA）暗号化キーのペア
（1 つはプライベート、もう 1 つはパブリック）を保持します。 いずれかのキーで暗号化された
メッセージは、もう一方のキーで復号化できます。 暗号化されたメッセージを送信する場合、送
信者は受信者の公開キーで暗号化し、受信者は独自の秘密キーを使用してメッセージを復号化し
ます。 送信者は、独自の秘密キーで既知のメッセージを暗号化（「署名」とも呼ばれます）して
公開キーの所有者を証明することもできます。 受信者が該当する公開キーを使用してメッセージ
を正常に復号化できる場合は、送信者が対応する秘密キーを所有していることが証明されます。
暗号化キーの長さはさまざまであり、通常の長さは 512 ビット ～ 2048 ビットです。 一般的に、
短いキーよりも長いキーの方がセキュアになります。 Cisco UCS Manager では、最初に 1024 ビッ
トのキー ペアを含むデフォルトのキー リングが提供されます。そして、追加のキー リングを作
成できます。
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証明書
セキュアな通信を準備するには、まず 2 つのデバイスがそれぞれのデジタル証明書を交換します。
証明書は、デバイスの ID に関する署名済み情報とともにデバイスの公開キーを含むファイルで
す。暗号化された通信をサポートするために、デバイスは独自のキーペアと独自の自己署名証明
書を生成できます。リモートユーザが自己署名証明書を提示するデバイスに接続する場合、ユー
ザはデバイスの ID を簡単に検証することができず、ユーザのブラウザは最初に認証に関する警告
を表示します。 デフォルトでは、Cisco UCS Manager にはデフォルトのキー リングからの公開キー
を含む組み込みの自己署名証明書が含まれます。
トラスト ポイント
Cisco UCS Manager に強力な認証を提供するために、デバイスの ID を証明する信頼できるソース
（つまり、トラスト ポイント）からサードパーティ証明書を取得し、インストールできます。
サードパーティ証明書は、発行元トラスト ポイント（ルート Certificate Authority [CA; 認証局]、中
間 CA、またはルート CA につながるトラスト チェーンの一部となるトラスト アンカーのいずれ
か）によって署名されます。 新しい証明書を取得するには、Cisco UCS Manager で証明書要求を
生成し、トラスト ポイントに要求を送信する必要があります。

キー リングの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Key Management] ➤ [Root] を展開します。

ステップ 3

[Root] を右クリックし、[Create Key Ring] を選択します。

ステップ 4

[Create Key Ring] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Name] フィールドで、キー リングの一意の名前を入力します。
b) [Modulus] フィールドで、次のいずれかのオプション ボタンを選択し、SSL キー長をビット単
位で指定します。
• [mod512]
• [mod1024]
• [mod1536]
• [mod2048]
c) [OK] をクリックします。

次の手順
このキー リングの証明書要求を作成します。
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キー リングの証明書要求の作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Key Management] ➤ [Root] を展開します。

ステップ 3

証明書要求を作成するキー リングをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[General] タブで [Create Certificate Request] をクリックします。

ステップ 6

[Create Certificate Request] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Password] フィールド

この要求に対するオプションのパスワード。

[Confirm Password] フィールド

パスワードを指定した場合は、確認のためにそのパスワードを
再入力します。

[Subject] フィールド

ファブリック インターコネクトの完全修飾ドメイン名。

[IP Address] フィールド

ファブリック インターコネクトの IP アドレス。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[Request] フィールドから証明書要求のテキストをコピーし、ファイルに保存します。

ステップ 9

証明書要求を含むファイルをトラスト アンカーまたは認証局に送信します。

次の手順
トラストポイントを作成し、トラストアンカーから受け取ったトラストの証明書の証明書チェー
ンを設定します。

トラスト ポイントの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Key Management] ➤ [Root] を展開します。

ステップ 3

[Root] を右クリックし、[Create Trusted Point] を選択します。

ステップ 4

[Create Trusted Point] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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ステップ 5

名前

説明

[Name] フィールド

トラスト ポイントの名前。

[Certificate Chain] フィールド

このトラスト ポイントの証明書情報。

[OK] をクリックします。

次の手順
トラスト アンカーまたは認証局から証明書を受信したら、キー リングにインポートします。

キー リングへの証明書のインポート
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Key Management] ➤ [Root] を展開します。

ステップ 3

証明書のインポート先となるキー リングをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Certificate] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
a) [Trusted Point] ドロップダウン リストから、この証明書を与えたトラスト アンカーの信頼でき
るポイントを選択します。
b) [Certificate] フィールドに、トラスト アンカーまたは認証局から受け取った証明書のテキスト
を貼り付けます。
ヒント

ステップ 6

領域内のフィールドが表示されない場合は、見出しの右側の [Expand] アイコンをクリッ
クします。

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
キー リングを使用して HTTPS サービスを設定します。
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HTTPS の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[HTTPS] 領域で、[enabled] オプション ボタンをクリックします。
[HTTPS] 領域が展開され、利用可能な設定オプションが表示されます。

ステップ 5

（オプション） [Port] フィールドで、Cisco UCS Manager GUI が HTTPS に使用するデフォルトの
ポートを変更します。
デフォルトのポートは 443 です。

ステップ 6

（オプション） [Key Ring] フィールドで、HTTPS に対して作成したキー リングの名前を入力し
ます。
注意
[Key Ring] フィールドを更新した場合は、現在のすべての HTTP セッションと HTTPS セッ
ションが [Save Changes] をクリックした後に警告なしで閉じられます。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

キーリングの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Key Management] ➤ [Root] を展開します。

ステップ 3

削除するキー リングを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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トラスト ポイントの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Key Management] ➤ [Root] を展開します。

ステップ 3

削除するトラスト ポイントを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

SNMP の設定
SNMP のイネーブル化と SNMP コミュニティの設定
Cisco UCS インスタンスからの Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管
理プロトコル）メッセージには、システム名ではなくファブリック インターコネクト名が表示さ
れます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[SNMP] 領域で、[enabled] オプション ボタンをクリックします。
[SNMP] 領域が展開されて、使用可能な設定オプションが表示されます。 Cisco UCS Manager が
SNMP ホストと通信するポートを変更することはできません。

ステップ 5

[Community] フィールドに、Cisco UCS Manager GUI が SNMP サーバに送信したトラップ メッセー
ジに含めるデフォルトのコミュニティ名を入力します。
デフォルトのコミュニティ名は、public です。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
SNMP トラップ ホストおよびユーザを作成します。
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SNMP トラップ ホストの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[SNMP Traps] 領域で、[+] をクリックします。

ステップ 5

[Create SNMP Trap] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[IP Address] フィールド

ファブリックインターコネクトからのトラップを受信するSNMP
ホストの IP アドレス。

[Community] フィールド

ファブリック インターコネクトから SNMP ホストへトラップが
送信されるときに含められるコミュニティ名。 SNMP サービス
に設定したのと同じコミュニティにする必要があります。
1 ～ 32 文字の英数字文字列を入力します。

[Port] フィールド

ファブリック インターコネクトが SNMP ホストと通信するため
のポート。
デフォルトのポートは 162 です。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

SNMP トラップ ホストの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[SNMP Trap Hosts] 領域で、削除するユーザに対応するテーブルの行をクリックします。

ステップ 5

テーブルの右側の [Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。
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SNMPv3 ユーザの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[SNMP Users] 領域で、[+] をクリックします。

ステップ 5

[Create SNMP User] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

SNMP ユーザに割り当てられるユーザ名。
SNMP ユーザ名は、ローカル ユーザ名と同じにはできません。
ローカル ユーザ名と一致しない SNMP ユーザ名を選択します。

[Auth Type] フィールド

許可タイプ。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [MD5]
• [SHA]

[Use AES-128] チェックボック オンにすると、このユーザに AES-128 暗号化が使用されます。
ス
[Password] フィールド

このユーザのパスワード。

[Confirm Password] フィールド

確認のためのパスワードの再入力。

[Privacy Password] フィールド

このユーザのプライバシー パスワード。

[Confirm Privacy Password]
フィールド

確認のためのプライバシー パスワードの再入力。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。
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SNMPv3 ユーザの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブを選択します。

ステップ 4

[SNMP Users] 領域で、削除するユーザに対応するテーブルの行をクリックします。

ステップ 5

テーブルの右側の [Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

Telnet のイネーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブをクリックします。

ステップ 4

[Telnet] 領域で、[enabled] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

通信サービスのディセーブル化
（注）

他のネットワーク アプリケーションとのインターフェイスに必要ない通信サービスは、すべ
てディセーブルにすることを推奨します。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Communication Services] タブで、ディセーブルにする各サービスの [disable] オプション ボタンを
クリックします。

ステップ 4

[Save Changes] をクリックします。
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章

プライマリ認証の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• プライマリ認証, 99 ページ
• リモート認証プロバイダー, 100 ページ
• LDAP プロバイダーの設定, 101 ページ
• RADIUS プロバイダーの設定, 105 ページ
• TACACS+ プロバイダーの設定, 107 ページ
• プライマリ認証サービスの選択, 109 ページ

プライマリ認証
Cisco UCS では、ユーザ ログインを認証するために、2 種類の方法がサポートされています。
• Cisco UCS Manager に対してローカル
• 次のいずれかのプロトコルによるリモート
◦ Lightweight Directory Access Protocol（LDAP; 軽量ディレクトリ アクセス プロトコル）
◦ Remote Authentication Dial-in User Service（RADIUS; リモート認証ダイヤルイン ユーザ
サービス）
◦ Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+; ターミナル アクセス コ
ントローラ アクセス コントロール システム プラス）
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（注）

認証メソッドは 1 つしか使用できません。 たとえば、認証プロバイダーに LDAP を選択する
と、RADIUS や TACACS+ を認証に使用できません。 ただし、リモート認証プロバイダー内
の該当するユーザ アカウントに 1 つも Cisco UCS ロールが割り当てられていない場合は、そ
れと同じ名前を持つアカウントがローカル データベース内に存在していないかどうか、Cisco
UCS Manager によってローカル データベースがチェックされます。

リモート認証プロバイダー
システムを、サポートされているリモート認証サービスのいずれかに設定する場合は、そのサー
ビス用のプロバイダーを作成して、Cisco UCS Manager がそのサービスと通信できるようにする必
要があります。 また、ユーザ許可に影響する次のガイドラインに留意する必要があります。
リモート認証サービスのユーザ アカウント
Cisco UCS Manager またはリモート認証サーバでユーザ アカウントを作成できます。
リモート認証サービスを介してログインしているユーザの一時的なセッションは、Cisco UCS
Manager GUI または Cisco UCS Manager CLI で表示できます。
リモート認証サービスのユーザ ロール
リモート認証サーバでユーザ アカウントを作成する場合は、ユーザが Cisco UCS Manager で作業
するために必要なロールをそれらのアカウントに含めること、およびそれらのロールの名前を
Cisco UCS Manager で使用される名前と一致させることが必要です。 必要なロールがアカウント
に割り当てられていないと、そのユーザには読み取り専用権限だけが与えられます。
LDAP のユーザ アトリビュート
Cisco UCS インスタンスで LDAP をリモート認証プロバイダーとして使用する場合は、次のいず
れかの手順を実行できます。
• 既存のアトリビュートを Cisco UCS インスタンスのユーザ ロールとロケールにマッピングす
る。
• LDAP サービスに CiscoAVPair などの独自のアトリビュートを作成し、そのアトリビュート
を Cisco UCS インスタンスのユーザ ロールとロケールにマッピングする。
Cisco UCS Manager の LDAP プロバイダーは、ユーザ ロールとロケールを保持するアトリビュー
トで設定する必要があります。 ユーザがログインすると、リモート認証サービスにクエリーを実
行してユーザを検証するときに、このアトリビュートの値が Cisco UCS Manager によってチェッ
クされます。
Cisco UCS インスタンスに CiscoAVPair アトリビュートを作成する場合は、次の OID の定義を使
用します。
CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
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cn: CiscoAVPair
distinguishedName: CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
instanceType: 0x4
uSNCreated: 26318654
attributeID: 1.3.6.1.4.1.9.287247.1
attributeSyntax: 2.5.5.12
isSingleValued: TRUE
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: CiscoAVPair
adminDescription: UCS User Authorization Field
oMSyntax: 64
lDAPDisplayName: CiscoAVPair
name: CiscoAVPair
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X

RADIUS に必要なユーザ アトリビュート
Cisco UCS インスタンスで RADIUS をリモート認証プロバイダーとして使用する場合は、リモー
ト認証サービスに cisco-avpair アトリビュートを作成し、そのアトリビュートを Cisco UCS インス
タンスのユーザロールとロケールにマッピングする必要があります。ユーザがログインすると、
リモート認証サービスにクエリーを実行してユーザを検証するときに、このアトリビュートの値
が Cisco UCS Manager によってチェックされます。

（注）

RADIUS の他のアトリビュートは、Cisco UCS ロールに使用できません。 必要なアトリビュー
トを RADIUS に作成する必要があります。

TACACS+ に必要なユーザ アトリビュート
Cisco UCS インスタンスで RADIUS または TACACS+ のいずれかをリモート認証プロバイダーと
して使用する場合は、リモート認証サービスに cisco-av-pair アトリビュートを作成し、そのアト
リビュートを Cisco UCS インスタンスのユーザ ロールとロケールにマッピングする必要がありま
す。 ユーザがログインすると、リモート認証サービスにクエリーを実行してユーザを検証すると
きに、このアトリビュートの値が Cisco UCS Manager によってチェックされます。

（注）

RADIUS または TACAC+ の他のアトリビュートは、Cisco UCS ロールに使用できません。 そ
の特定のリモート認証サービスに必要なアトリビュートを作成する必要があります。

LDAP プロバイダーの設定
LDAP プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、Cisco UCS Manager で定義されたすべての LDAP プロバイ
ダー接続に適用されます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [LDAP] を展開します。

ステップ 3

[Properties] 領域の次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Timeout] フィールド

LDAP データベースへの問い合せがタイム アウトするまで
の秒数。 有効な範囲は 1 ～ 60 秒です。 デフォルト値は 30
秒です。
このプロパティは省略可能です。

[Attribute] フィールド

ユーザロールとロケールの値を保管するLDAPアトリビュー
ト。 このプロパティは、常に名前と値のペアです。 システ
ムは、このアトリビュート名と一致する値のユーザ レコー
ドを照会します。
既存の LDAP アトリビュートを Cisco UCS ロールとロケー
ルにマッピングしたくない場合は、リモート認証サービス
において CiscoAVPair という名前のアトリビュートを
1.3.6.1.4.1.9.287247.1 のアトリビュート ID で作成できます。
（注）

[Base DN] フィールド

このプロパティを指定しないと、ユーザ アクセス
は読み取り専用に制限されます。

サーバが許可要求を受信したときに検索を開始する場所と
なる LDAP 階層内の特定の認定者名。 サポートされる最大
文字列長は 128 文字です。
このプロパティは必須です。

[Filter] フィールド

指定した場合、LDAP 検索は、定義したフィルタと一致す
るユーザ名に制限されます。
このプロパティは省略可能です。

ステップ 4

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
LDAP プロバイダーを作成します。
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操作を行う前に
LDAP サーバで、次の設定を行います。
• Cisco UCS Manager のユーザ ロールとロケールの情報を保持するアトリビュートをユーザに
設定します。 Cisco UCS のユーザ ロールおよびロケールに対応する既存の LDAP アトリビュー
トを使用することも、アトリビュート ID 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 の CiscoAVPair アトリビュー
トなど、カスタム アトリビュートを作成することもできます。
• クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アドレス
を追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発生し、シ
ステムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、リモート ユー
ザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべて、これらの IP ア
ドレスから発せられます。Cisco UCS Manager により使用されている仮想 IP アドレスではあ
りません。
Cisco UCS Manager で LDAP プロバイダー接続のプロパティを設定します。
Cisco UCS Manager で、LDAP サーバのルート Certificate Authority（CA; 認証局）の証明書を含む
トラストポイントを作成します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [LDAP] を展開します。

ステップ 3

[General] タブの [Actions] 領域で、[Create LDAP Provider] をクリックします。

ステップ 4

[Create LDAP Provider] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 使用する LDAP サービスに関する情報を使用して、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Hostname] フィールド

LDAP プロバイダーが存在する場所のホスト名または IP アド
レス。 SSL がイネーブルの場合、このフィールドは、LDAP
データベースのセキュリティ証明書内の Common Name （CN;
通常名）と正確に一致している必要があります。
（注）

[Order] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、
Cisco UCS Manager に Domain Name System（DNS;
ドメイン ネーム システム）サーバを設定する必要
があります。

ユーザを認証するために Cisco UCS によって使用されるこの
プロバイダーの順序。
0 ～ 16 の範囲の整数を入力します。
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名前

説明

[Bind DN] フィールド

LDAP データベース スーパーユーザ アカウントの Distinguished
Name（DN; 認定者名）。
サポートされる最大文字列長は 128 文字です。

[Port] フィールド

Cisco UCS が LDAP データベースと通信するために使用され
るポート。 標準ポート番号は 389 です。

[Enable SSL] チェックボックス このチェックボックスをオンにすると、LDAP データベース
との通信に暗号化が必要になります。 このチェックボックス
をオフにすると、認証情報はクリア テキストで送信されま
す。
[Key] フィールド

LDAP データベース スーパーユーザ アカウントのパスワー
ド。

[Confirm Key] フィールド

確認のための LDAP データベース パスワードの再入力。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
プライマリ認証サービスとして LDAP を選択します。 詳細については、次を参照してください。
プライマリ認証サービスの選択, 109 ページ

LDAP プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [LDAP] を展開します。

ステップ 3

削除する LDAP プロバイダーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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RADIUS プロバイダーの設定
RADIUS プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定したプロパティは、Cisco UCS Manager で定義されたすべての RADIUS プロバ
イダー設定に適用されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [RADIUS] を展開します。

ステップ 3

[Properties] 領域の次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Timeout] フィールド

RADIUS データベースへの問い合せがタイム アウトするま
での秒数。
1 ～ 60 秒の値を入力します。 デフォルト値は 5 秒です。

[Retries] フィールド
ステップ 4

要求が失敗したと見なされるまでの接続の再試行の回数。

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
RADIUS プロバイダーを作成します。

RADIUS プロバイダーの作成
操作を行う前に
RADIUS サーバで、次の設定を行います。
• cisco-avpair アトリビュートを作成します。 既存の RADIUS アトリビュートは使用できませ
ん。
• クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アドレス
を追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発生し、シ
ステムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、リモート ユー
ザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべて、これらの IP ア
ドレスから発せられます。Cisco UCS Manager により使用されている仮想 IP アドレスではあ
りません。
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Cisco UCS Manager で RADIUS プロバイダー接続のプロパティを設定していない場合は、設定を
行います。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [RADIUS] を展開します。

ステップ 3

[General] タブの [Actions] 領域で、[Create RADIUS Provider] をクリックします。

ステップ 4

[Create RADIUS Provider] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 使用する RADIUS サービスに関する情報を使用して、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Hostname] フィールド

RADIUS プロバイダーが存在する場所のホスト名または IP ア
ドレス。
（注）

[Order] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、
Cisco UCS Manager に Domain Name System（DNS;
ドメイン ネーム システム）サーバを設定する必要
があります。

ユーザを認証するために Cisco UCS によって使用されるこの
プロバイダーの順序。
0 ～ 16 の範囲の整数を入力します。

[Key] フィールド

データベースの SSL 暗号キー。

[Confirm Key] フィールド

確認のための SSL 暗号キーの再入力。

[Authorization Port] フィールド Cisco UCS が RADIUS データベースと通信するために使用さ
れるポート。
b) [OK] をクリックします。
ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
プライマリ認証サービスとして RADIUS を選択します。 詳細については、次を参照してくださ
い。 プライマリ認証サービスの選択, 109 ページ
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RADIUS プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [RADIUS] を展開します。

ステップ 3

削除する RADIUS プロバイダーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

TACACS+ プロバイダーの設定
TACACS+ プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定したプロパティは、Cisco UCS Manager で定義されたすべての RADIUS プロバ
イダー設定に適用されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [TACACS+] を展開します。

ステップ 3

[Properties] 領域で、[Timeout] フィールドに値を入力します。
タイムアウトになるまで TACACS+ データベースとの接続が試みられる秒数。
1 ～ 60 秒の値を入力します。 デフォルトは 5 秒です。

ステップ 4

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
TACACS+ プロバイダーを作成します。

TACACS+ プロバイダーの作成
操作を行う前に
TACACS+ サーバで、次の設定を行います。
• cisco-av-pair アトリビュートを作成します。 既存の TACACS+ アトリビュートは使用できま
せん。
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• クラスタ設定では、両方のファブリック インターコネクトに対する管理ポート IP アドレス
を追加します。 この設定では、1 つめのファブリック インターコネクトで障害が発生し、シ
ステムが 2 つめのファブリック インターコネクトにフェールオーバーしても、リモート ユー
ザは引き続きログインできることが保証されます。 ログイン要求はすべて、これらの IP ア
ドレスから発せられます。Cisco UCS Manager により使用されている仮想 IP アドレスではあ
りません。
Cisco UCS Manager で TACACS+ プロバイダー接続のプロパティを設定していない場合は、設定を
行います。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [TACACS+] を展開します。

ステップ 3

[General] タブの [Actions] 領域で、[Create TACACS Provider] をクリックします。

ステップ 4

[Create TACACS+ Provider] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 使用する TACACS サービスに関する情報を使用して、フィールドに値を入力します。
名前

説明

[Hostname] フィールド

TACAS プロバイダーが存在するホスト名または IP アドレス。
（注）

[Order] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、
Cisco UCS Manager に Domain Name System（DNS;
ドメイン ネーム システム）サーバを設定する必要
があります。

ユーザを認証するために Cisco UCS によって使用されるこの
プロバイダーの順序。
0 ～ 16 の範囲の整数を入力します。

[Key] フィールド

データベースの Secure Socket Layer（SSL; セキュア ソケット
レイヤ）暗号キー。

[Confirm Key] フィールド

確認のための SSL 暗号キーの再入力。

[Port] フィールド

Cisco UCS と TACACS+ データベースの通信に使用されるポー
ト。

b) [OK] をクリックします。
ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。
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次の手順
プライマリ認証サービスとして TACACS を選択します。 詳細については、次を参照してくださ
い。 プライマリ認証サービスの選択, 109 ページ

TACACS+ プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [TACACS+] を展開します。

ステップ 3

削除する TACACS+ プロバイダーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

プライマリ認証サービスの選択
操作を行う前に
システムでリモート認証サービスが使用されている場合は、その認証サービスに対するプロバイ
ダーを作成します。 コンソールを選択した場合、最初にプロバイダーを作成する必要はありませ
ん。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[User Management] ➤ [Authorization] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[General] タブで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Console] フィールド

コンソールにログインするユーザが認証される
方法。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [ldap]：ユーザは、この Cisco UCS インス
タンスに指定された LDAP で定義する必要
があります。
• [local]：ユーザ アカウントはこの Cisco UCS
インスタンスでローカルで定義する必要が
あります。
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名前

説明
• [none]：ユーザ アカウントがこの Cisco UCS
インスタンスに対してローカルである場
合、ユーザがコンソールにログインすると
きにパスワードは必要ありません。
• [radius]：ユーザは、この Cisco UCS インス
タンスに指定された RADIUS サーバで定
義する必要があります。
• [tacacs]：ユーザは、この Cisco UCS インス
タンスに指定された TACACS+ サーバで定
義する必要があります。

[Default] フィールド

リモート ログイン中にユーザが認証されるデ
フォルトの方法。 ここに指定できる値は次のと
おりです。
• [ldap]：ユーザは、この Cisco UCS インス
タンスに指定された LDAP で定義する必要
があります。
• [local]：ユーザ アカウントはこの Cisco UCS
インスタンスでローカルで定義する必要が
あります。
• [none]：ユーザ アカウントがこの Cisco UCS
インスタンスに対してローカルである場
合、ユーザがリモートでログインするとき
にパスワードは必要ありません。
• [radius]：ユーザは、この Cisco UCS インス
タンスに指定された RADIUS サーバで定
義する必要があります。
• [tacacs]：ユーザは、この Cisco UCS インス
タンスに指定された TACACS+ サーバで定
義する必要があります。

[Role Policy for Remote Users] フィールド

ユーザがログインを試行し、LDAP、RADIUS、
または TACACS+ サーバが認証情報とともに
ユーザ ロールを提供しない場合に行うアクショ
ン。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [no-login]：ユーザはシステムにログインで
きません（ユーザ名とパスワードが正しい
場合であっても）。
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名前

説明
• [assign-default-role]：ユーザは、読み取り
専用ユーザ ロールでログインできます。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。
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章

組織の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• マルチテナント環境の組織, 113 ページ
• マルチテナント環境における階層的な名前解決, 114 ページ
• ルート組織下の組織の作成, 116 ページ
• サブ組織下の組織の作成, 116 ページ
• 組織の削除, 117 ページ

マルチテナント環境の組織
マルチテナント機能を使用して、インスタンスの大規模な物理インフラストラクチャを、組織と
呼ばれる論理エンティティに分割することができます。 その結果、各組織に専用の物理インフラ
ストラクチャを提供せずに、組織と組織を論理的に分離できます。
マルチテナント環境では、関連する組織を通じて、各テナントに一意のリソースを割り当てられ
ます。 これらのリソースは、異なるポリシー、プール、および Quality of Service 定義を含むこと
ができます。 また、すべてのユーザがすべての組織にアクセスできるようにする必要がない場合
は、ロケールを実装して、組織ごとにユーザ権限やロールを割り当てたり、制限したりすること
もできます。
マルチテナント環境をセットアップする場合、すべての組織は階層的になります。 最上位の組織
は常にルートです。 ルートに作成したポリシーおよびプールはシステム全体にわたるもので、こ
のシステムに含まれるすべての組織で使用できます。 しかし、他の組織で作成されたポリシーや
プールが使用できるのは、同じ階層でそれより上にある組織だけです。 たとえば、あるシステム
に Finance と HR という組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR 組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HR は Finance 組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。 しかし、Finance と HR は両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。
マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に次のうち 1 つ
以上をセットアップすることもできます。
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• リソース プール
• ポリシー
• サービス プロファイル
• サービス プロファイル テンプレート
ルート組織は、常にトップ レベルの組織です。

マルチテナント環境における階層的な名前解決
マルチテナント環境では、Cisco UCS は組織の階層を使用して、ポリシーおよびリソース プール
の名前を解決します。 Cisco UCS Manager がプールに割り当てられているポリシーまたはリソー
スの詳細を検索すると、次のことが起こります。
1 Cisco UCS Manager が、サービス プロファイルに割り当てられた組織およびポリシー内で指定
した名前のポリシーまたはプールの有無を調べます。
2 ポリシーが検出されるか、使用可能なリソースがプール内に存在する場合、Cisco UCS Manager
はこのポリシーまたはリソースを使用します。 ローカル レベルで使用可能なリソースがプー
ルに存在しない場合、Cisco UCS Manager は階層内で上位の親組織に移動し、同じ名前のプー
ルを検索します。 Cisco UCS Manager は、ルート組織に到達するまでこの手順を繰り返します。
3 検索がルート組織まで到達し、使用可能なリソースまたはポリシーが検出されない場合、Cisco
UCS Manager はローカル組織に戻り、デフォルト ポリシーまたはデフォルト プール内で使用
可能なリソースの検出を開始します。
4 適用可能なデフォルト ポリシーまたは使用可能なリソースがデフォルト プール内で検出され
ると、Cisco UCS Manager はこのポリシーまたはリソースを使用します。 プール内に使用可能
なリソースが存在しない場合、Cisco UCS Manager は階層内で上位の親組織に移動し、デフォ
ルト プールを検索します。 Cisco UCS Manager は、ルート組織に到達するまでこの手順を繰り
返します。
5 Cisco UCS Manager が適用可能なポリシーまたは使用可能なリソースを階層内で検出できない
場合、割り当てエラーを返します。
例：単一階層でのサーバ プール名の解決
この例では、すべての組織がルート組織下の同一レベルにあります。たとえば、サービスプロバ
イダーは、各顧客に対して個別の組織を作成します。 この構成では、組織は、自身の組織および
ルート組織に割り当てられたポリシーおよびリソースだけにアクセスできます。
この例では、XYZcustomer 組織のサービス プロファイルは、XYZcustomer サーバ プールのサーバ
を使用するように設定されています。 リソース プールおよびポリシーがサービス プロファイル
に割り当てられると、次のことが起こります。
1 Cisco UCS Manager が、XYZcustomer サーバ プール内で使用可能なサーバの有無を調べます。
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2 XYZcustomer サーバ プールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS Manager はこのサー
バとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了します。 プール内に使用可能なサーバが
存在しない場合、Cisco UCS Manager はルート組織で同じ名前のサーバの有無を調べます。
3 ルート組織に XYZcustomer サーバ プールが含まれており、このプールに使用可能なサーバが
存在する場合、Cisco UCS Manager はこのサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を
終了します。 プール内に使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager は XYZcustomer
組織に戻り、デフォルトのサーバ プールを調べます。
4 XYZcustomer 組織内のデフォルト プールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS Manager
はこのサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了します。 デフォルト プールに
使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager はルート組織内でデフォルトのサー
バ プールを調べます。
5 ルート組織内のデフォルトのサーバ プールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Manager はこのサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了します。 デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager は割り当てエラーを返しま
す。
例：多階層でのサーバ プール名の解決
この例では、各組織に少なくとも 1 つのサブ組織が含まれています。 たとえば、企業は、企業内
の各主要部門に対しておよびこれらの部門のサブ部門に対して組織を作成できます。 この構成で
は、各組織が、自身のローカル ポリシーとリソース プール、および親階層内のリソース プール
にアクセスできます。
この例では、Finance 組織に 2 つのサブ組織（AccountsPayable および AccountsReceivable）が含ま
れています。 AccountsPayable（AP）組織のサービス プロファイルは、AP サーバ プールのサーバ
を使用するように設定されています。 リソース プールおよびポリシーがサービス プロファイル
に割り当てられると、次のことが起こります。
1 Cisco UCS Manager が、サービス プロファイルで定義されている AP サーバ プール内で使用可
能なサーバの有無を調べます。
2 AP サーバ プールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS Manager はこのサーバとサー
ビス プロファイルを関連付け、検索を終了します。 プールに使用可能なサーバが存在しない
場合、Cisco UCS Manager は 1 階層上位に移動し、Finance 組織で同じ名前のプールの有無を調
べます。
3 Finance 組織に同じ名前のプールが含まれており、このプールに使用可能なサーバが存在する
場合、Cisco UCS Manager はこのサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了しま
す。 プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager は 1 階層上位に移動し、
ルート組織で同じ名前のプールの有無を調べます。
4 ルート組織に同じ名前のプールが含まれており、このプールに使用可能なサーバが存在する場
合、Cisco UCS Manager はこのサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了します。
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager は AccountsPayable 組織に戻
り、デフォルトのサーバ プールを調べます。
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5 AccountsPayable 組織内のデフォルト プールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Manager はこのサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了します。 デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager は 1 階層上位に移動し、
Finance 組織のデフォルトのサーバ プールを調べます。
6 Finance 組織内のデフォルト プールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS Manager は
このサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了します。 デフォルト プールに使
用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager は 1 階層上位に移動し、ルート組織の
デフォルトのサーバ プールを調べます。
7 ルート組織内のデフォルトのサーバ プールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Manager はこのサーバとサービス プロファイルを関連付け、検索を終了します。 デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Manager は割り当てエラーを返しま
す。

ルート組織下の組織の作成
手順
ステップ 1

ツールバーで、[New] ➤ [Create Organization] を選択します。

ステップ 2

[Create Organization] ダイアログボックスの [Name] フィールドに、組織の一意の名前を入力しま
す。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 3

[Description] フィールドに、組織の説明を入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

サブ組織下の組織の作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Service Profiles] ➤ [root] を展開します。
[Policies] ノードまたは [Pools] ノードの下の [Sub-Organizations] ノードにもアクセスできます。

ステップ 3

[Sub-Organizations] ノードを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
• ルート直下に組織を作成するには、[Sub-Organizations] を右クリックし、[Create Organization]
を選択します。
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• より低いレベルのサブ組織の下に組織を作成するには、階層内のサブ組織ノードを展開して
から、新しい組織を作成するサブ組織を右クリックし、[Create Organization] を選択します。
ステップ 4

[Create Organization] ダイアログボックスの [Name] フィールドに、組織の一意の名前を入力しま
す。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 5

[Description] フィールドに、組織の説明を入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

組織の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

削除する組織に移動します。

ステップ 3

組織を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

ロールベースアクセスコントロールの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• ロールベース アクセス コントロール, 119 ページ
• Cisco UCS Manager のユーザ アカウント, 120 ページ
• ユーザ ロール, 121 ページ
• 権限, 123 ページ
• ユーザ ロケール, 125 ページ
• ユーザ ロールの設定, 126 ページ
• ロケールの設定, 128 ページ
• ユーザ アカウントの設定, 130 ページ
• ユーザ セッションのモニタリング, 134 ページ

ロールベース アクセス コントロール
Role-Based Access Control（RBAC; ロールベース アクセス コントロール）は、ユーザのロールと
ロケールに基づいてユーザのシステムアクセスを制限または許可する方法です。ロールによって
システム内でのユーザの権限が定義され、ロケールによってユーザがアクセス可能な組織（ドメ
イン）が定義されます。 権限をユーザに直接割り当てることはないため、適切なロールとロケー
ルを割り当てることだけが、個々のユーザ権限の管理において問題になります。
必要なシステム リソースへの書き込みアクセス権限がユーザに与えられるのは、割り当てられた
ロールによりそれらのアクセス権限が与えられ、割り当てられたロケールによりアクセスが許可
されている場合に限ります。 たとえば、エンジニアリング組織内のサーバ アドミニストレータ
ロールを持つユーザは、エンジニアリング組織内のサーバ設定を更新できますが、そのユーザに
割り当てられたロケールに財務組織が含まれていなければ、財務組織内のサーバ設定を更新でき
ません。
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Cisco UCS Manager のユーザ アカウント
ユーザ アカウントは、システムにアクセスするために使用されます。 最大で 48 個のユーザ アカ
ウントを各 Cisco UCS インスタンスで設定できます。 各ユーザ アカウントには、一意のユーザ名
とパスワードが必要です。
ユーザ アカウントは、SSH 公開キーを付けて設定できます。 公開キーは、OpenSSH と SECSH の
いずれかの形式で設定できます。
デフォルトのユーザ アカウント
各 Cisco UCS インスタンスには、変更も削除もできないデフォルトのユーザ アカウント admin が
存在します。このアカウントは、システムアドミニストレータ（またはスーパーユーザ）アカウ
ントであり、すべての権限が与えられています。 admin アカウントには、デフォルトのパスワー
ドは割り当てられません。初期システム セットアップ時にパスワードを選択する必要がありま
す。
ユーザ アカウントの有効期限
ユーザアカウントは、事前に定義した時間に有効期限が切れるように設定できます。有効期限の
時間に到達すると、ユーザ アカウントはディセーブルになります。
デフォルトでは、ユーザ アカウントの有効期限はありません。

Cisco UCS Manager ユーザ名に関するガイドライン
ユーザ名は、Cisco UCS Manager のログイン ID としても使用されます。 Cisco UCS Manager ユー
ザ アカウントにユーザ名を割り当てるときは、次のガイドラインおよび制約事項を考慮してくだ
さい。
• ログイン ID には、次を含む 1 ～ 32 の文字を含むことができます。
◦ 任意の英字
◦ 任意の数字
◦ _（下線）
◦ -（ダッシュ）
◦@
• 各ユーザ アカウントの一意のユーザ名をすべて数字にすることはできません。 すべて数字
のユーザ名でローカル ユーザを作成できません。
• 一意のユーザ名の先頭を数字にすることはできません。
• Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）サーバ
（RADIUS または TACACS+）にすべて数字のユーザ名が存在し、ログイン時にこのユーザ
名が入力された場合、Cisco UCS Manager はユーザをログインさせることができません。
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ユーザ アカウントを作成したら、ユーザ名を変更することはできません。 ユーザ アカウントを
削除し、新しいユーザ アカウントを作成する必要があります。

（注）

1 つの Cisco UCS インスタンスには、最大 48 個のユーザ アカウントを作成できます。

Cisco UCS Manager パスワードに関するガイドライン
認証上の理由により、各ユーザアカウントにはパスワードが必要です。ユーザが安全ではないパ
スワードを選択しないようにするために、各パスワードは強力なパスワードである必要がありま
す。 Cisco UCS Manager では、次の要件を満たさないパスワードは拒否されます。
• 最低 8 文字を含む。
• 次の少なくなくとも 3 種類を含む。
◦ 小文字
◦ 大文字
◦ 数字
◦ 特殊文字
• aaabbb など連続して 3 回を超えて繰り返す文字を含まない。
• ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではない。
• パスワード ディクショナリ チェックに合格する。 たとえば、パスワードは辞書に記載され
ている標準的な単語に基づいたものを指定してはいけません。
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、? （疑問符）、=（等号）。
• ローカル ユーザ アカウントおよび admin アカウントには、空白を含めない。
Cisco UCS インスタンスが、LDAP、RADIUS、または TACACS+ でリモート認証を使用するよう
に設定されている場合、これらのリモート アカウントのパスワードは、空白にすることができま
す。 この設定では、リモート クレデンシャル ストアは認証だけに使用され、許可には使用され
ません。 ローカル ユーザ ロールの定義は、リモート認証されたユーザに適用されます。

ユーザ ロール
ユーザ ロールには、そのロールを割り当てられたユーザに対して許可される操作を定義した 1 つ
以上の権限が含まれます。 ユーザには、ロールを 1 つ以上割り当てられます。 複数のロールを割
り当てられたユーザは、すべての割り当てロールを組み合せた権限を持ちます。 たとえば、Role1
にストレージ関連の権限が含まれ、Role2 にサーバ関連の権限が含まれている場合、Role1 と Role2
の両方を割り当てられたユーザは、ストレージ関連の権限とサーバ関連の権限を持つことになり
ます。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

121

ユーザ ロール
Cisco UCS Manager パスワードに関するガイドライン

すべてのロールには、Cisco UCS インスタンス内のすべての設定に対する読み取りアクセス権限
が含まれています。 読み取り専用ロールと他のロールとの違いは、読み取り専用ロールを割り当
てられただけのユーザでは、システム状態を変更できないことにあります。 別のロールを割り当
てられたユーザは、そのユーザの割り当て領域においてシステム状態を変更できます。
このシステムには、次のデフォルトのユーザ ロールが用意されています。
AAA Administrator

ユーザ、ロール、および AAA 設定に対する読み取りと書き込みのア
クセス権。 システムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Administrator

システム全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。 デ
フォルトの admin アカウントは、デフォルトでこのロールが割り当て
られ、変更はできません。

Network Administrator

ファブリック インターコネクト インフラストラクチャとネットワー
ク セキュリティ操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 シ
ステムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Operations

システムのログ（syslog サーバを含む）と障害に対する読み取りと書
き込みのアクセス権。 システムの残りの部分に対する読み取りアクセ
ス権。

Read-Only

システム設定に対する読み取り専用アクセス権。システム状態を変更
する権限はありません。

Server Equipment
Administrator

物理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 シ
ステムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Server Profile
Administrator

論理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 シ
ステムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Server Security
Administrator

サーバ セキュリティ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセ
ス権。 システムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Storage Administrator

ストレージ操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。 システム
の残りの部分に対する読み取りアクセス権。

ロールは、作成したり、変更したり（新しい権限の追加や既存の権限の削除）、削除したりでき
ます。 ロールを変更すると、そのロールに割り当てられているすべてのユーザに新しい権限が適
用されます。権限の割り当ては、デフォルトロールに定義された権限だけに限定されているわけ
ではありません。 つまり、カスタムの権限の組み合せを使用して、独自のロールを作成できま
す。 たとえば、デフォルトのサーバ アドミニストレータ ロールとストレージ アドミニストレー
タ ロールの持つ権限の組み合せは異なっていますが、両方のロールの権限を組み合せた新しい 1
つのサーバおよびストレージ アドミニストレータ ロールを作成できます。
ロールは、ユーザに割り当てられた後に削除されると、それらのユーザ アカウントからも削除さ
れます。
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AAA サーバ（RADIUS または TACACS+）上のユーザ プロファイルは、そのユーザに与える権限
に対応したロールを追加するように変更する必要があります。 ベンダー固有の cisco-av-pair アト
リビュートを使用して、ロール情報を保管します。 AAA サーバでは、要求とともにこのアトリ
ビュートが返され、それを解析してロールが得られます。 LDAP サーバでは、ユーザ プロファイ
ル アトリビュート内のロールが返されます。

権限
ユーザロールを割り当てられたユーザは、権限により、特定のシステムリソースへアクセスした
り、特定のタスクを実行したりできるようになります。 次の表に、各権限と、その権限がデフォ
ルトで与えられるユーザ ロールのリストを示します。
表 5：ユーザ権限

権限

説明

デフォルトのロール割り当て

aaa

システム セキュリティおよび
AAA

AAA アドミニストレータ

admin

システム管理

アドミニストレータ

ext-lan-config

外部 LAN 設定

ネットワーク アドミニストレー
タ

ext-lan-policy

外部 LAN ポリシー

ネットワーク アドミニストレー
タ

ext-lan-qos

外部 LAN QoS

ネットワーク アドミニストレー
タ

ext-lan-security

外部 LAN セキュリティ

ネットワーク アドミニストレー
タ

ext-san-config

外部 SAN 設定

ストレージ アドミニストレータ

ext-san-policy

外部 SAN ポリシー

ストレージ アドミニストレータ

ext-san-qos

外部 SAN QoS

ストレージ アドミニストレータ

ext-san-security

外部 SAN セキュリティ

ストレージ アドミニストレータ

fault

アラームおよびアラーム ポリ
シー

操作

operations

ログおよび Smart Call Home

操作
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権限

説明

デフォルトのロール割り当て

pod-config

ポッド設定

ネットワーク アドミニストレー
タ

pod-policy

ポッド ポリシー

ネットワーク アドミニストレー
タ

pod-qos

ポッド QoS

ネットワーク アドミニストレー
タ

pod-security

ポッド セキュリティ

ネットワーク アドミニストレー
タ

read-only

読み取り専用アクセス権

読み取り専用

読み取り専用は、権限として選
択できません。この権限は、す
べてのユーザ ロールに割り当て
られます。
server-equipment

サーバ ハードウェア管理

サーバ機器アドミニストレータ

server-maintenance

サーバ メンテナンス

サーバ機器アドミニストレータ

server-policy

サーバ ポリシー

サーバ機器アドミニストレータ

server-security

サーバ セキュリティ

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-config

サービス プロファイル設定

サーバ プロファイル アドミニス
トレータ

service-profile-config-policy

サービス プロファイル設定ポリ サーバ プロファイル アドミニス
シー
トレータ

service-profile-ext-access

サービス プロファイル エンド
ポイント アクセス

サーバ プロファイル アドミニス
トレータ

service-profile-network

サービス プロファイル ネット
ワーク

ネットワーク アドミニストレー
タ

service-profile-network-policy

サービス プロファイル ネット
ワーク ポリシー

ネットワーク アドミニストレー
タ

service-profile-qos

サービス プロファイル QoS

ネットワーク アドミニストレー
タ
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権限

説明

デフォルトのロール割り当て

service-profile-qos-policy

サービス プロファイル QoS ポ
リシー

ネットワーク アドミニストレー
タ

service-profile-security

サービス プロファイル セキュ
リティ

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-security-policy

サービス プロファイル セキュ
リティ ポリシー

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-server

サービス プロファイル サーバ
管理

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-server-policy

サービス プロファイル プール
ポリシー

サーバ セキュリティ アドミニス
トレータ

service-profile-storage

サービスプロファイルストレー ストレージ アドミニストレータ
ジ

service-profile-storage-policy

サービスプロファイルストレー ストレージ アドミニストレータ
ジ ポリシー

ユーザ ロケール
ユーザには、ロケールを 1 つ以上割り当てられます。 各ロケールには、ユーザからのアクセスを
許可する 1 つ以上の組織（ドメイン）を定義します。アクセスは、このロケールで指定された組
織の範囲内に制限されます。 このルールの 1 つの例外として、組織が指定されていないロケール
があります。この場合、すべての組織内のシステム リソースに対して無制限のアクセスが可能に
なります。
AAA アドミニストレータ権限（AAA アドミニストレータ ロール）を持つユーザは、他のユーザ
のロケールに組織を割り当てられます。 組織の割り当ては、それを行うユーザのロケール内の組
織だけに制限されます。 たとえば、ロケールにエンジニアリング組織しか含まれていない場合、
そのロケールを割り当てられたユーザは、他のユーザにエンジニアリング組織を割り当てること
しかできません。
組織は階層的に管理できます。トップレベルの組織に割り当てられたユーザは、その下にあるす
べての組織に対してアクセスできるようになります。 たとえば、エンジニアリング組織が、ソフ
トウェアエンジニアリング組織とハードウェアエンジニアリング組織によって構成される場合が
あります。ソフトウェアエンジニアリング組織しか含まれていないロケールでは、その組織内の
システム リソースにしかアクセスできません。一方、エンジニアリング組織が含まれるロケール
では、ソフトウェアエンジニアリング組織とハードウェアエンジニアリング組織の両方のリソー
スにアクセスできます。
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ユーザ ロールの設定
ユーザ ロールの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[User Services] を右クリックし、[Create Role] を選択します。

ステップ 4

[Create Role] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

このユーザ ロールのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Privileges] リスト ボックス

システムに定義されている権限のリスト。
その権限の説明を表示するには、権限をクリックします。チェッ
クボックスをオンにすると、選択したユーザにその権限が割り
当てられます。

[Help] セクション
[Description] フィールド

ステップ 5

[Privileges] リスト ボックス内で最後にクリックした権限の説
明。

[OK] をクリックします。
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ユーザ ロールへの権限の追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Roles] ノードを展開します。

ステップ 4

権限を追加するロールを選択します。

ステップ 5

[General] タブで、ロールに追加する権限に対応するチェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

ユーザ ロールからの権限の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Roles] ノードを展開します。

ステップ 4

権限を削除するロールを選択します。

ステップ 5

[General] タブで、ロールから削除する権限に対応するボックスをオフにします。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

ユーザ ロールの削除
あるユーザ ロールを削除すると、Cisco UCS Manager により、このロールが割り当てられている
すべてのユーザ アカウントから削除されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Roles] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するロールを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

[Delete] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。
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ロケールの設定
ロケールの作成
操作を行う前に
ロケールを作成するには、1 つ以上の組織が存在する必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Locales] を右クリックし、[Create a Locale] を選択します。

ステップ 4

[Create Locale] ページで、次の手順を実行します。
a) [Name] フィールドに、ロケールの一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 5

[Assign Organizations] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Organizations] 領域を展開して、Cisco UCS インスタンス内の組織を表示します。
b) [root] ノードを展開して、サブ組織を表示します。
c) ロケールを割り当てる組織をクリックします。
d) [Organizations] 領域の組織を右側のペインの設計領域にドラッグ アンド ドロップします。
e) すべての適切な組織をロケールに割り当てるまで、ステップ b および c を繰り返します。

ステップ 6

[Finish] をクリックします。

次の手順
ロケールを 1 つまたは複数のユーザ アカウントに追加します。 詳細については、次を参照してく
ださい。 ローカルで認証されたユーザ アカウントに割り当てられたロケールの変更, 133 ページ
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ロケールへの組織の割り当て
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Locales] ノードを展開し、組織を追加するロケールをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Organizations] 領域のテーブル アイコン バーで [+] をクリックします。

ステップ 6

[Assign Organizations] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Organizations] 領域を展開して、Cisco UCS インスタンス内の組織を表示します。
b) [root] ノードを展開して、サブ組織を表示します。
c) ロケールを割り当てる組織をクリックします。
d) [Organizations] 領域の組織を右側のペインの設計領域にドラッグ アンド ドロップします。
e) すべての適切な組織をロケールに割り当てるまで、ステップ b および c を繰り返します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ロケールからの組織の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Locales] ノードを展開し、組織を削除するロケールをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Organizations] 領域で、ロケールから削除する組織を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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ロケールの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Locales] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するロケールを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ユーザ アカウントの設定
ユーザ アカウントの作成
少なくとも、次のユーザを作成することを推奨します。
• サーバ アドミニストレータ アカウント
• ネットワーク アドミニストレータ アカウント
• ストレージ アドミニストレータ

操作を行う前に
システムに次のいずれかが含まれている場合は、それぞれ対応するタスクを実行します。
• リモート認証サービス。ユーザがリモート認証サーバに存在すること、および適切なロール
と権限を持っていることを確認します。
• 組織のマルチテナント機能。1 つ以上のロケールを作成します。 ロケールが 1 つもない場
合、すべてのユーザはルートに作成され、すべての組織のロールと権限が割り当てられま
す。
• SSH 認証。SSH キーを取得します。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[User Services] を右クリックし、[Create User] を選択して [User Properties] ダイアログボックスを開
きます。

ステップ 4

ユーザに関して要求される情報を使用して、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Login ID] フィールド

このアカウントにログインするときに使用されるアカウント名。
このアカウントは固有であるとともに、Cisco UCS Manager ユー
ザ アカウントに関するガイドラインと制約事項を満たしている
必要があります。
• ログイン ID には、次を含む 1 ～ 32 の文字を含むことがで
きます。
◦ 任意の英字
◦ 任意の数字
◦ _（下線）
◦ -（ダッシュ）
◦@
• 各ユーザ アカウントの一意のユーザ名をすべて数字にする
ことはできません。 すべて数字のユーザ名でローカル ユー
ザを作成できません。
• 一意のユーザ名の先頭を数字にすることはできません。
• Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、
認可、アカウンティング）サーバ（RADIUS または
TACACS+）にすべて数字のユーザ名が存在し、ログイン
時にこのユーザ名が入力された場合、Cisco UCS Manager
はユーザをログインさせることができません。
ユーザを保存した後は、ログイン ID を変更できません。 ユー
ザ アカウントを削除し、新しいユーザ アカウントを作成する必
要があります。
（注）

[First Name] フィールド

1 つの Cisco UCS インスタンスには、最大 48 個のユー
ザ アカウントを作成できます。

ユーザの名。 このフィールドには、32 文字までの値を入力でき
ます。
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名前

説明

[Last Name] フィールド

ユーザの姓。 このフィールドには、32 文字までの値を入力でき
ます。

[Email] フィールド

ユーザの電子メール アドレス。

[Phone] フィールド

ユーザの電話番号。

[Password] フィールド

このアカウントに関連付けられているパスワード。 ユーザが安
全ではないパスワードを選択しないようにするために、各パス
ワードは強力なパスワードである必要があります。 Cisco UCS
Manager では、次の要件を満たさないパスワードは拒否されま
す。
• 最低 8 文字を含む。
• 次の少なくなくとも 3 種類を含む。
◦ 小文字
◦ 大文字
◦ 数字
◦ 特殊文字
• aaabbb など連続して 3 回を超えて繰り返す文字を含まな
い。
• ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではな
い。
• パスワード ディクショナリ チェックに合格する。 たとえ
ば、パスワードは辞書に記載されている標準的な単語に基
づいたものを指定してはいけません。
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、?（疑問符）、=（等
号）。
• ローカル ユーザ アカウントおよび admin アカウントには、
空白を含めない。

[Confirm Password] フィールド

確認のためのパスワードの再入力。

[Password Expires] チェックボッ このチェックボックスをオンにすると、このパスワードは期限
クス
切れとなり、所定の日付に変更する必要があります。
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名前

説明

[Expiration Date] フィールド

[Password Expires] チェックボックスをオンにしている場合は、
このフィールドにパスワードが期限切れとなる日付を指定しま
す。 日付の形式は yyyy-mm-dd です。
このフィールドの終端にある下矢印をクリックするとカレンダー
が表示されるので、それを使用して期限日を選択できます。

ステップ 5

[Roles] 領域で 1 つ以上のボックスをオンにして、ユーザ アカウントにロールと権限を割り当てま
す。

ステップ 6

（オプション） システムに組織が含まれる場合、[Locales] 領域の 1 つ以上のチェックボックスを
オンにして、適切なロケールをユーザに割り当てます。

ステップ 7

[SSH] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
a) [Type] フィールドで、次の手順を実行します。
• [Password Required]：ユーザはログインするときにパスワードを入力する必要があります。
• [Key]：このユーザがログインするときに、Secure Shell（SSH; セキュア シェル） 暗号化
が使用されます。
b) [Key] を選択する場合、[SSH data] フィールドに SSH キーを入力します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ローカルで認証されたユーザ アカウントに割り当てられたロケールの変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] ➤ [Locally Authenticated Users] を
展開します。

ステップ 3

修正するユーザ アカウントをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Locales] 領域で、次の手順を実行します。
• ユーザ アカウントに新しいロケールを割り当てるには、適切なチェックボックスをオンにし
ます。
• ユーザ アカウントからロケールを削除するには、適切なチェックボックスをオフにします。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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ローカルで認証されたユーザ アカウントに割り当てられたロールの変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] ➤ [Locally Authenticated Users] を
展開します。

ステップ 3

修正するユーザ アカウントをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Roles] 領域で、次の手順を実行します。
• ユーザ アカウントに新しいロールを割り当てるには、適切なチェックボックスをオンにしま
す。
• ユーザ アカウントからロールを削除するには、適切なチェックボックスをオフにします。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

ローカルに認証されたユーザ アカウントの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] ➤ [User Services] を展開します。

ステップ 3

[Locally Authenticated Users] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するユーザ アカウントを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

[Delete] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。

ユーザ セッションのモニタリング
CLI または GUI のいずれでログインしているかに関係なく、ローカル認証されたユーザとリモー
ト認証されたユーザの両方について、Cisco UCS Manager セッションをモニタできます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [User Management] を展開します。

ステップ 3

[User Services] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Sessions] タブをクリックします。
このタブには、ユーザ セッションに関する次の詳細情報が表示されます。
名前

説明

[Name] カラム

セッションの名前。

[User] カラム

セッションに参加しているユーザ名。

[Fabric ID] カラム

このセッションのためにユーザがログインしているファブリッ
ク インターコネクト。

[Login Time] カラム

セッションが開始された日時。

[Terminal Type] カラム

ユーザがログインするときに使用する端末の種類。

[Host] カラム

ユーザのログイン元である IP アドレス。
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章

ファームウェアの管理
この章の構成は、次のとおりです。
• ファームウェアの概要, 137 ページ
• ファームウェア イメージの管理, 138 ページ
• ファームウェア アップグレード, 139 ページ
• ファームウェアのダウングレード, 149 ページ
• ファームウェアのアップグレードのための前提条件, 150 ページ
• ファームウェア パッケージのダウンロードと管理, 155 ページ
• エンドポイントでのファームウェアの直接アップデート, 160 ページ
• サービス プロファイルによるファームウェアのアップデート, 172 ページ
• コンポーネントのファームウェア バージョンの確認, 178 ページ
• 機能カタログの管理, 179 ページ

ファームウェアの概要
Cisco UCS は、シスコから提供および認証されたファームウェアを使用して、Cisco UCS インスタ
ンスのエンドポイントをサポートします。 各エンドポイントは、ファームウェアの機能を必要と
する、インスタンスのコンポーネントです。 Cisco UCS インスタンスには、次のファームウェア
エンドポイントが含まれます。ファームウェアのアップグレード時には、これらのエンドポイン
トをアップグレードする必要があります。
• BIOS、ストレージ コントローラ（RAID コントローラ）、Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）など、サーバ上に物理的に配置されたエンドポイント
• NIC および HBA ファームウェア、オプション ROM（該当する場合）など、アダプタに物理
的に配置されたエンドポイント
• I/O モジュール
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• ファブリック インターコネクト
• Cisco UCS Manager

（注）

リリース 1.3（1）では、BMC の名前が CIMC コントローラに変更されました。 このリリース
へのアップグレード後に、Cisco UCS Manager では BMC という用語は使用されなくなります。
このマニュアルはリリース 1.3（1）を対象としているため、CIMC という用語が BMC よりも
使用されることがあります。
シスコは、ファームウェア イメージとそのアップデートを管理するための一連のベスト プラク
ティスを保持しています。このマニュアルおよび次のテクニカル ノートを参照してください。
『Unified Computing System Firmware Management Best Practices』
このマニュアルでは、ファームウェアの管理に次の定義を使用します。
アップグレード

エンドポイントで動作するファームウェアを、リリースやパッチなど他の
イメージに変更する。 アップグレードには、アップデートとアクティブ化
も含まれます。

アップデート

ファームウェア イメージを、エンドポイントのバックアップ パーティショ
ンにコピーする。

アクティブ化

バックアップ パーティション内のファームウェアを、エンドポイント上の
アクティブなファームウェア バージョンとして設定する。 アクティブ化
によって、エンドポイントのリブートが必要となったり発生したりする可
能性があります。

ファームウェア イメージの管理
シスコでは、Cisco UCS コンポーネントにすべてのファームウェア アップデートまたはパッケー
ジをイメージで提供しています。 これらのイメージには、次のものがあります。
• 1 つのコンポーネントのファームウェアが保存されたコンポーネント イメージ
• コンポーネント イメージの集合であるパッケージ
シスコでは、イメージごとにリリース ノートも提供しています。イメージを取得したサイトと同
じ Web サイトから取得できます。
Cisco UCS Manager には、コンポーネント イメージとパッケージの両方をファブリック インター
コネクトにダウンロードするためのメカニズムが用意されています。

ファームウェア イメージ ヘッダー
すべてのファームウェア イメージに、次の情報を含むヘッダーがあります。
• チェックサム
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• バージョン情報
• コンポーネント イメージの互換性と依存関係を確認するためにシステムで使用される互換性
情報

ファームウェア イメージ カタログ
Cisco UCS Manager には、ファブリック インターコネクトにダウンロードされているファームウェ
ア イメージとそのコンテンツのカタログを示す 2 つのビューが用意されています。
パッケージ このビューには、ファブリック インターコネクトにダウンロードされているパッ
ケージが読み取り専用で表示されます。 このビューは、イメージのコンテンツでは
なく、イメージを基準にソートされます。 パッケージについては、このビューを使
用して、各ダウンロード済みパッケージに存在する（過去に存在した）コンポーネ
ント イメージを確認できます。
イメージ

イメージ ビューには、システムで使用できるコンポーネント イメージが表示されま
す。 このビューでパッケージを確認することはできません。 各コンポーネント イ
メージについて表示される情報には、コンポーネントの名前、イメージ サイズ、イ
メージ バージョン、およびコンポーネントのベンダーとモデルが含まれます。
このビューを使用して、各コンポーネントに使用できるファームウェア アップデー
トを識別できます。 また、このビューを使用して、古くなったイメージや不要なイ
メージを削除することもできます。 パッケージ内のすべてのイメージが削除される
と、Cisco UCS Manager によってパッケージが削除されます。

ヒント

Cisco UCS Manager によって、ファブリック インターコネクトのブートフラッシュにイメージ
が保存されます。 クラスタ システムでは、すべてのイメージが互いに同期されるので、両方
のファブリック インターコネクトにおけるブートフラッシュのスペース使用量は等しくなり
ます。 Cisco UCS Manager でブートフラッシュの容量不足が報告された場合は、古くなったイ
メージを削除してスペースを解放します。

ファームウェア アップグレード
Cisco UCS のファームウェアは、次の方法の組み合せによってアップグレードされます。
• エンドポイントでの直接アップグレード。 2 つのファブリック インターコネクトからなるク
ラスタ設定では、直接アップグレードを利用すると、データ トラフィックの中断を最小限に
抑えることができます。 ただし、直接アップグレードするエンドポイントに対するファーム
ウェア ポリシーが Cisco UCS インスタンスに含まれていないことが必要です。 ファブリック
インターコネクトが 1 つだけの Cisco UCS インスタンスでは、トラフィックの中断は避けら
れません。
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• ホスト ファームウェア パッケージ、管理ファームウェア パッケージ、またはその両方を含
むサービス プロファイルを介したサーバ エンドポイントへのアップグレード。 この方法で
はデータ トラフィックが中断されるので、メンテナンス時に実行する必要があります。

（注）

サーバ BIOS、ストレージ コントローラ、Host Bus Adapter（HBA; ホスト バス アダプタ）ファー
ムウェア、および HBA オプション ROM を含むエンドポイントには、直接アップグレードを
使用できません。 これらのエンドポイントは、サーバに関連付けられたサービス プロファイ
ルに含まれているホスト ファームウェア パッケージを利用してアップグレードする必要があ
ります。

ファームウェア アップグレードに関するガイドラインと注意事項
Cisco UCS インスタンスでエンドポイントのファームウェアをアップグレードする前に、次のガ
イドラインと注意事項を考慮してください。
エンドポイントごとに適切なタイプのファームウェア アップグレードを決定する
アダプタやサーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）など、エンドポイントによっ
て直接ファームウェアアップグレードを使用するか、サービスプロファイルに含まれるファーム
ウェア パッケージを使用してアップグレードできます。 Cisco UCS インスタンスの設定によっ
て、これらのエンドポイントのアップグレード方法が決定します。 サーバに関連付けられたサー
ビス プロファイルにホスト ファームウェア パッケージが含まれている場合は、ファームウェア
パッケージを介してサーバのアダプタをアップグレードします。 同様に、サーバに関連付けられ
たサービス プロファイルに管理ファームウェア パッケージが含まれている場合には、ファーム
ウェア パッケージを介してサーバの CIMC をアップグレードします。
管理ファームウェア パッケージからの CIMC のアップグレードまたはサーバに関連付けられた
サービスプロファイルのファームウェアパッケージからのアダプタのアップグレードは、直接的
なファームウェア アップグレードよりも優先されます。 サーバに関連付けられたサービス プロ
ファイルにファームウェア パッケージが含まれる場合は、エンドポイントを直接アップグレード
することができません。 直接的なアップグレードを実行するには、サービス プロファイルから
ファームウェア パッケージを削除する必要があります。
サーバやシャーシのメンテナンスを行わない

注意

アップデート プロセスが完了するまでは、エンドポイントを含むハードウェアを取り外した
り、ハードウェアのメンテナンスを行ったりしないでください。 ハードウェアが取り外され
たり、メンテナンスで使用できない状態になったりすると、ファームウェアのアップデートに
失敗します。 この失敗によって、バックアップ パーティションが破損する場合があります。
バックアップ パーティションが破損しているエンドポイントでは、ファームウェアをアップ
デートできません。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
140

OL-22801-02-J

ファームウェア アップグレード
ファームウェア アップグレードに関するガイドラインと注意事項

ファブリック インターコネクトの数
2 つのファブリック インターコネクトからなるクラスタ設定では、ファブリック インターコネク
ト間のフェールオーバーを利用でき、データ トラフィックを中断せずにエンドポイントの直接
ファームウェア アップグレードを実行できます。 ただし、ホストまたは管理ファームウェア パッ
ケージを介してアップグレードする必要があるエンドポイントについては、データ トラフィック
の中断は避けられません。
1 つのファブリック インターコネクトを使用するスタンドアロン設定では、エンドポイントの直
接ファームウェアアップグレードを実行するときのデータトラフィックの中断を最小限に抑える
ことができます。 ただし、アップグレードを完了するにはファブリック インターコネクトをリ
ブートする必要があるので、トラフィックの中断は避けられません。
Cisco UCS Manager GUI ですべてのエンドポイントを同時にアクティブにしない
Cisco UCS Manager GUI を使用してファームウェアをアップデートする場合は、[Activate Firmware]
ダイアログボックスの [Filter] ドロップダウン リストから [ALL] を選択することで、すべてのエン
ドポイントを同時にアクティブにしないでください。多くのファームウェアリリースおよびパッ
チには依存関係があり、ファームウェアのアップデートを成功させるためには、エンドポイント
を特定の順序でアクティブにする必要があります。 この順序は、リリースまたはパッチのコンテ
ンツによって変更できます。 すべてのエンドポイントをアクティブにすると、アップデートは必
ずしも必要な順序で行われず、エンドポイント、ファブリック インターコネクト、および Cisco
UCS Manager 間の通信が中断される場合があります。 特定のリリースまたはパッチの依存関係に
ついては、そのリリースまたはパッチに付属のリリース ノートを参照してください。
アクティベーションの影響
直接アップグレード中に、アダプタに対して [Set Startup Version Only] を設定する必要がありま
す。 この設定により、アクティベートされたファームウェアは pending-next-boot の状態になり、
サーバはすぐにリブートされません。 アクティベートされたファームウェアは、サーバがリブー
トされるまでアダプタのファームウェアの実行バージョンになりません。ホストファームウェア
パッケージのアダプタには [Set Startup Version Only] を設定できません。
サーバがサービス プロファイルに関連付けられていない場合は、アクティベートされたファーム
ウェアが pending-next-boot の状態になります。 サーバとサービス プロファイルの関連付けが行わ
れるまで Cisco UCS Manager によるエンドポイントのリブートや、ファームウェアのアクティベー
トは行われません。 必要に応じて、関連付けられていないサーバを手動でリブートしてファーム
ウェアをアクティベートできます。
I/O モジュールに [Set Startup Version Only] を設定する場合、I/O モジュールはデータ パスのファブ
リック インターコネクトがリブートされたときにリブートされます。 I/O モジュールに [Set Startup
Version Only] を設定しない場合は、I/O モジュールがリブートされ、トラフィックが中断されま
す。 また、Cisco UCS Manager が I/O モジュールとの間でプロトコルとファームウェア バージョ
ンの不一致を検出した場合、Cisco UCS Manager は自らのバージョンと一致するファームウェア
バージョンで I/O モジュールを自動的に更新します。
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Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter はアップグレード不可
Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter（N20-AI0002）のファームウェアは、製造元で
ハードウェアに設定されています。 このアダプタのファームウェアはアップグレードできませ
ん。

ファームウェア バージョン
エンドポイントのファームウェア バージョンは、そのエンドポイントの種類によって異なりま
す。 ファブリック インターコネクトに物理的に配置されたエンドポイントには、サーバまたは
I/O モジュールに物理的に配置されたエンドポイントとは異なるファームウェア バージョンがイ
ンストールされています。
CIMC、I/O モジュール、およびアダプタのファームウェア バージョン
各 Cisco Integrated Management Controller（CIMC）、I/O モジュール、およびアダプタには、フラッ
シュにファームウェア用の 2 つのスロットがあります。 各スロットで、ファームウェアのバー
ジョンが保持されます。 一方がアクティブ スロット、もう一方がバックアップ スロットとなり
ます。 コンポーネントは、アクティブに指定されたスロットからブートします。
Cisco UCS Manager では、ファームウェア バージョンに関する次の用語が使用されます。
実行バージョン

実行バージョンは、エンドポイントで使用されているアクティブなファー
ムウェアです。

起動バージョン

起動バージョンは、エンドポイントが次に起動するときに使用されるファー
ムウェアです。 Cisco UCS Manager では、起動バージョンを変更するため
にアクティブ化操作が使用されます。

バックアップバー
ジョン

バックアップ バージョンは、エンドポイントでは使用されていない、もう
一方のスロットのファームウェアです。 このバージョンは、エンドポイン
トにアップデートし、まだアクティブ化していないファームウェアである
か、最近のアクティブ化で置換された古いファームウェア バージョンで
す。 Cisco UCS Manager では、バックアップ スロットのイメージを置換す
るためにアップデート操作が使用されます。

エンドポイントは起動バージョンからブートできない場合、バックアップ バージョンからブート
します。
ファブリック インターコネクトおよび Cisco UCS Manager のファームウェア バージョン
ファブリック インターコネクトのファームウェアおよび Cisco UCS Manager は、ファブリック イ
ンターコネクトでだけアクティブ化できます。 ファブリック インターコネクトにはすべてのイ
メージが保存されているので、ファブリック インターコネクトおよび Cisco UCS Manager のファー
ムウェアにはバックアップ バージョンがありません。 そのため、サーバの CIMC やアダプタのよ
うに、ブート可能ファブリック インターコネクト イメージの数が 2 つに制限されることはありま
せん。 その代わり、ブート可能ファブリック インターコネクト イメージの数は、ファブリック
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インターコネクトのメモリの使用可能容量と、そこに保存されているイメージの数によって制限
されます。
ファブリック インターコネクトおよび Cisco UCS Manager のファームウェアには、カーネルおよ
びシステムファームウェアの実行バージョンと起動バージョンがあります。カーネルおよびシス
テム ファームウェアは、同じファームウェア バージョンを実行している必要があります。

エンドポイントでのファームウェアの直接アップグレード
適切な手順に従い、正しい順序でアップグレードを適用すれば、エンドポイントでのファームウェ
アの直接アップグレードと、新しいファームウェア バージョンのアクティブ化による Cisco UCS
インスタンスのトラフィックへの影響はわずかしかありません。
次のエンドポイントでは、ファームウェアを直接アップグレードできます。
• アダプタ
• CIMC
• I/O モジュール
• ボード コントローラ
• Cisco UCS Manager
• ファブリック インターコネクト
アダプタおよびボード コントローラのファームウェアは、サービス プロファイルのホスト ファー
ムウェア パッケージを介してアップグレードすることもできます。 ホスト ファームウェア パッ
ケージを使用してこのファームウェアをアップグレードすると、ファームウェアのアップグレー
ド プロセス中にサーバをリブートしなければならない回数を減らすことができます。

（注）

管理ファームウェア パッケージからの CIMC のアップグレードまたはサーバに関連付けられ
たサービス プロファイルのファームウェア パッケージからのアダプタのアップグレードは、
直接的なファームウェア アップグレードよりも優先されます。 サーバに関連付けられたサー
ビス プロファイルにファームウェア パッケージが含まれる場合は、エンドポイントを直接アッ
プグレードすることができません。 直接的なアップグレードを実行するには、サービス プロ
ファイルからファームウェア パッケージを削除する必要があります。

直接的なファームウェア アップグレードの工程
Cisco UCS Manager では、直接的なアップグレードのプロセスは 2 つの工程に分けられます。それ
により、サーバや他のエンドポイントでのアップタイムに影響を与えずに、システムを稼動した
まま、ファームウェアをエンドポイントに確実にプッシュできます。
アップデート
この工程では、システムにより、選択したファームウェアバージョンがプライマリファブリック
インターコネクトからエンドポイント内のバックアップ パーティションにコピーされ、ファーム
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ウェア イメージが破損していないことが確認されます。 アップデート プロセスでは、常にバッ
クアップ スロット内のファームウェアが上書きされます。
アップデート工程は、次のエンドポイントにだけ適用されます。
• アダプタ
• CIMC
• I/O モジュール
このアップデートを「Startup Version Only」に設定すると、エンドポイントがすぐにリブートされ
るのを回避できます。 これにより、アップデートは任意の時間に実行し、アクティブ化とリブー
トはメンテナンス期間になってから行うことができます。

注意

アップデート プロセスが完了するまでは、エンドポイントを含むハードウェアを取り外した
り、ハードウェアのメンテナンスを行ったりしないでください。 ハードウェアが取り外され
たり、メンテナンスで使用できない状態になったりすると、ファームウェアのアップデートに
失敗します。 この失敗によって、バックアップ パーティションが破損する場合があります。
バックアップ パーティションが破損しているエンドポイントでは、ファームウェアをアップ
デートできません。

アクティブ化
この工程では、指定したイメージ バージョン（通常はバックアップ バージョン）がシステムに
よって起動バージョンに設定されます。[Set Startup Version Only] を指定していなければ、エンド
ポイントはただちにリブートされます。エンドポイントがリブートされると、バックアップパー
ティションがアクティブ パーティションになり、アクティブ パーティションがバックアップ パー
ティションになります。新しいアクティブパーティション内のファームウェアが起動バージョン
および実行バージョンになります。
次のエンドポイントでは、指定したファームウェア イメージがすでにエンドポイント上に存在す
るため、アクティベーションだけが必要になります。
• Cisco UCS Manager
• ファブリック インターコネクト
• ボード コントローラ（ボード コントローラをサポートするサーバの場合）
ファームウェアがアクティブになると、エンドポイントはリブートされ、新しいファームウェア
がアクティブなカーネル バージョンおよびシステム バージョンになります。 エンドポイントは、
起動ファームウェアからブートできないと、デフォルトのバックアップ バージョンに戻り、障害
を報告します。
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注意

I/O モジュールに [Set Startup Version Only] を設定する場合、I/O モジュールはデータ パスのファ
ブリック インターコネクトがリブートされたときにリブートされます。 I/O モジュールに [Set
Startup Version Only] を設定しない場合は、I/O モジュールがリブートされ、トラフィックが中
断されます。 また、Cisco UCS Manager が I/O モジュールとの間でプロトコルとファームウェ
ア バージョンの不一致を検出した場合、Cisco UCS Manager は自らのバージョンと一致する
ファームウェア バージョンで I/O モジュールを自動的に更新します。

ファームウェア アクティベーションを行うコンポーネントの推奨順序
Cisco UCS インスタンス内の個々のコンポーネントのファームウェアをアップグレードする場合
は、アクティベーションを迅速に行うため、およびファームウェア バージョンの不整合に関する
問題の発生を回避するために必要な順序でアップデートをアクティブにすることを推奨します。
Cisco UCS Release 1.0(2) 以降からアップデートするときの推奨順序
1 アダプタ（インターフェイス カード）：アダプタを直接アップグレードする場合は、このス
テップを最初に実行します。 ただし、必要ならば、このステップは省略し、最後のステップ
（ホスト ファームウェア パッケージ）内でアダプタをアップグレードすることもできます。
2 BMC：ホスト ファームウェア パッケージ内でアダプタをアップグレードする場合は、このス
テップを最初に実行します。
3 I/O モジュール
4 Cisco UCS Manager
5 ファブリック インターコネクト
6 ホスト ファームウェア パッケージ：アップグレード プロセスの最後のステップです。 サーバ
をリブートしなければならない回数を 1 つ減らすために、このステップ中にボード コントロー
ラのファームウェアをアップグレードすることを推奨します。 BIOS およびストレージ コント
ローラのファームウェアは、ホスト ファームウェア パッケージ内でアップグレードする必要
があります。
Cisco UCS Release 1.0(1) からアップデートするときの推奨順序
1 アダプタ（インターフェイス カード）：アダプタを直接アップグレードする場合は、このス
テップを最初に実行します。 ただし、必要ならば、このステップは省略し、最後のステップ
（ホスト ファームウェア パッケージ）内でアダプタをアップグレードすることもできます。
2 BMC：ホスト ファームウェア パッケージ内でアダプタをアップグレードする場合は、このス
テップを最初に実行します。
3 I/O モジュール
4 ファブリック インターコネクト
5 Cisco UCS Manager
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6 ホスト ファームウェア パッケージ：アップグレード プロセスの最後のステップです。 サーバ
をリブートしなければならない回数を 1 つ減らすために、このステップ中にボード コントロー
ラのファームウェアをアップグレードすることを推奨します。 BIOS およびストレージ コント
ローラのファームウェアは、ホスト ファームウェア パッケージ内でアップグレードする必要
があります。

ファームウェアの直接アップグレードによる停止の影響
エンドポイントでファームウェアの直接アップグレードを実行すると、Cisco UCS インスタンス
でトラフィックが中断されたり、1 つ以上のエンドポイントが停止したりする可能性があります。
ファブリック インターコネクト ファームウェア アップグレードによる停止の影響
ファブリック インターコネクトのファームウェアをアップグレードすると、次のような停止また
は中断が発生します。
• ファブリック インターコネクトがリブートします。
• 対応する I/O モジュールがリブートします。
Cisco UCS Manager ファームウェア アップグレードによる停止の影響
Cisco UCS Manager のファームウェアをアップグレードすると、次のような中断が発生します。
Cisco UCS Manager GUI

• Cisco UCS Manager GUI にログインしているすべてのユーザはロ
グアウトされ、そのセッションは終了します。
• 保存していない進行中の作業が失われます。

Cisco UCS Manager CLI

telnet 経由でログインしているすべてのユーザはログアウトされ、そ
のセッションは終了します。コンソールセッションは終了しません。

I/O モジュール ファームウェア アップグレードによる停止の影響
I/O モジュールのファームウェアをアップグレードすると、次のような停止または中断が発生しま
す。
• 単一の ファブリック インターコネクトを使用したスタンドアロン設定の場合、I/O モジュー
ルのリブート時にデータ トラフィックが中断されます。 2 つのファブリック インターコネ
クトを使用したクラスタ設定の場合、データ トラフィックは他の I/O モジュールと、その
データ パスにあるファブリック インターコネクトにフェールオーバーします。
• 新しいファームウェアを起動バージョンに限定してアクティブ化すると、I/O モジュールは
対応するファブリック インターコネクトのリブート時にリブートされます。
• 新しいファームウェアを実行バージョンおよび起動バージョンとしてアクティブ化すると、
I/O モジュールはただちにリブートされます。
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• ファームウェア アップグレードの後、I/O モジュールが使用可能になるまでに、最大 10 分か
かる可能性があります。
CIMC ファームウェア アップグレードによる停止の影響
サーバの CIMC のファームウェアをアップグレードした場合は、CIMC と内部プロセスだけに影
響します。 サーバ トラフィックは中断されません。 このファームウェア アップグレードにより、
CIMC で次のような停止または中断が発生します。
• KVM コンソールおよび vMedia からサーバ上で実行されているアクティビティは中断されま
す。
• モニタリングまたは IPMI ポーリングは中断されます。
アダプタ ファームウェア アップグレードによる停止の影響
アダプタのファームウェアをアクティブ化し、[Set Startup Version Only] オプションを設定してい
ない場合、次のような停止および中断が発生します。
• サーバがリブートします。
• サーバ トラフィックが中断されます。

サービス プロファイルによるファームウェア アップグレード
次のポリシーを定義し、サーバに関連付けられたサービス プロファイルにそれらのポリシーをイ
ンクルードすることにより、サービス プロファイルを使用してサーバの BIOS を含むサーバおよ
びアダプタのファームウェアをアップグレードできます。
• ホスト ファームウェア パッケージ ポリシー
• 管理ファームウェア パッケージ ポリシー

（注）

サービス プロファイルを介して I/O モジュール、ファブリック インターコネクト、または
Cisco UCS Manager のファームウェアをアップグレードすることはできません。 これらのエン
ドポイントのファームウェアは直接アップグレードする必要があります。

ホスト ファームウェア パッケージ
このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ（ホスト ファームウェア パックとも呼ば
れます）を構成するファームウェア バージョンのセットを指定できます。 ホスト ファームウェ
アには、サーバおよびエンドポイント用の次のファームウェアが含まれます。
• Adapter Firmware Packages（アダプタ ファームウェア パッケージ）
• Storage Controller Firmware Packages（ストレージ コントローラ ファームウェア パッケー
ジ）
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• Fibre Channel Adapters Firmware Packages（ファイバチャネル アダプタ ファームウェア パッ
ケージ）
• BIOS Firmware Packages（BIOS ファームウェア パッケージ）
• HBA Option ROM Packages（HBA オプション ROM パッケージ）
• Board Controller Packages（ボード コントローラ パッケージ）

ヒント

同一のホスト ファームウェア パッケージには、複数のタイプのファームウェアを含めること
ができます。 たとえば、ホスト ファームウェア パッケージには、2 種類の異なるモデルのア
ダプタに対して、BIOS ファームウェアとストレージ コントローラの両方を含めることができ
ます。 しかし、同じタイプ、ベンダー、およびモデル番号のファームウェア バージョンは、
1 つだけ含めることができます。 システムでは、エンドポイントに必要なファームウェア バー
ジョンが認識され、その他すべてのファームウェア バージョンは無視されます。
ファームウェアパッケージは、このポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関
連付けられたすべてのサーバにプッシュされます。
このポリシーは、同じポリシーを使用しているサービス プロファイルに関連付けられているすべ
てのサーバでホスト ファームウェアが同一であることを保証します。 したがって、サービス プ
ロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェアのバージョンはそ
のまま変わりません。 さらに、ファームウェア パッケージのエンドポイントのファームウェア
バージョンを変更した場合、その影響を受けるサービス プロファイルすべてに新しいバージョン
がただちに適用されます。また、この結果、サーバがリブートされることがあります。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。
前提条件
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。 サービス
プロファイルがあるサーバと Cisco UCS Manager とのアソシエーションを形成しようとしている
ときに、このファームウェア イメージが使用できない場合、Cisco UCS Manager ではファームウェ
アの更新が無視され、アソシエーションの形成は完了します。

管理ファームウェア パッケージ
このポリシーを使用して、管理ファームウェアパッケージ（管理ファームウェアパックとも呼ば
れる）を構成する一連のファームウェア バージョンを指定できます。 管理ファームウェア パッ
ケージには、サーバ上の Cisco Integrated Management Controller（CIMC）がインクルードされます。
CIMC を直接アップグレードする場合は、このパッケージを使用する必要はありません。
ファームウェアパッケージは、このポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関
連付けられたすべてのサーバにプッシュされます。 このポリシーは、同じポリシーを使用してい
るサービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバで CIMC ファームウェアが同一である
ことを保証します。したがって、サービスプロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した
場合でも、ファームウェアのバージョンはそのまま変わりません。
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このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。

サービス プロファイルによるファームウェア アップグレードの工程
サービス プロファイル内のホストおよび管理ファームウェア パッケージ ポリシーを使用して、
サーバとアダプタ ファームウェアをアップグレードできます。

注意

エンドポイントの追加または既存エンドポイントのファームウェア バージョンの変更により
ホスト ファームウェア パッケージを変更すると、Cisco UCS Manager によってそのエンドポイ
ントはアップグレードされ、変更が保存されるとすぐに、そのファームウェア パッケージに
関連付けられているすべてのサーバがリブートされます。それにより、そのサーバで送受信さ
れるデータ トラフィックが中断されます。

新しいサービス プロファイル
新しいサービス プロファイルの場合、このアップグレードは次の工程で行われます。
ファームウェア パッケー この工程では、ホスト/管理ファームウェア パッケージを作成し、そ
れらを適切なファームウェア ポリシーに含めます。
ジ ポリシーの作成
サービス プロファイルの この工程では、ファームウェア パッケージをサービス プロファイル
に含めてから、そのサービスプロファイルをサーバと関連付けます。
関連付け
選択したファームウェア バージョンが、システムからエンドポイン
トにプッシュされます。 ホスト ファームウェア パッケージの場合、
ファームウェア パッケージで指定されたバージョンがエンドポイン
トで実行されるように、サーバがリブートされます。

既存のサービス プロファイル
サービス プロファイルがすでにサーバと関連付けられている場合は、ホスト ファームウェア パッ
ケージに対する変更を保存するとすぐに、Cisco UCS Manager によってそのファームウェアがアッ
プグレードされます。 ホスト ファームウェア パッケージの場合、変更が保存されるとすぐに、
Cisco UCS Manager によってサーバがリブートされます。

ファームウェアのダウングレード
Cisco UCS インスタンスでのファームウェアのダウングレードは、ファームウェアのアップグレー
ドと同様の方法で行います。 ファームウェアをアップデートするときに選択するパッケージまた
はバージョンによって、アップグレードを実行するか、ダウングレードを実行するかが決まりま
す。
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ファームウェアのアップグレードのための前提条件
ファームウェアのアップグレードとダウングレードの前提条件
Cisco UCS インスタンス内のすべてのエンドポイント上でファームウェアのアップグレードまた
はダウングレードを開始する前に、それらのエンドポイントが正常に機能していて、すべてのプ
ロセスが完了している必要があります。 機能状態でないエンドポイントは、アップグレードまた
はダウングレードできません。 たとえば、未検出のサーバ上のファームウェアは、アップグレー
ドまたはダウングレードできません。完了していないプロセス（最大試行回数後に失敗したFSM
など）があると、エンドポイント上でのアップグレードまたはダウングレードは失敗する可能性
があります。 FSM が進行中の場合、Cisco UCS Manager は、アップデートとアクティベーション
をキューに入れ、FSM が正常に完了してからそれらを実行します。
[Equipment] タブ上でコンポーネントが色付きのボックスで囲まれている場合は、そのコンポーネ
ント上のエンドポイントをアップグレードまたはダウングレードできない可能性があります。 エ
ンドポイントをアップグレードする前に、そのコンポーネントのステータスを確認します。

（注）

Cisco UCS Manager GUI の [Installed Firmware] タブでは、これらの前提条件を満たすために必
要な情報が十分得られません。
Cisco UCS インスタンスでファームウェアをアップグレードまたはダウングレードする前に、次
の前提条件を満たします。
• 設定を All Configuration バックアップ ファイルにバックアップする。
• クラスタ設定の場合、ファブリック インターコネクトのハイ アベイラビリティ ステータス
を見て、両方ともアップ状態で稼動中であることを確認する。
• スタンドアロン設定の場合、ファブリック インターコネクトの [Overall Status] が [Operable]
であることを確認する。
• すべてのサーバ、I/O モジュール、およびアダプタが正常に機能していることを確認する。
動作不能のサーバは、アップグレードできません。
• すべてのサーバが検出済みであることを確認する。 これらは、電源が入っていなくても、
サービス プロファイルと関連付けられていなくてもかまいません。

All Configuration バックアップ ファイルの作成
この手順は、All Configuration バックアップ ファイルに対して既存のバックアップ操作を行ってい
ないことを前提としています。

操作を行う前に
バックアップ サーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャルを取得します。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Backup Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Backup Configuration] ダイアログボックスで [Create Backup Operation] をクリックします。

ステップ 6

[Create Backup Operation] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
• [Admin State] フィールド：[OK] をクリックした直後にバックアップ操作を実行するには、
[enabled] オプション ボタンをクリックします。
• [Type] フィールド：すべてのシステムおよび論理設定情報を含む XML バックアップ ファ
イルを作成するには、[All configuration] オプション ボタンをクリックします。
• [Preserve Identities] チェックボックス：Cisco UCS インスタンスに、保存の必要なプールか
ら派生した ID が含まれている場合、このチェックボックスをオンにします。
MAC アドレス、WWNN、WWPN、UUID などの ID は実行時に割り当てられます。 バッ
クアップ ファイルのインポート後にこれらの ID が変更されないようにするには、この
チェックボックスをオンにする必要があります。 このチェックボックスをオンにしない
と、インポート後または PXE ブートや SAN ブートなどの操作後にこれらの ID が変更さ
れることがあります。
• [Protocol] フィールド：使用するプロトコルに対してファイルをバックアップ サーバに転
送するように示すには、次のオプション ボタンのいずれかをクリックします。
◦ [FTP]
◦ [TFTP]
◦ [SCP]
◦ [SFTP]
• [Hostname] フィールド：バックアップファイルの保存場所の IP アドレスまたはホスト名
を入力します。 これは、サーバ、ストレージ アレイ、ローカル ドライブ、またはファブ
リック インターコネクトがネットワークからアクセスできる任意の読み取り/書き込みメ
ディアのいずれかになります。 ホスト名を使用する場合、DNS サーバを使用するように
Cisco UCS Manager を設定する必要があります。
• [Remote File] フィールド：バックアップ設定ファイルのフル パスを入力します。 この
フィールドには、ファイル名とパスを入力できます。 ファイル名を省略した場合は、バッ
クアップ手順でファイルに名前が割り当てられます。
• [User] フィールド：バックアップ場所へのログインに Cisco UCS Manager で使用される名
前を入力します。 プロトコルに TFTP を選択した場合、このフィールドを入力する必要
はありません。
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• [Password] フィールド：ユーザ名に関連付けられているパスワードを入力します。 プロト
コルに TFTP を選択した場合、このフィールドを入力する必要はありません。
b) [OK] をクリックします。
ステップ 7

Cisco UCS Manager によって確認ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。
[Admin State] フィールド をイネーブルに設定した場合は、Cisco UCS Manager が、選択した設定
タイプのスナップショットを取得し、そのファイルをネットワークの場所にエクスポートします。
バックアップ操作は [Backup Configuration] ダイアログボックスの [Backup Operations] テーブルに
表示されます。

ステップ 8

（オプション） バックアップ操作の進捗を確認するには、次の手順を実行します。
a) バックアップ操作が [Properties] 領域に表示されない場合は、[Backup Operations] テーブルの
バックアップ操作をクリックします。
b) [Properties] 領域で、[FSM Details] バーの下矢印をクリックします。
[FSM Details] 領域が展開され、操作のステータスが表示されます。

ステップ 9

[OK] をクリックして [Backup Configuration] ダイアログボックスを閉じます。
バックアップ操作は、完了するまで続行されます。 進捗状況を確認するには、再度 [Backup
Configuration] ダイアログボックスを開きます。

ファブリック インターコネクトの全体的ステータスの確認
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

確認するファブリック インターコネクトのノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Status] 領域で、[Overall Status] が [operable] であることを確認します。
ステータスが [operable] でない場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカ
ルサポートにお問い合わせください。 ファームウェアのアップグレードは実行しないでくださ
い。 show tech-support コマンドの詳細については、『Cisco UCS Troubleshooting Guide』を参照し
てください。

クラスタ設定のハイ アベイラビリティ ステータスとロールの確認
クラスタ設定では、ハイ アベイラビリティ ステータスは両方のファブリック インターコネクト
で同じです。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

クラスタ内のいずれかのファブリック インターコネクトに対応するノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[High Availability Details] 領域にフィールドが表示されていない場合は、見出しの右側にある [Expand]
アイコンをクリックします。

ステップ 6

次のフィールドに次の値が表示されていることを確認します。
フィールド名

必要な値

[Ready] フィールド

[Yes]

[State] フィールド

[Up]

上記と値が異なる場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートに
お問い合わせください。 ファームウェアのアップグレードは実行しないでください。
ステップ 7

[Leadership] フィールドの値によって、ファブリック インターコネクトがプライマリか従属かが決
定されます。
ファブリック インターコネクトでファームウェアをアップグレードするには、この情報を入手し
ておく必要があります。

I/O モジュールのステータスの確認
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

I/O モジュールのステータスを確認するシャーシを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [IO Modules] タブをクリックします。

ステップ 5

各 I/O モジュールについて、次のカラムに次の値が表示されていることを確認します。
フィールド名

必要な値

[Overall Status] カラム

[ok]

[Operability] カラム

[operable]
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上記と値が異なる場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートに
お問い合わせください。 ファームウェアのアップグレードは実行しないでください。
ステップ 6

手順 3 ～ 5 を繰り返し、各シャーシ内の I/O モジュールのステータスを確認します。

サーバのステータスの確認
サーバが動作不能の場合、Cisco UCS インスタンスの他の サーバについてはアップグレードを実
行できます。 ただし、動作不能なサーバはアップグレードできません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] をクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Servers] タブをクリックし、すべてのシャーシ内のすべてのサーバのリストを表
示します。

ステップ 4

各サーバについて、次のカラムに次の値が表示されていることを確認します。
フィールド名

必要な値

[Overall Status] カラム

[ok]、[unassociated]、または障害を示していな
い値
[dicovery-failed] のように値が障害を示している
場合、そのサーバのエンドポイントはアップグ
レードできません。

[Operability] カラム
ステップ 5

[operable]

サーバが検出済みであることを確認する必要がある場合は、次の手順を実行します。
a) 検出ステータスを確認するサーバを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。
b) [General] タブの [Status Details] 領域で、[Discovery State] フィールドに [complete] の値が表示さ
れていることを確認します。
[Status Details] 領域にフィールドが表示されていない場合は、見出しの右側にある [Expand] ア
イコンをクリックします。
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シャーシ内のサーバのアダプタのステータス確認
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

アダプタのステータスを確認するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[Inventory] タブで [Interface Cards] サブタブをクリックします。

ステップ 6

各アダプタについて、次のカラムに次の値が表示されていることを確認します。
フィールド名

必要な値

[Overall Status] カラム

[ok]

[Operability] カラム

[operable]

フィールドに上記と異なる値が表示され、アダプタが動作不能の場合でも、Cisco UCS インスタ
ンスのサーバ上の他のアダプタについてはアップグレードを実行できます。 ただし、動作不能な
アダプタはアップグレードできません。

ファームウェア パッケージのダウンロードと管理
シスコからのファームウェア パッケージの入手方法
手順
ステップ 1

Web ブラウザで、次に移動します。 http://www.cisco.com

ステップ 2

[Support] の下の [Download Software] をクリックします。

ステップ 3

[Unified Computing] をクリックします。

ステップ 4

Cisco.com ユーザ名とパスワードを入力してログインします。

ステップ 5

[Cisco Unified Computing System] をクリックします。
単一のコンポーネントのイメージをダウンロードする場合は、そのコンポーネントのノードを展
開し、該当するイメージへのリンクをクリックします。

ステップ 6

[Unified Computing System (UCS) Complete Software Bundle] をクリックします。

ステップ 7

[Latest Releases] フォルダの下で、Cisco UCS の最新リリースのリンクをクリックします。
旧リリースのイメージは、[All Releases] リンクに保存されています。
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ステップ 8

[Release Notes] リンクをクリックし、リリース ノートの最新バージョンをダウンロードします。

ステップ 9

次のいずれかのボタンをクリックし、表示される説明に従ってください。
• [Download Now]：ファームウェア イメージをただちにダウンロードできます。
• [Add to Cart]：後でダウンロードできるよう、ファームウェア イメージをカートに入れます。

ステップ 10 プロンプトに従ってイメージのダウンロードを完了します。
ステップ 11 Cisco UCS インスタンスをアップグレードする前に、リリース ノートをお読みください。

次の手順
ファームウェア イメージをファブリック インターコネクトにダウンロードします。

ファブリック インターコネクトへのファームウェア パッケージのダウンロード
同じ手順を使用して、単一のファームウェアイメージをファブリックインターコネクトにダウン
ロードできます。

（注）

クラスタ セットアップでは、どのファブリック インターコネクトを使用してダウンロードを
開始するかに関係なく、両方のファブリック インターコネクトにファームウェア パッケージ
がダウンロードされます。 Cisco UCS Manager によって、すべてのパッケージとイメージが両
方のファブリック インターコネクトで同期状態に保たれます。 ファブリック インターコネク
トの 1 つがダウンした場合でも、ダウンロードは正常に終了します。 オンラインに復帰した
ときに、イメージがもう片方のファブリック インターコネクトに同期されます。

操作を行う前に
シスコからファームウェア パッケージまたはイメージを取得します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブをクリックします。

ステップ 5

[Download Firmware] をクリックします。

ステップ 6

[Download Firmware] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。 ここに指定
できる値は次のとおりです。
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名前

説明
• [FTP]
• [TFTP]
• [SCP]
• [SFTP]
（注）

[Server] フィールド

Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送
プロトコル）のファイル サイズは 32 MB に制限され
ています。 ファームウェア バンドルはこのサイズを
はるかに超える可能性があるので、ファームウェア
ダウンロードには TFTP を選択しないことを推奨しま
す。

ファイルが存在する場所のリモート サーバの IP アドレスまた
はホスト名。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

[Filename] フィールド

ダウンロードするファームウェアの実行可能ファイルの名前。

[Remote Path] フィールド

リモート サーバ上でのファイルの絶対パス（必要な場合）。
SCP を使用する場合、絶対パスは必ず必要です。 他のプロトコ
ルを使用する場合は、対象のファイルがデフォルトのダウンロー
ド フォルダに保管されていれば、リモート パスを指定しなくて
もかまいません。 使用するファイル サーバの設定状況の詳細に
ついては、システム管理者にお問い合せください。

[User] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィールドは適用
されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。

Cisco UCS Manager GUI で、ファームウェア バンドルのファブリック インターコネクトへのダウ
ンロードが開始されます。
ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

（オプション） [Download Tasks] タブで、イメージ ダウンロードのステータスをモニタします。
（注）
Cisco UCS Manager でブートフラッシュの容量不足が報告された場合は、古くなったイ
メージを削除してスペースを解放します。 使用可能なブートフラッシュの容量を表示
するには、[Equipment] タブでファブリック インターコネクトに移動し、[General] タブ
の [Local Storage Information] 領域を展開します。
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次の手順
エンドポイントのファームウェアをアップデートします。

イメージ ダウンロードのキャンセル
イメージダウンロードは進行中の場合に限りキャンセルできます。イメージをダウンロードした
後は、ダウンロード タスクを削除してもダウンロードしたイメージは削除されません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Firmware Management] タブを選択します。

ステップ 4

[Download Tasks] タブで、キャンセルするタスクを右クリックして [Delete] を選択します。

ファームウェア パッケージのコンテンツの決定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Packages] サブタブで、パッケージの横に表示される [+] アイコンをクリックしてコンテンツを表
示します。

ステップ 5

パッケージ コンテンツのスナップショットを取得するには、次の手順を実行します。
a) イメージ名およびそのコンテンツが含まれる行を強調表示します。
b) 右クリックし、[Copy] を選択します。
c) クリップボードのコンテンツをテキスト ファイルまたはドキュメントに貼り付けます。

ファブリック インターコネクトの使用可能容量の確認
イメージのダウンロードに失敗した場合は、Cisco UCS のファブリック インターコネクトのブー
トフラッシュに十分な使用可能容量があるかどうかを確認します。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

使用可能容量を確認するファブリック インターコネクトをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Local Storage Information] 領域を展開します。
ファームウェア イメージ バンドルをダウンロードする場合は、ファブリック インターコネクト
に、ファームウェア イメージ バンドルの少なくとも 2 倍の大きさの使用可能容量が必要です。
ブートフラッシュに十分な容量がない場合は、ファブリック インターコネクトから古いファーム
ウェア、コア ファイル、および他の不必要なオブジェクトを削除します。

ファブリック インターコネクトからのファームウェア パッケージの削除
この手順は、パッケージから単一のイメージだけを削除する場合に使用します。 パッケージ全体
を削除する場合にも使用できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Firmware Management] タブで、[Packages] タブをクリックします。

ステップ 5

テーブルで、削除するパッケージをクリックします。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して複数のエントリを選択できます。

ステップ 6

1 つまたは複数の強調表示されたパッケージを右クリックし、[Delete] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

Cisco UCS Manager で、選択した 1 つまたは複数のパッケージ、および各パッケージに含まれるす
べてのイメージが削除されます。

ファブリック インターコネクトからのファームウェア イメージの削除
この手順は、パッケージから単一のイメージだけを削除する場合に使用します。 パッケージ全体
を削除する場合にも使用できます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Firmware Management] タブで、[Images] タブをクリックします。

ステップ 5

テーブルで、削除するイメージをクリックします。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して複数のエントリを選択できます。

ステップ 6

1 つまたは複数の強調表示されたイメージを右クリックし、[Delete] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

エンドポイントでのファームウェアの直接アップデート
複数のエンドポイントのファームウェアのアップデート
この手順は、次のエンドポイント上のファームウェアをアップデートする場合に使用できます。
• アダプタ
• CIMC
• I/O モジュール

注意

アップデート プロセスが完了するまでは、エンドポイントを含むハードウェアを取り外した
り、ハードウェアのメンテナンスを行ったりしないでください。 ハードウェアが取り外され
たり、メンテナンスで使用できない状態になったりすると、ファームウェアのアップデートに
失敗します。 この失敗によって、バックアップ パーティションが破損する場合があります。
バックアップ パーティションが破損しているエンドポイントでは、ファームウェアをアップ
デートできません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] サブタブで、[Update Firmware] をクリックします。
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Cisco UCS Manager GUI によって [Update Firmware] ダイアログ ボックスが表示され、Cisco UCS
インスタンス内のすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。このス
テップは、シャーシとサーバの数によって数分かかる場合があります。
ステップ 5

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) メニュー バーの [Filter] ドロップダウン リストから [ALL] を選択します。
すべてのアダプタなど、特定のタイプのエンドポイントをすべてアップデートする場合は、ド
ロップダウン リストからそのタイプを選択します。
b) メニュー バーの [Set Version] ドロップダウン リストから、エンドポイントをアップデートす
るファームウェア バージョンを選択します。
c) [OK] をクリックします。
サーバのサービス プロファイルにホスト ファームウェア パッケージが含まれている場合、
Cisco UCS Manager ではそのサーバのアダプタ ファームウェアをアップデートできません。 通
知メッセージの確認後、Cisco UCS Manager によって、サーバ上でホスト ファームウェア パッ
ケージが関連付けられていないその他すべてのエンドポイントのファームウェアがアップデー
トされます。 サーバのアダプタ ファームウェアを直接アップデートするには、関連するサー
ビス プロファイルからすべてのホスト ファームウェア パッケージを削除する必要があります。
ホスト ファームウェア パッケージからアダプタ ファームウェアを削除するだけでは、アダプ
タを直接アップデートすることはできません。
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア イメージがバックアップ メモリ パーティ
ションにコピーされ、そのイメージが破壊されていないことが確認されます。 イメージは明示的
にアクティブにするまで、バックアップ バージョンのままです。 Cisco UCS Manager によって、
すべてのアップデートが同時に開始されます。 ただし、アップデートによって完了時間が異なる
場合があります。
[Update Firmware] ダイアログ ボックスで、アップデートしたすべてのエンドポイントに関する
[Update Status] カラムに [ready] と表示されると、アップデートは完了です。

ステップ 6

（オプション） 特定のエンドポイントに対するアップデートの経過表示をモニタするには、エン
ドポイントを右クリックして、[Show Navigator] を選択します。
経過表示は、[General] タブの [Update Status] 領域に表示されます。 ナビゲータに [FSM] タブがあ
る場合は、そこで経過表示をモニタすることもできます。 [Retry #] フィールドのエントリは、アッ
プデートが失敗したことを示さない場合があります。 リトライ回数には、Cisco UCS Manager に
よってアップデート ステータスが取得されるときに実行されるリトライも含まれます。

次の手順
ファームウェアをアクティブにします。
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アダプタのファームウェアのアップデート
注意

アップデート プロセスが完了するまでは、エンドポイントを含むハードウェアを取り外した
り、ハードウェアのメンテナンスを行ったりしないでください。 ハードウェアが取り外され
たり、メンテナンスで使用できない状態になったりすると、ファームウェアのアップデートに
失敗します。 この失敗によって、バックアップ パーティションが破損する場合があります。
バックアップ パーティションが破損しているエンドポイントでは、ファームウェアをアップ
デートできません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

アップデートするアダプタがインクルードされたサーバのノードを展開します。

ステップ 4

[Interface Cards] を展開し、アップグレードするアダプタに対応するインターフェイス カードを選
択します。

ステップ 5

[General] タブで [Update Firmware] をクリックします。

ステップ 6

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Version] ドロップダウン リストから、エンドポイントをアップデートするファームウェア バー
ジョンを選択します。
b) （オプション） 非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアップ
デートする場合は、[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。
c) [OK] をクリックします。
サーバのサービス プロファイルにホスト ファームウェア パッケージが含まれている場合、
Cisco UCS Manager ではそのサーバのアダプタ ファームウェアをアップデートできません。 通
知メッセージの確認後、Cisco UCS Manager によって、サーバ上でホスト ファームウェア パッ
ケージが関連付けられていないその他すべてのエンドポイントのファームウェアがアップデー
トされます。 サーバのアダプタ ファームウェアを直接アップデートするには、関連するサー
ビス プロファイルからすべてのホスト ファームウェア パッケージを削除する必要があります。
ホスト ファームウェア パッケージからアダプタ ファームウェアを削除するだけでは、アダプ
タを直接アップデートすることはできません。
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア パッケージがバックアップ メモリ スロッ
トにコピーされ、明示的にアクティブ化されるまでその場所に保持されます。

ステップ 7

（オプション） [Update Status] 領域でアップデートのステータスをモニタします。
アップデート プロセスには、数分かかる場合があります。 [General] タブの [Firmware] 領域にある
[Backup Versioin] フィールドに選択したファームウェア パッケージが表示されるまで、ファーム
ウェアをアクティブにしないでください。
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次の手順
ファームウェアをアクティブにします。

アダプタでのファームウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

アップデートしたファームウェアをアクティブにするアダプタが搭載されているサーバのノード
を展開します。

ステップ 4

[Interface Cards] を展開し、アダプタのインターフェイス カードを選択します。

ステップ 5

[General] タブの [Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 6

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Version To Be Activated] ドロップダウン リストから適切なバージョンを選択します。
選択した 1 つ以上のエンドポイントに、バックアップ バージョンとして目的のバージョンが設
定されていない場合、[Set Version] ドロップダウン リストにそのバージョンは表示されませ
ん。 個々のエンドポイントごとに [Startup Version] カラムからバージョンを選択する必要があ
ります。
b) （オプション） 非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアクティ
ブにする場合は、[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。
c) 起動バージョンを設定し、エンドポイントで実行バージョンを変更しない場合は、[Set Startup
Version Only] チェックボックスをオンにします。
直接アップグレード中に、アダプタに対して [Set Startup Version Only] を設定する必要がありま
す。 この設定により、アクティベートされたファームウェアは pending-next-boot の状態にな
り、サーバはすぐにリブートされません。 アクティベートされたファームウェアは、サーバが
リブートされるまでアダプタのファームウェアの実行バージョンになりません。 ホスト ファー
ムウェア パッケージのアダプタには [Set Startup Version Only] を設定できません。
d) [OK] をクリックします。
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サーバの CIMC ファームウェアのアップデート
注意

アップデート プロセスが完了するまでは、エンドポイントを含むハードウェアを取り外した
り、ハードウェアのメンテナンスを行ったりしないでください。 ハードウェアが取り外され
たり、メンテナンスで使用できない状態になったりすると、ファームウェアのアップデートに
失敗します。 この失敗によって、バックアップ パーティションが破損する場合があります。
バックアップ パーティションが破損しているエンドポイントでは、ファームウェアをアップ
デートできません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

CIMC をアップデートするサーバのノードを展開します。

ステップ 4

[General] タブで [Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[CIMC] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で [Update Firmware] をクリックします。

ステップ 7

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Version] ドロップダウン リストから、エンドポイントをアップデートするファームウェア バー
ジョンを選択します。
b) （オプション） 非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアップ
デートする場合は、[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。
c) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア パッケージがバックアップ メモリ スロッ
トにコピーされ、明示的にアクティブ化されるまでその場所に保持されます。

ステップ 8

（オプション） [Update Status] 領域でアップデートのステータスをモニタします。
アップデート プロセスには、数分かかる場合があります。 [General] タブの [Firmware] 領域にある
[Backup Versioin] フィールドに選択したファームウェア パッケージが表示されるまで、ファーム
ウェアをアクティブにしないでください。

次の手順
ファームウェアをアクティブにします。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
164

OL-22801-02-J

エンドポイントでのファームウェアの直接アップデート
サーバの CIMC ファームウェアのアクティブ化

サーバの CIMC ファームウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

アップデートしたファームウェアをアクティブにする対象の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）が搭載されているサーバのノードを展開します。

ステップ 4

[General] タブで [Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[CIMC] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域の [Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 7

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Version To Be Activated] ドロップダウン リストから適切なバージョンを選択します。
選択した 1 つ以上のエンドポイントに、バックアップ バージョンとして目的のバージョンが設
定されていない場合、[Set Version] ドロップダウン リストにそのバージョンは表示されませ
ん。 個々のエンドポイントごとに [Startup Version] カラムからバージョンを選択する必要があ
ります。
b) （オプション） 非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアクティ
ブにする場合は、[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。
c) 起動バージョンを設定し、エンドポイントで実行バージョンを変更しない場合は、[Set Startup
Version Only] チェックボックスをオンにします。
[Set Startup Version Only] を設定すると、アクティブ化されたファームウェアが pending-next-reboot
状態となり、エンドポイントはすぐにはリブートされません。 エンドポイントがリブートされ
るまで、アクティブ化されたファームウェアは実行バージョンになりません。
d) [OK] をクリックします。

IOM のファームウェアのアップデート
注意

アップデート プロセスが完了するまでは、エンドポイントを含むハードウェアを取り外した
り、ハードウェアのメンテナンスを行ったりしないでください。 ハードウェアが取り外され
たり、メンテナンスで使用できない状態になったりすると、ファームウェアのアップデートに
失敗します。 この失敗によって、バックアップ パーティションが破損する場合があります。
バックアップ パーティションが破損しているエンドポイントでは、ファームウェアをアップ
デートできません。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [IO Modules] を展開します。

ステップ 3

アップデートする I/O モジュールをクリックします。

ステップ 4

[General] タブで [Update Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Version] ドロップダウン リストから、エンドポイントをアップデートするファームウェア バー
ジョンを選択します。
b) （オプション） 非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアップ
デートする場合は、[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。
c) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア パッケージがバックアップ メモリ スロッ
トにコピーされ、明示的にアクティブ化されるまでその場所に保持されます。

ステップ 6

（オプション） [Update Status] 領域でアップデートのステータスをモニタします。
アップデート プロセスには、数分かかる場合があります。 [General] タブの [Firmware] 領域にある
[Backup Versioin] フィールドに選択したファームウェア パッケージが表示されるまで、ファーム
ウェアをアクティブにしないでください。

次の手順
ファームウェアをアクティブにします。

IOM でのファームウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [IO Modules] を展開します。

ステップ 3

アップデートしたファームウェアをアクティブにする I/O モジュールが含まれている、[IO Module]
ノードを選択します。

ステップ 4

[General] タブの [Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Version To Be Activated] ドロップダウン リストから適切なバージョンを選択します。
選択した 1 つ以上のエンドポイントに、バックアップ バージョンとして目的のバージョンが設
定されていない場合、[Set Version] ドロップダウン リストにそのバージョンは表示されませ
ん。 個々のエンドポイントごとに [Startup Version] カラムからバージョンを選択する必要があ
ります。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
166

OL-22801-02-J

エンドポイントでのファームウェアの直接アップデート
サーバのボード コントローラ ファームウェアのアクティブ化

b) （オプション） 非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアクティ
ブにする場合は、[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。
c) 起動バージョンを設定し、エンドポイントで実行バージョンを変更しない場合は、[Set Startup
Version Only] チェックボックスをオンにします。
[Set Startup Version Only] を設定すると、アクティブ化されたファームウェアが pending-next-reboot
状態となり、エンドポイントはすぐにはリブートされません。 エンドポイントがリブートされ
るまで、アクティブ化されたファームウェアは実行バージョンになりません。
d) [OK] をクリックします。

サーバのボード コントローラ ファームウェアのアクティブ化
Cisco UCS B440 High Performance ブレード サーバなどの特定のサーバに限り、ボード コントロー
ラ ファームウェアが搭載されています。

（注）

このアクティベーション手順によって、サーバはただちにリブートされます。 アップグレー
ド プロセス中にサーバをリブートしなければならない回数を減らすため、サービス プロファ
イル内のホスト ファームウェア パッケージを介してボード コントローラ ファームウェアを
アップグレードすることを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] サブタブで、[Activate Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって [Update Firmware] ダイアログ ボックスが表示され、Cisco UCS
インスタンス内のすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。このス
テップは、シャーシとサーバの数によって数分かかる場合があります。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスのメニュー バーにある [Filter] ドロップダウン リストか
ら、[Board Controller] を選択します。
Cisco UCS Manager GUI によって、[Activate Firmware] ダイアログボックスにボード コントローラ
を備えたすべてのサーバが表示されます。

ステップ 6

[Startup Version] カラム のドロップダウン リストから、ソフトウェアをアップデートするバージョ
ンを選択します。

ステップ 7

非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアクティブにする場合は、
[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
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Cisco UCS Manager によってアクティブなセッションがすべて接続解除され、すべてのユーザがロ
グアウトされてから、ソフトウェアがアクティブ化されます。 アップグレードが完了すると、再
ログインを促すプロンプトが表示されます。

Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] サブタブで、[Activate Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって [Update Firmware] ダイアログ ボックスが表示され、Cisco UCS
インスタンス内のすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。このス
テップは、シャーシとサーバの数によって数分かかる場合があります。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスの [UCS Manager] ローで、次の手順を実行します。
a) [Startup Version] カラム のドロップダウン リストから、ソフトウェアをアップデートするバー
ジョンを選択します。
b) （オプション） 非互換の可能性や現在実行中のタスクに関係なく、ファームウェアをアクティ
ブにする場合は、[Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。
c) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって、選択したバージョンが起動バージョンに指定され、ファブリック
インターコネクトがアップグレードされたときにアクティベーションを実行するようにスケジュー
ルされます。

従属ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化
操作を行う前に
クラスタ内のどのファブリックインターコネクトを従属ファブリックインターコネクトにするか
を決定します。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] サブタブで、[Activate Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって [Update Firmware] ダイアログ ボックスが表示され、Cisco UCS
インスタンス内のすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。このス
テップは、シャーシとサーバの数によって数分かかる場合があります。

ステップ 5

メニュー バーの [Filter] ドロップダウン リストから、[Fabric Interconnects] を選択します。

ステップ 6

メニュー バーの [Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

従属ファブリック インターコネクトに対応する [Activate Firmware] ダイアログボックスのローで、
次の手順を実行します。
a) [Kernel] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。
b) [System] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。

ステップ 8

[Apply] をクリックします。
Cisco UCS Manager によってファームウェアがアップデートされ、アクティブ化されると、ファブ
リック インターコネクトと、そのファブリック インターコネクトへのデータ パス上にある I/O モ
ジュールがリブートされ、そのファブリックインターコネクトとの間を行き来するデータトラッ
クが中断されます。 ただし、Cisco UCS インスタンスがトラフィックおよびポートのフェールオー
バーを許可するように設定されていると、データ トラフィックはプライマリ ファブリック イン
ターコネクトにフェールオーバーし、中断されません。

ステップ 9

従属ファブリック インターコネクトのハイ アベイラビリティ ステータスを確認します。
ファブリック インターコネクトの [High Availability Status] 領域に次の値が表示されていない場合
は、シスコ テクニカルサポートに早急にお問い合せください。 プライマリ ファブリック インター
コネクトのアップデートを続けて行わないでください。
フィールド名

必要な値

[Ready] フィールド

[Yes]

[State] フィールド

[Up]

次の手順
従属ファブリック インターコネクトのハイ アベイラビリティ ステータスに必要な値が示されて
いる場合は、プライマリファブリックインターコネクトをアップデートして、アクティブ化しま
す。
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プライマリ ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化
この手順は、 従属ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化, 168 ペー
ジ から続いており、[Firmware Management] タブを開いていることを前提としています。

操作を行う前に
従属ファブリック インターコネクトをアクティブにします。

手順
ステップ 1

[Installed Firmware] サブタブで、[Activate Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって [Update Firmware] ダイアログ ボックスが表示され、Cisco UCS
インスタンス内のすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。このス
テップは、シャーシとサーバの数によって数分かかる場合があります。

ステップ 2

メニュー バーの [Filter] ドロップダウン リストから、[Fabric Interconnects] を選択します。

ステップ 3

メニュー バーの [Ignore Compatibility Check] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

従属ファブリック インターコネクトに対応する [Activate Firmware] ダイアログボックスのローで、
次の手順を実行します。
a) [Kernel] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。
b) [System] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。
Cisco UCS Manager によってファームウェアがアップデートされ、アクティブ化されると、ファブ
リック インターコネクトと、そのファブリック インターコネクトへのデータ パス上にある I/O モ
ジュールがリブートされ、そのファブリックインターコネクトとの間を行き来するデータトラッ
クが中断されます。 ただし、Cisco UCS インスタンスがトラフィックおよびポートのフェールオー
バーを許可するように設定されていると、データトラフィックは他のファブリックインターコネ
クトにフェールオーバーし、そのファブリックインターコネクトがプライマリとなります。復旧
すると、このファブリックインターコネクトは従属ファブリックインターコネクトになります。

ステップ 6

ファブリック インターコネクトのハイ アベイラビリティ ステータスを確認します。
ファブリック インターコネクトの [High Availability Status] 領域に次の値が表示されていない場合
は、シスコ テクニカルサポートに早急にお問い合せください。
フィールド名

必要な値

[Ready] フィールド

[Yes]

[State] フィールド

[Up]
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スタンドアロン ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化
1 つのファブリック インターコネクトを使用するスタンドアロン設定では、エンドポイントの直
接ファームウェアアップグレードを実行するときのデータトラフィックの中断を最小限に抑える
ことができます。 ただし、アップグレードを完了するにはファブリック インターコネクトをリ
ブートする必要があるので、トラフィックの中断は避けられません。

ヒント

Cisco UCS インスタンスにファブリック インターコネクトを設定したときに作成された admin
アカウントのパスワードを復旧する必要がある場合は、実行中のカーネル バージョンと実行
中のシステム バージョンを知る必要があります。 追加のアカウントを作成する予定がない場
合は、テキスト ファイルにこれらのファームウェア バージョンへのパスを保存し、必要に応
じてアクセスできるようにすることを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Fabric Interconnects] ノードを展開して、スタンドアロン ファブリック インターコネクトをクリッ
クします。

ステップ 4

[General] タブで [Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Kernel Version] ドロップダウン カーネルとして使用するバージョンを選択します。
リスト
[System Version] ドロップダウ
ン リスト

システムとして使用するバージョンを選択します。

[Ignore Compatibility Check]
チェックボックス

デフォルトでは、Cisco UCS によって、ファームウェア バージョ
ンがアクティブ化される前に、サーバ上で実行中のすべてのプ
ログラムとそのバージョンに互換性があるかが確認されます。
最初に互換性があることを確認せずにファームウェアをアクティ
ブ化するよう、Cisco UCS を設定する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。
（注）

ステップ 6

テクニカル サポートの担当者から明確に指示された
場合にだけ、このオプションを使用することを推奨し
ます。

[OK] をクリックします。
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Cisco UCS Manager によってファームウェアがアクティブ化され、ファブリック インターコネク
トと、そのファブリック インターコネクトへのデータ パス上にある I/O モジュールがリブートさ
れます。 スタンドアロンのファブリック インターコネクトでは、この動作によって Cisco UCS イ
ンスタンス内のすべてのデータ トラフィックが中断されます。

サービス プロファイルによるファームウェアのアップデート
ホスト ファームウェア パッケージ
このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ（ホスト ファームウェア パックとも呼ば
れます）を構成するファームウェア バージョンのセットを指定できます。 ホスト ファームウェ
アには、サーバおよびエンドポイント用の次のファームウェアが含まれます。
• Adapter Firmware Packages（アダプタ ファームウェア パッケージ）
• Storage Controller Firmware Packages（ストレージ コントローラ ファームウェア パッケー
ジ）
• Fibre Channel Adapters Firmware Packages（ファイバチャネル アダプタ ファームウェア パッ
ケージ）
• BIOS Firmware Packages（BIOS ファームウェア パッケージ）
• HBA Option ROM Packages（HBA オプション ROM パッケージ）
• Board Controller Packages（ボード コントローラ パッケージ）

ヒント

同一のホスト ファームウェア パッケージには、複数のタイプのファームウェアを含めること
ができます。 たとえば、ホスト ファームウェア パッケージには、2 種類の異なるモデルのア
ダプタに対して、BIOS ファームウェアとストレージ コントローラの両方を含めることができ
ます。 しかし、同じタイプ、ベンダー、およびモデル番号のファームウェア バージョンは、
1 つだけ含めることができます。 システムでは、エンドポイントに必要なファームウェア バー
ジョンが認識され、その他すべてのファームウェア バージョンは無視されます。
ファームウェアパッケージは、このポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関
連付けられたすべてのサーバにプッシュされます。
このポリシーは、同じポリシーを使用しているサービス プロファイルに関連付けられているすべ
てのサーバでホスト ファームウェアが同一であることを保証します。 したがって、サービス プ
ロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェアのバージョンはそ
のまま変わりません。 さらに、ファームウェア パッケージのエンドポイントのファームウェア
バージョンを変更した場合、その影響を受けるサービス プロファイルすべてに新しいバージョン
がただちに適用されます。また、この結果、サーバがリブートされることがあります。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。
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前提条件
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。 サービス
プロファイルがあるサーバと Cisco UCS Manager とのアソシエーションを形成しようとしている
ときに、このファームウェア イメージが使用できない場合、Cisco UCS Manager ではファームウェ
アの更新が無視され、アソシエーションの形成は完了します。

ホスト ファームウェア パッケージの作成
操作を行う前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Host Firmware Packages] を右クリックし、[Create Package] を選択します。

ステップ 5

[Create Host Firmware Package] ダイアログボックスで、パッケージの一意の名前と説明を入力しま
す。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 6

下矢印をクリックして、ダイアログボックスの左側で次の 1 つ以上のセクションを展開します。
• Adapter Firmware Packages（アダプタ ファームウェア パッケージ）
• Storage Controller Firmware Packages（ストレージ コントローラ ファームウェア パッケー
ジ）
• Fibre Channel Adapters Firmware Packages（ファイバチャネル アダプタ ファームウェア パッ
ケージ）
• BIOS Firmware Packages（BIOS ファームウェア パッケージ）
• HBA Option ROM Packages（HBA オプション ROM パッケージ）
• Board Controller Packages（ボード コントローラ パッケージ）
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ヒント

ステップ 7

同一のホスト ファームウェア パッケージには、複数のタイプのファームウェアを含め
ることができます。 たとえば、ホスト ファームウェア パッケージには、2 種類の異な
るモデルのアダプタに対して、BIOS ファームウェアとストレージ コントローラの両方
を含めることができます。 しかし、同じタイプ、ベンダー、およびモデル番号のファー
ムウェア バージョンは、1 つだけ含めることができます。 システムでは、エンドポイ
ントに必要なファームウェア バージョンが認識され、その他すべてのファームウェア
バージョンは無視されます。

パッケージにファームウェアを含めるエンドポイントの各セクションで、次の手順を実行します。
a) パッケージに追加するファームウェア バージョンがリストされたテーブルの行を選択します。
デフォルトでは、エントリはベンダー名でソートされます。 エントリをソートするには、カラ
ムの見出しをクリックします。
b) 選択した行を右側のテーブルにドラッグします。
c) [Yes] をクリックして、正しいバージョンを選択したことを確認します。

ステップ 8

必要なすべてのファームウェアをパッケージに追加したら、[OK] をクリックします。

次の手順
ポリシーはサービス プロファイル、またはテンプレート、もしくはこの両方にインクルードしま
す。

ホスト ファームウェア パッケージのアップデート
サーバに関連付けられた 1 つ以上のサービス プロファイルにポリシーがインクルードされている
場合に、ホスト ファームウェア パッケージ ポリシーを保存すると、Cisco UCS Manager によって
ただちにサーバおよびアダプタのファームウェアが新しいバージョンにアップデートされ、アク
ティブ化されて、サーバがリブートされます。

操作を行う前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

アップデートするポリシーがインクルードされた組織に対応するノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Host Firmware Packages] を展開し、アップデートするポリシーを選択します。

ステップ 5

右側のテーブルで、アップデートするファームウェアに既存のエントリを削除します。
a) このテーブルで、変更するファームウェア バージョンに対応する行を選択します。
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b) [Delete] を右クリックして選択します。
c) [Yes] をクリックして、このエントリの削除を確定します。
ステップ 6

[General] タブで下矢印をクリックして、左側にある次のセクションを 1 つ以上展開します。
• Adapter Firmware Packages（アダプタ ファームウェア パッケージ）
• Storage Controller Firmware Packages（ストレージ コントローラ ファームウェア パッケー
ジ）
• Fibre Channel Adapters Firmware Packages（ファイバチャネル アダプタ ファームウェア パッ
ケージ）
• BIOS Firmware Packages（BIOS ファームウェア パッケージ）
• HBA Option ROM Packages（HBA オプション ROM パッケージ）
• Board Controller Packages（ボード コントローラ パッケージ）

ステップ 7

パッケージにファームウェアをインクルードするエンドポイントの各セクションで、次の手順を
実行します。
a) テーブルで、パッケージに追加するファームウェア バージョンに対応する行を選択します。
デフォルトでは、エントリはベンダー名でソートされます。 エントリをソートするには、カラ
ムの見出しをクリックします。
b) 選択した行を右側のテーブルにドラッグします。
c) [Yes] をクリックして、正しいバージョンを選択したことを確認します。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。

管理ファームウェア パッケージ
このポリシーを使用して、管理ファームウェアパッケージ（管理ファームウェアパックとも呼ば
れる）を構成する一連のファームウェア バージョンを指定できます。 管理ファームウェア パッ
ケージには、サーバ上の Cisco Integrated Management Controller（CIMC）がインクルードされます。
CIMC を直接アップグレードする場合は、このパッケージを使用する必要はありません。
ファームウェアパッケージは、このポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関
連付けられたすべてのサーバにプッシュされます。 このポリシーは、同じポリシーを使用してい
るサービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバで CIMC ファームウェアが同一である
ことを保証します。したがって、サービスプロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した
場合でも、ファームウェアのバージョンはそのまま変わりません。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。
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管理ファームウェア パッケージの作成
操作を行う前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Management Firmware Packages] を右クリックし、[Create Package] を選択します。

ステップ 5

[Create Management Firmware Package] ダイアログボックスで、パッケージの一意の名前と説明を入
力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 6

ダイアログボックスの左側にある [CIMC Firmware Packages] セクションで、次の手順を実行しま
す。
a) 下矢印をクリックしてセクションを展開します。
デフォルトでは、エントリはベンダー名でソートされます。 エントリをソートするには、カラ
ムの見出しをクリックします。
b) パッケージに追加するファームウェア バージョンがリストされたテーブルの行を選択します。
ファームウェア バージョンは、このファームウェア パックに関連付けられているサーバのモ
デル番号（PID）と一致する必要があります。 誤ったモデル番号のファームウェア バージョン
を選択すると、Cisco UCS Manager ではファームウェア アップデートがインストールされませ
ん。
c) 選択した行を右側のテーブルにドラッグします。
d) [Yes] をクリックして、正しいバージョンを選択したことを確認します。

ステップ 7

この管理ファームウェア パッケージに、異なるモデル番号（PID）を持つサーバの CIMC ファー
ムウェアをインクルードする必要がある場合は、ステップ 6 を繰り返します。

ステップ 8

必要なファームウェアをパッケージに追加したら、[OK] をクリックします。

次の手順
ポリシーはサービス プロファイル、またはテンプレート、もしくはこの両方にインクルードしま
す。
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管理ファームウェア パッケージのアップデート
サーバに関連付けられた 1 つ以上のサービス プロファイルにポリシーがインクルードされている
場合に、管理ファームウェア パッケージ ポリシーを保存すると、Cisco UCS Manager によってた
だちにサーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）ファームウェアが新しいバージョ
ンにアップデートされ、アクティブ化されます。

操作を行う前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

アップデートするポリシーがインクルードされた組織に対応するノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Management Firmware Packages] を展開し、アップデートするポリシーを選択します。

ステップ 5

右側のテーブルで、アップデートするファームウェアに既存のエントリを削除します。
a) このテーブルで、変更するファームウェア バージョンに対応する行を選択します。
b) [Delete] を右クリックして選択します。
c) [Yes] をクリックして、このエントリの削除を確定します。

ステップ 6

左側の [CIMC Firmware Packages] セクションで、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックしてセクションを展開します。
デフォルトでは、セクション内のエントリはベンダー名でソートされます。 エントリをソート
するには、カラムの見出しをクリックします。
b) テーブルで、パックに追加するファームウェア バージョンがリストされている行を選択しま
す。
ファームウェア バージョンは、このファームウェア パックに関連付けられているサーバのモ
デル番号（PID）と一致する必要があります。 誤ったモデル番号のファームウェア バージョン
を選択すると、Cisco UCS Manager ではファームウェア アップデートがインストールされませ
ん。
c) 選択した行を右側のテーブルにドラッグします。
d) [Yes] をクリックして、正しいバージョンを選択したことを確認します。

ステップ 7

この管理ファームウェア パッケージに、異なるモデル番号（PID）を持つサーバの CIMC ファー
ムウェアをインクルードする必要がある場合は、ステップ 6 を繰り返します。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。
Cisco UCS Manager により、このポリシーがインクルードされたサービス プロファイルに関連付
けられているすべてのサーバのモデル番号とベンダーが確認されます。 モデル番号とベンダーが
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ポリシーのファームウェア バージョンと一致すると、Cisco UCS Manager によってファームウェ
アがアップデートされます。

既存のサービス プロファイルへのファームウェア パッケージの追加
サービスプロファイルがサーバに関連付けられている場合に、サービスプロファイルに対する変
更を保存すると、Cisco UCS Manager によってただちにサーバのファームウェアが新しいバージョ
ンにアップデートされ、アクティブ化されて、サーバがリブートされます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

アップデートするサービス プロファイルが含まれている組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

ファームウェア パッケージを追加するサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 6

下矢印をクリックして、[Firmware Policies] セクションを展開します。

ステップ 7

ホスト ファームウェア パッケージを追加するには、[Host Firmware] ドロップダウン リストから目
的のポリシーを選択します。

ステップ 8

管理ファームウェア パッケージを追加するには、[Management Firmware] ドロップダウン リスト
から目的のポリシーを選択します。

ステップ 9

[Save Changes] をクリックします。

コンポーネントのファームウェア バージョンの確認
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで、各コンポーネントに対して一覧表示されたファームウェア バージョ
ンを確認します。
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機能カタログの管理
機能カタログ
機能カタログは調整可能なパラメータ、文字列、およびルールのセットです。 Cisco UCS Manager
はカタログを使用してサーバの新しく資格を持った DIMM やディスク ドライブなどのコンポーネ
ントの表示と設定可能性を更新します。
カタログは、シャーシ、CPU、ローカル ディスク、I/O モジュールなどのハードウェア コンポー
ネントによって分割されます。 カタログを使用すると、該当するコンポーネントで利用可能なプ
ロバイダーのリストを表示できます。 1 つのハードウェア コンポーネントに対して 1 つのプロバ
イダーが存在します。 各プロバイダーは、ベンダー、モデル（PID）、およびリビジョンによっ
て識別されます。各プロバイダーに対して、装置の製造元とフォームファクタの詳細を表示する
こともできます。

機能カタログの内容
機能カタログの内容は次のとおりです。
実装専用の調整可能パラメータ

• 電力および熱に関する制約
• スロット範囲および番号
• アダプタ機能

ハードウェア固有のルール

• BIOS、CIMC、RAID コントローラ、アダプタなどのコン
ポーネントのファームウェア互換性
• 診断
• ハードウェア固有のリブート

ユーザ表示設定

• CPN や PID/VID などの部品番号
• コンポーネントの説明
• 物理レイアウト/寸法
• OEM 情報

機能カタログの更新
各 Cisco UCS Manager リリースには、ベースライン カタログが含まれます。 必要に応じて、シス
コは機能カタログの更新をリリースし、ファームウェア イメージをダウンロードするサイトで更
新を利用できるようにします。 カタログ更新は Cisco UCS Release 1.3(1) 以降と互換性がありま
す。
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機能カタログ更新をダウンロードすると、Cisco UCS Manager はすぐに新しいベースライン カタ
ログに更新します。 それ以外の作業は行う必要がありません。 機能カタログの更新では、Cisco
UCS インスタンスのコンポーネントをリブートしたり、Cisco UCS Manager を再インストールし
たりする必要がありません。

シスコからの機能カタログのアップデートの入手方法
手順
ステップ 1

Web ブラウザで、次に移動します。 http://www.cisco.com

ステップ 2

[Support] の下の [Download Software] をクリックします。

ステップ 3

[Unified Computing] をクリックします。

ステップ 4

Cisco.com ユーザ名とパスワードを入力してログインします。

ステップ 5

[Cisco Unified Computing System] をクリックします。

ステップ 6

[Unified Computing System (UCS) Manager Capability Catalog] をクリックします。

ステップ 7

[Latest Releases] フォルダの下で、機能カタログの最新リリースのリンクをクリックします。
旧リリースのイメージは、[All Releases] リンクに保存されています。

ステップ 8

次のいずれかのボタンをクリックし、表示される説明に従ってください。
• [Download Now]：カタログのアップデートをただちにダウンロードできます。
• [Add to Cart]：後でダウンロードできるよう、カタログのアップデートをカートに入れます。

ステップ 9

プロンプトに従い、カタログのアップデートのダウンロードを完了します。

次の手順
機能カタログをアップデートします。

機能カタログのアップデート
機能カタログには、部分的なアップデートは実行できません。 機能カタログをアップデートする
と、そのカタログ イメージに含まれるすべてのコンポーネントがアップデートされます。

操作を行う前に
機能カタログのアップデートを Cisco.com から入手します。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで [All] を展開します。

ステップ 3

[Capability Catalog] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Catalog Update Tasks] タブをクリックします。

ステップ 5

[Update Catalog] をクリックします。

ステップ 6

[Update Catalog] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。 ここに指定
できる値は次のとおりです。
• [FTP]
• [TFTP]
• [SCP]
• [SFTP]

[Server] フィールド

カタログ イメージが存在するリモート サーバの IP アドレスま
たはホスト名。

[Filename] フィールド

ダウンロードするカタログ実行可能ファイルの名前。

[Remote Path] フィールド

必要に応じて指定する、リモート サーバのカタログ イメージ
ファイルへの絶対パス。
Secure Copy Protocol（SCP）を使用する場合、絶対パスは必ず必
要です。 他のプロトコルを使用する場合は、対象のファイルが
デフォルトのダウンロード フォルダに保管されていれば、リ
モート パスを指定しなくてもかまいません。 使用するファイル
サーバの設定状況の詳細については、システム管理者にお問い
合せください。

ステップ 7

[User] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィールドは適用
されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。

[OK] をクリックします。
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Cisco UCS Manager によってイメージがダウンロードされ、機能カタログがただちにアップデート
されます。アップデートを有効にするためにハードウェアコンポーネントをリブートしたり、そ
の他のタスクを実行したりする必要はありません。

機能カタログが最新であることの確認
操作を行う前に
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで [All] を展開します。

ステップ 3

[Capability Catalog] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Catalog Update Tasks] タブをクリックします。
機能カタログの最新バージョンは、このタブの右上にあります。

ステップ 5

Cisco.com で、機能カタログの最新リリースが入手可能かどうかを確認します。
機能カタログのアップデートの場所については、次を参照してください。 シスコからの機能カタ
ログのアップデートの入手方法, 180 ページ

ステップ 6

より新しいバージョンの機能カタログを Cisco.com で入手できる場合は、そのバージョンを使用
して機能カタログをアップデートします。

機能カタログ プロバイダーの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Capability Catalog] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、表示するプロバイダーのタブをクリックします。

ステップ 4

プロバイダーの詳細情報を表示するには、次の手順を実行します。
a) テーブルで、表示するプロバイダーのベンダー、モデル、リビジョンの行をクリックします。
b) 見出しの右側にある [Expand] アイコンをクリックし、次の領域のプロパティを表示します。
• [Equipment Manufacturing] 領域
• [Form Factor] 領域
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章

DNS サーバの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• Cisco UCS での DNS サーバ, 183 ページ
• DNS サーバの追加, 183 ページ
• DNS サーバの削除, 184 ページ

Cisco UCS での DNS サーバ
システムがホスト名の名前解決を必要とする場合は、使用する外部 DNS を各 Cisco UCS インスタ
ンスに指定する必要があります。 たとえば、DNS サーバを設定していないと、ファブリック イ
ンターコネクトに関する設定を行うときに、www.cisco.com などの名前を使用できません。 サー
バの IP アドレスを使用しなければならなくなります。

DNS サーバの追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[DNS Management] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[DNS Server] 領域で、[+] をクリックします。

ステップ 6

[Specify DNS Server] ダイアログボックスで、Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システ
ム）サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
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DNS サーバの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[DNS Management] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[DNS Server] 領域で、削除する DNS サーバを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。
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章

システム関連ポリシーの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• シャーシ ディスカバリ ポリシーの設定, 185 ページ
• 電源ポリシーの設定, 187 ページ
• MAC アドレス テーブルのエージング タイムの設定, 188 ページ

シャーシ ディスカバリ ポリシーの設定
シャーシ ディスカバリ ポリシー
このディスカバリ ポリシーは、新しいシャーシが追加されたときのシステムの反応を決定しま
す。 Cisco UCS Manager は、シャーシ ディスカバリ ポリシーの設定を使用してシャーシとファブ
リック インターコネクト間のリンク数の最小しきい値を決定します。 ただし、シャーシ ディス
カバリ ポリシーの設定によって Cisco UCS インスタンスのファブリック インターコネクトに複数
のシャーシを接続したり、これらのシャーシに異なる数のリンクを接続したりすることは拒否さ
れません。
1 つのリンクで接続されたシャーシ、2 つのリンクで接続されたシャーシ、および 4 つのリンクで
接続されたシャーシを持つ Cisco UCS インスタンスが存在する場合は、Cisco UCS Manager がすべ
てのシャーシを検出できるようインスタンスの最小数リンクに対してシャーシディスカバリポリ
シーを設定することを推奨します。 最初の検出後に、この数より多くのリンクに対して接続され
たシャーシを再確認する必要があります。この結果、Cisco UCS Manager では利用可能なすべての
リンクを使用するようシャーシが設定されます。
Cisco UCS Manager は、シャーシ ディスカバリ ポリシーで設定されたものよりも少数のリンクに
対して接続されたシャーシを検出できません。 たとえば、シャーシ ディスカバリ ポリシーが 4
つのリンクに対して設定されている場合、Cisco UCS Manager は 1 つのリンクまたは 2 つのリンク
に対して接続されたシャーシを検出できません。 この問題は、シャーシの再確認によって解決さ
れません。
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シャーシ ディスカバリ ポリシー

次の表に、マルチシャーシ Cisco UCS インスタンスでシャーシ ディスカバリ ポリシーがどのよう
に動作するかの概要を示します。
表 6：シャーシ ディスカバリ ポリシーとシャーシ リンク

シャーシに接続された 1 リンク シャーシ ディ 2 リンク シャーシ ディ 4 リンク シャーシ ディ
リンクの数
スカバリ ポリシー
スカバリ ポリシー
スカバリ ポリシー
IOM とファブリック シャーシは Cisco UCS
インターコネクト間の Manager によって検出
され、1 つのリンクが
1 つのリンク
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager では検出でき
ず、Cisco UCS インス
タンスに追加されませ
ん。

シャーシは Cisco UCS
Manager では検出でき
ず、Cisco UCS インス
タンスに追加されませ
ん。

IOM とファブリック シャーシは Cisco UCS
インターコネクト間の Manager によって検出
され、1 つのリンクが
2 つのリンク
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager によって検出
され、2 つのリンクが
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager では検出でき
ず、Cisco UCS インス
タンスに追加されませ
ん。

IOM とファブリック シャーシは Cisco UCS
インターコネクト間の Manager によって検出
され、1 つのリンクが
4 つのリンク
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager によって検出
され、2 つのリンクが
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

シャーシは Cisco UCS
Manager によって検出
され、4 つのリンクが
接続されたシャーシと
して Cisco UCS インス
タンスに追加されま
す。

最初の検出後にシャー
シを再確認します。こ
の結果、Cisco UCS
Manager によって追加
リンクが認識され、使
用されます。

最初の検出後にシャー
シを再確認します。こ
の結果、Cisco UCS
Manager によって追加
リンクが認識され、使
用されます。

最初の検出後にシャー
シを再確認します。こ
の結果、Cisco UCS
Manager によって追加
リンクが認識され、使
用されます。
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シャーシ ディスカバリ ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Global Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

[Chassis Discovery Policy] 領域で、[Action] ドロップダウン リストからシャーシが使用するリンク
の数を選択します。

ステップ 6

[Power Policy] 領域で、[Redundancy] フィールドの次のオプション ボタンのいずれかをクリックし
ます。
• [non-redundant]：すべての取り付け済み電源装置がオンになり、負荷が均等に分散されます。
小規模の構成（必要な電力が 2500 W 未満）に限り、1 つの電源装置でも電力を供給できま
す。
• [n+1]：非冗長性を満たす電源装置の合計数に、冗長性を与える追加の電源装置を 1 つ加えた
ものです。これらすべての電源装置がオンになり、シャーシの電力負荷が均等に分担されま
す。 電源装置がこれ以上取り付けられても、それらは Cisco UCS Manager によって「オフ」
状態に設定されます。
• [grid]：2 つの電源がオンにされます。そうでなければ、シャーシに N+1 よりも高い冗長性が
要求されます。 電源の 1 つに障害が発生しても（それにより、1 つまたは 2 つの電源装置へ
の電力供給が失われる）、別の電力回路に接続されている残りの電源装置により、シャーシ
への電力供給は継続されます。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

電源ポリシーの設定
電源ポリシー
電源ポリシーは、Cisco UCS インスタンス内のすべてのシャーシで電源装置の冗長性を指定する
グローバル ポリシーです。 このポリシーは、PSU ポリシーとも呼ばれています。
電源装置の冗長性の詳細については、『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide』
を参照してください。
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電源ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Global Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

[Power Policy] 領域で、[Redundancy] フィールドの次のオプション ボタンのいずれかをクリックし
ます。
• [non-redundant]：すべての取り付け済み電源装置がオンになり、負荷が均等に分散されます。
小規模の構成（必要な電力が 2500 W 未満）に限り、1 つの電源装置でも電力を供給できま
す。
• [n+1]：非冗長性を満たす電源装置の合計数に、冗長性を与える追加の電源装置を 1 つ加えた
ものです。これらすべての電源装置がオンになり、シャーシの電力負荷が均等に分担されま
す。 電源装置がこれ以上取り付けられても、それらは Cisco UCS Manager によって「オフ」
状態に設定されます。
• [grid]：2 つの電源がオンにされます。そうでなければ、シャーシに N+1 よりも高い冗長性が
要求されます。 電源の 1 つに障害が発生しても（それにより、1 つまたは 2 つの電源装置へ
の電力供給が失われる）、別の電力回路に接続されている残りの電源装置により、シャーシ
への電力供給は継続されます。
電源装置の冗長性の詳細については、『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide』
を参照してください。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

MAC アドレス テーブルのエージング タイムの設定
MAC アドレス テーブルのエージング タイム
ポート間でパケットを効率的に切り替えるために、ファブリック インターコネクトは MAC アド
レス テーブルを保持しています。 ファブリック インターコネクトは、受信したパケットの MAC
ソース アドレスと、パケットが読み取られた関連ポートを使用して、MAC アドレス テーブルを
動的に構築します。 ファブリック インターコネクトは、設定可能なエージング タイマーで定義
されたエージング メカニズムを使用して、エントリが MAC アドレス テーブル内にとどまる期間
を判断します。 アドレスの非アクティブ状態が所定の秒数続くと、そのアドレスは MAC アドレ
ス テーブルから削除されます。
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MAC アドレス エントリ（MAC アドレスとその関連ポート）が MAC アドレス テーブルにとどま
る時間（エージ）はユーザが設定できます。

MAC アドレス テーブルのエージング タイムの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Global Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

[MAC Address Table Aging] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Aging Time] フィールド

使用されていない MAC アドレスが、Cisco UCS によって削除さ
れるまで、MAC アドレス テーブル内に留まる時間の長さ。 こ
こに指定できる値は次のとおりです。
• [never]：MAC アドレスは、使用されていない時間がいく
ら長くなっても、テーブルから削除されません。
• [mode-default]：システムのデフォルト値が使用されます。
ファブリック インターコネクトがエンドホスト モードに
設定されている場合、デフォルトは 7,200 秒です。 スイッ
チング モードに設定されている場合、デフォルトは 300 秒
です。
• [other]：Cisco UCS Manager GUI に、カスタム値を入力でき
る [dd:hh:mm:ss] フィールドが表示されます。

[dd:hh:mm:ss] フィールド

MAC アドレスが Cisco UCS によって MAC アドレス テーブルか
ら削除される前に、その MAC アドレスが使用されずにいなけ
ればならない時間の長さ。 このフィールドは、エージング タイ
ムに [other] を選択した場合にだけ表示されます。
時間を days:hours:minutes:seconds の形式で入力します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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章

ポート ライセンスの管理
この章の構成は、次のとおりです。
• ポート ライセンス, 191 ページ
• ファブリック インターコネクトのホスト ID の入手方法, 192 ページ
• ポート ライセンスの入手方法, 192 ページ
• ファブリック インターコネクトでのポート ライセンスのインストール, 193 ページ
• ファブリック インターコネクトにインストールされたポート ライセンスの表示, 194 ページ
• ファブリック インターコネクトのポート ライセンスの使用状況の表示, 195 ページ
• ファブリック インターコネクトからのポート ライセンスのアンインストール, 195 ページ

ポート ライセンス
各 Cisco UCS ファブリック インターコネクトのポート ライセンスは、工場でインストールされ、
ハードウェアとともに出荷されます。各ファブリックインターコネクトは、少なくとも次のライ
センスがプリインストールされた状態で出荷されます。
• Cisco UCS 6120XP ファブリック インターコネクト：最初の 8 個のイーサネット ポート用お
よび拡張モジュール上のすべてのファイバ チャネル ポート用のプリインストール ライセン
ス
• Cisco UCS 6140XP ファブリック インターコネクト：最初の 16 個のイーサネット ポート用お
よび拡張モジュール上のすべてのファイバ チャネル ポート用のプリインストール ライセン
ス
追加の固定ポートを使用する場合は、それらのポート用のライセンスを購入し、インストールす
る必要があります。
現時点では、Cisco UCS Manager CLI でだけポート ライセンスをインストールできます。
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ファブリック インターコネクトのホスト ID の入手方法
ホスト ID はシリアル番号とも呼ばれます。 ファブリック インターコネクトの [General] タブで
も、Cisco UCS Manager GUI のシリアル番号を表示できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(local-mgmt)# show license ファブリック インターコネクトのホスト ID ま
host-id
たはシリアル番号を入手します。
ヒント

等号（=）の後ろに表示されるホスト
ID 全体を使用します。

次に、ファブリック インターコネクト のホスト ID を入手する例を示します。
UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# show license host-id
License hostid: VDH=FLC12121212

次の手順
シスコからポート ライセンスを入手します。

ポート ライセンスの入手方法
（注）

このプロセスは、このマニュアルのリリース後に変更される場合があります。 このマニュア
ルの手順が 1 つ以上当てはまらない場合は、シスコの担当者にライセンス ファイルの入手方
法をお問い合わせください。

操作を行う前に
次を入手します。
• ファブリック インターコネクトのホスト ID またはシリアル番号
• ファブリック インターコネクトまたは拡張モジュールの権利証明書またはその他の購入証明
書
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手順
ステップ 1

権利証明書またはその他の購入証明書から、Product Authorization Key（PAK; 製品認証キー）を取
得します。

ステップ 2

権利証明書またはその他の購入証明書で Web サイトの URL を確認します。

ステップ 3

ファブリック インターコネクトの Web サイト URL にアクセスし、シリアル番号と PAK を入力し
ます。
シスコからライセンス ファイルが電子メールで送信されます。 ライセンス ファイルは、要求さ
れたファブリック インターコネクトでの使用だけを許可するようにデジタル署名されています。
Cisco UCS Manager がライセンス ファイルにアクセスすると、要求された機能もイネーブルにな
ります。

次の手順
ファブリック インターコネクトにポート ライセンスをインストールします。

ファブリック インターコネクトでのポート ライセンスのインストー
ル
ポート ライセンスをインストールするには、Cisco UCS Manager CLI を使用する必要があります。

操作を行う前に
シスコからポート ライセンスを入手します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(local-mgmt)# copy
ポート ライセンスをソース ロケーション
from-filesystem:[ from-path ]/license_filename から目的の場所にコピーします。
Workspace:license_filename
from-filesystem: 引数には、次のいずれかの
構文を使用します。
• ftp://server-ip-addr
• scp://username@server-ip-addr
• sftp://username@server-ip-addr
• tftp://server-ip-addr :port-num
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A(local-mgmt)# install-license
workspace:license_filename

ポートライセンスをインストールします。

次に、FTP を使用してポートライセンスを作業領域にコピーした後、そのポート ライセンスをイ
ンストールする例を示します。
UCS-A # connect local-mgmt
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
UCS-A(local-mgmt)# copy ftp://192.168.10.10/license/port9.lic workspace:/port9.lic
UCS-A(local-mgmt)# install-license workspace:port9.lic

ファブリック インターコネクトにインストールされたポート ライセ
ンスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(local-mgmt)# show license
[brief | file [license_filename]]

ファブリックインターコネクトにインストー
ルされたポート ライセンスを、コマンドで
指定された詳細レベルで表示します。

次に、ファブリックインターコネクトにインストールされたポートライセンスの全詳細を表示す
る例を示します。
UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# show license file
enter.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ENTERPRISE_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>ENTERPRISE_PKG=</SKU> \
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519230254773</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=134D2848E9B0
port1.lic:
SERVER this_host ANY
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VENDOR cisco
INCREMENT ETH_PORT_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 permanent 1 \
VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N10-L001=</SKU> \
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519200954833</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=C01FAE4E87FA
port2.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ETH_PORT_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 permanent 8 \
VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>ETH_PORT_ACTIVATION_PKG=</SKU>
\
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519231228131</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=DF6A586C43C6
UCS-A(local-mgmt)#

ファブリック インターコネクトのポート ライセンスの使用状況の表
示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(local-mgmt)# show license ファブリック インターコネクトにインストール
usage
されたすべてのライセンス ファイルに関するラ
イセンス使用状況テーブルを表示します。

次に、ファブリック インターコネクトにインストールされたライセンスの全詳細を表示する例を
示します。
UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# show license usage
Feature
Ins Lic
Status Expiry Date Comments
Count
-------------------------------------------------------------------------------FM_SERVER_PKG
No
Unused
ENTERPRISE_PKG
No
Unused
FC_FEATURES_PKG
No
Unused
Grace expired
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
No
8
Unused Never
ETH_MODULE_ACTIVATION_PKG
No
0
Unused
-------------------------------------------------------------------------------UCS-A(local-mgmt)#

ファブリック インターコネクトからのポート ライセンスのアンイン
ストール
アンインストールできるのは、使用されていない永続ライセンスだけです。 使用中の永続ライセ
ンスを削除しようとすると、Cisco UCS Manager はその要求を拒否し、エラー メッセージを表示
します。
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ファブリック インターコネクトからのポート ライセンスのアンインストール

ライセンスがインストールされていないポートを使用しようとすると、Cisco UCS は猶予期間を
開始します。 猶予期間は、ライセンスを使用せずに機能が初めて使用されたときから開始され、
有効なライセンスファイルがインストールされるとリセットされます。猶予期間を過ぎるとポー
トは機能しなくなります。 お使いのファブリック インターコネクトの猶予期間の詳細について
は、シスコの営業担当者にお問い合わせください。

（注）

使用中の永続ライセンスはアンインストールできません。

操作を行う前に
• Cisco UCS Manager の設定をバックアップします。
• アンインストールするポート ライセンスに関連付けられたポートをディセーブルにします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(local-mgmt)# clear license
license_filename

名前を指定したポート ライセンスをア
ンインストールします。

次に、port9.lic をアンインストールする例を示します。
UCS-A # connect local-mgmt
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
UCS-A(local-mgmt)# clear license port9.lic
Clearing license port9.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ETH_PORT_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 permanent 1 \
VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N10-L001=</SKU> \
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519200954833</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=C01FAE4E87FA
Clearing license ........done
UCS-A(local-mgmt)#

次の手順
クラスタ設定で、他のファブリックインターコネクトにある同一ポートのポートライセンスをア
ンインストールします。
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部

ネットワーク設定
• LAN アップリンク マネージャの使用, 199 ページ
• ネームド VLAN の設定, 213 ページ
• LAN ピン グループの設定, 217 ページ
• MAC プールの設定, 221 ページ
• Quality of Service の設定, 223 ページ
• ネットワーク関連ポリシーの設定, 233 ページ

第

14

章

LAN アップリンク マネージャの使用
この章の構成は、次のとおりです。
• LAN アップリンク マネージャ, 199 ページ
• LAN アップリンク マネージャの起動, 200 ページ
• LAN アップリンク マネージャでのイーサネット スイッチング モードの変更, 200 ページ
• LAN アップリンク マネージャでのポートの設定, 201 ページ
• サーバ ポートの設定, 201 ページ
• アップリンク イーサネット ポートの設定, 202 ページ
• アップリンク イーサネット ポート チャネルの設定, 204 ページ
• LAN ピン グループの設定, 206 ページ
• ネームド VLAN の設定, 208 ページ
• LAN アップリンク マネージャでの QoS システム クラスの設定, 210 ページ

LAN アップリンク マネージャ
LAN アップリンク マネージャは、Cisco UCS と LAN 間の接続を設定できる単一インターフェイ
スを提供します。 LAN アップリンク マネージャを使用して次のものを作成および設定できます。
• イーサネット スイッチング モード
• アップリンクのイーサネット ポート
• ポート チャネル
• LAN ピン グループ
• ネームド VLAN
• サーバ ポート
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LAN アップリンク マネージャの起動

• QoS システム クラス
LAN アップリンク マネージャで行うことができる設定の一部は、[Equipment] タブまたは [LAN]
タブなどの他のタブのノードでも行うことができます。

LAN アップリンク マネージャの起動
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで [LAN] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[LAN Uplinks] タブの [LAN Uplinks Manager] リンクをクリックします。
別のウィンドウに [LAN Uplinks Manager] が開きます。

LAN アップリンク マネージャでのイーサネット スイッチング モード
の変更
重要

イーサネット スイッチング モードを変更すると、Cisco UCS Manager により、ユーザはログア
ウトされ、ファブリック インターコネクトが再起動されます。 クラスタ設定の場合は、Cisco
UCS Manager によって両方のファブリック インターコネクトが順次再起動されます。 2 つめ
のファブリック インターコネクトがイーサネット スイッチング モードに変更され、システム
が使用できるようになるまでには数分間かかります。

手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Uplink Mode] 領域で、次のいずれかのボタンをクリックします。
• [Set Switching Mode]
• [Set End-Host Mode]
現在のスイッチング モードのボタンはグレー表示されています。

ステップ 3

ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。
Cisco UCS Manager はファブリック インターコネクトを再起動し、ユーザをログアウトし、Cisco
UCS Manager GUI との接続を解除します。

ステップ 4

Cisco UCS Manager GUI を起動し、再びログインしてシステムの設定作業を続けます。
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LAN アップリンク マネージャでのポートの設定
LAN アップリンク マネージャを使用したサーバ ポートのイネーブル化

LAN アップリンク マネージャでのポートの設定
設定できるのは固定ポート モジュールのサーバ ポートだけです。 展開モジュールにはサーバ ポー
トは含まれません。

手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports] 領域で、下矢印をクリックして [Unconfigured Ports] セクションを展開します。

ステップ 3

[Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 4

次のいずれかを展開します。
• [Fixed Module]：固定モジュールのポートをサーバ ポートまたはアップリンク イーサネット
ポートとして設定します。
• [Expansion Module Number]：拡張モジュールのポートをアップリンク イーサネット ポートと
してイネーブルにします。 拡張モジュールのポートはサーバ ポートとして設定できません。
展開したノード以下にポートがリストされていない場合は、そのモジュールのすべてのポートが
すでに設定されています。

ステップ 5

設定するポートを右クリックし、次のいずれかを選択します。
• [Configure as Server Port]
• [Configure as Uplink Port]

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サーバ ポートの設定
LAN アップリンク マネージャを使用したサーバ ポートのイネーブル化
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports] 領域で、下矢印をクリックして [Server Ports] セクションを展開します。

ステップ 3

[Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 4

イネーブルにするポートを右クリックし、[Enable] を選択します。
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アップリンク イーサネット ポートの設定
LAN アップリンク マネージャを使用したサーバ ポートのディセーブル化

LAN アップリンク マネージャを使用したサーバ ポートのディセーブル化
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports] 領域で、下矢印をクリックして [Server Ports] セクションを展開します。

ステップ 3

[Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 4

ディセーブルにするポートを右クリックし、[Disable] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

LAN アップリンク マネージャを使用したサーバ ポートの設定解除
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports] 領域で、下矢印をクリックして [Server Ports] セクションを展開します。

ステップ 3

[Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 4

設定を解除するポートを右クリックし、[Unconfigure] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

アップリンク イーサネット ポートの設定
LAN アップリンク マネージャを使用したアップリンク イーサネット ポートのイネーブ
ル化
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Ports] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name] を
展開します。

ステップ 3

イネーブルにするポートを右クリックし、[Enable Port] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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LAN アップリンク マネージャを使用したアップリンク イーサネット ポートのディセー
ブル化
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Interfaces] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name]
を展開します。

ステップ 3

ディセーブルにするポートを右クリックし、[Disable Interfaces] を選択します。
複数のアップリンクイーサネットポートをディセーブルにする場合は、複数のポートを選択でき
ます。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ディセーブルにされたポートは、イネーブルのインターフェイスのリストから削除され、
[Unconfigured Ports] リストに戻されます。

LAN アップリンク マネージャを使用したアップリンク イーサネット ポートの設定解除
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Interfaces] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name]
を展開します。

ステップ 3

設定を解除するポートをクリックします。
複数のアップリンク イーサネット ポートの設定を解除する場合は、複数のポートを選択できま
す。

ステップ 4

[Disable Interface] をクリックします。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ディセーブルにされたポートは、イネーブルのインターフェイスのリストから削除され、
[Unconfigured Ports] リストに戻されます。
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アップリンク イーサネット ポート チャネルの設定
LAN アップリンク マネージャでのポート チャネルの作成

アップリンク イーサネット ポート チャネルの設定
LAN アップリンク マネージャでのポート チャネルの作成
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Create Port Channel] をクリックします。

ステップ 3

ポップアップ メニューから、ポート チャネルを作成する次のいずれかのファブリック インター
コネクトを選択します。
• [Fabric Interconnect A]
• [Fabric Interconnect B]

ステップ 4

[Create Port Channel] ウィザードの [Set Port Channel Name] ページで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[ID] フィールド

ポート チャネルの ID。

[Name] フィールド

ポート チャネルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

b) [Next] をクリックします。
ステップ 5

[Create Port Channel] ウィザードの [Add Ports] ページで、次の手順を実行します。
a) [Ports] テーブルで、ポート チャネルに含める 1 つ以上のポートを選択します。
b) [>>] ボタンをクリックして、 [Ports in the port channel] テーブルにポートを追加します。
ポート チャネルからポートを削除するには、 [<<] ボタンを使用できます。
（注）

ステップ 6

サーバ ポートとして設定済みのポートを選択した場合、Cisco UCS Managerで警告が
表示されます。 ダイアログボックスの [Yes] をクリックして、このポートをアップ
リンク イーサネット ポートとして再設定し、ポート チャネルに含めることができま
す。

[Finish] をクリックします。
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LAN アップリンク マネージャを使用したポート チャネルのイネーブル化
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Port Channels] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name]
を展開します。

ステップ 3

イネーブルにするポート チャネルを右クリックし、[Enable Port Channel] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

LAN アップリンク マネージャを使用したポート チャネルのディセーブル化
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Port Channels] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name]
を展開します。

ステップ 3

ディセーブルにするポート チャネルを右クリックし、[Disable Port Channel] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

LAN アップリンク マネージャを使用したポート チャネルへのポートの追加
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Port Channels] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name]
を展開します。

ステップ 3

ポートを追加するポート チャネルを右クリックして、[Add Ports] を選択します。

ステップ 4

[Add Ports] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Ports] テーブルで、ポート チャネルに含める 1 つ以上のポートを選択します。
b) [>>] ボタンをクリックして、 [Ports in the port channel] テーブルにポートを追加します。
ポート チャネルからポートを削除するには、 [<<] ボタンを使用できます。
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LAN ピン グループの設定
LAN アップリンク マネージャを使用したポート チャネルからのポートの削除

（注）

ステップ 5

サーバ ポートとして設定済みのポートを選択した場合、Cisco UCS Managerで警告が
表示されます。 ダイアログボックスの [Yes] をクリックして、このポートをアップ
リンク イーサネット ポートとして再設定し、ポート チャネルに含めることができま
す。

[OK] をクリックします。

LAN アップリンク マネージャを使用したポート チャネルからのポートの削除
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Port Channels] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name]
を展開します。

ステップ 3

ポートを削除するポート チャネルを展開します。

ステップ 4

ポート チャネルから削除するポートを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

LAN アップリンク マネージャを使用したポート チャネルの削除
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Port Channels] ➤ [Fabric Interconnects] ➤ [Fabric_Interconnect_Name]
を展開します。

ステップ 3

削除するポート チャネルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

LAN ピン グループの設定
LAN アップリンク マネージャでのピン グループの作成
2 つのファブリック インターコネクトを持つシステムでピン グループに関連付けることができる
のは、1 つのファブリック インターコネクト、または両方のファブリック インターコネクトだけ
です。
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LAN アップリンク マネージャを使用したピン グループの削除

操作を行う前に
ピン グループの設定に使用するポートおよびポート チャネルを設定します。 使用できるのは、
LAN ピン グループでアップリンク ポートとして設定されているポートおよびポート チャネルだ
けです。

手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Ports and Port Channels] 領域で、[Create Pin Group] をクリックします。

ステップ 3

[Create LAN Pin Group] ダイアログボックスで、ピン グループの一意の名前と説明を入力します。

ステップ 4

ファブリック インターコネクト A のトラフィックをピン接続するには、[Targets] 領域で次の手順
を実行します。
a) [Fabric Interconnect A] チェックボックスをオンにします。
b) [Interface] フィールドでドロップダウン矢印をクリックし、ツリー形式のブラウザを移動して、
ピン グループに関連付けるポートまたはポート チャネルを選択します。

ステップ 5

ファブリック インターコネクト B のトラフィックをピン接続するには、[Targets] 領域で次の手順
を実行します。
a) [Fabric Interconnect B] チェックボックスをオンにします。
b) [Interface] フィールドでドロップダウン矢印をクリックし、ツリー形式のブラウザを移動して、
ピン グループに関連付けるポートまたはポート チャネルを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の手順
ピン グループは、vNIC テンプレートにインクルードします。

LAN アップリンク マネージャを使用したピン グループの削除
手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [LAN Uplinks] タブをクリックします。

ステップ 2

[Pin Groups] 領域で、削除するピン グループを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 3

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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ネームド VLAN の設定
LAN アップリンク マネージャを使用したネームド VLAN の作成
2 つのスイッチを持つ Cisco UCS インスタンスでは、両方のスイッチまたは 1 つのスイッチだけ
にアクセスできるネームド VLAN を作成できます。

重要

ID 3968 ～ 4047 を使用して VLAN を作成することはできません。 この範囲の VLAN ID は予約
されています。
VLAN 名は大文字と小文字が区別されます。

手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [VLANs] タブをクリックします。

ステップ 2

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。

ステップ 3

[Create VLAN] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VLAN Name/Prefix] フィールド 単一の VLAN の場合、VLAN 名を指定します。 VLAN の範囲
の場合、各 VLAN 名に使用される接頭辞を指定します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。
設定オプション

次のオプションを選択できます。
• [Common/Global]：指定した VLAN は両方のファブリック
に適用され、どちらのファブリックでも同じ設定パラメー
タが使用されます。
• [Fabric A]：指定した VLAN は、ファブリック A だけに適
用されます。
• [Fabric B]：指定した VLAN は、ファブリック B だけに適
用されます。
• [Both Fabrics Configured Differently]：指定した VLAN は、
両方のファブリックに適用されますが、ファブリックごと
に異なる VLAN ID を指定できます。
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名前

説明

[VLAN IDs] フィールド

1 つの VLAN を作成するには、単一の数値 ID を入力します。
複数の VLAN を作成するには、個々の ID や ID の範囲をカンマ
で区切って入力します。 VLAN ID には次の値を入力できます。
• 1 ～ 3967
• 4049 ～ 4093
• システム上ですでに定義されている他の VLAN ID と重複
する値
たとえば、ID が 4、22、40、41、42、および 43 の 6 つの VLAN
を作成するには、4, 22, 40-43 を入力します。
重要

[Check Overlap] ボタン

ステップ 4

3968 ～ 4048 の VLAN ID は予約されています。 この範
囲内の ID は指定できません。

このボタンをクリックして、VLAN ID がシステム上の他の ID
と重複していないかどうか確認します。

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager で、次の [VLANs] ノードの 1 つに VLAN が追加されます。
• 両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能な VLAN の場合は、[LAN Cloud] ➤
[VLANs] ノード
• 1 つのファブリック インターコネクトだけにアクセス可能な VLAN の場合は、
[Fabric_Interconnect_Name] ➤ [VLANs] ノード

LAN アップリンク マネージャを使用したネームド VLAN の削除
Cisco UCS Manager に、削除するものと同じ VLAN ID を持つネームド VLAN が含まれている場
合、この ID を持つネームド VLAN がすべて削除されるまで、この VLAN はファブリック イン
ターコネクト設定から削除されません。

手順
ステップ 1

[LAN Uplinks Manager] の [VLANs] タブをクリックします。

ステップ 2

削除する VLAN のタイプによって、次のサブタブのいずれかをクリックします。
サブタブ

説明

[All]

Cisco UCS インスタンス内のすべての VLAN を表示します。
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サブタブ

説明

[Dual Mode]

両方のファブリック インターコネクトにアクセスできる VLAN を表
示します。

[Fabric A]

ファブリック インターコネクト A だけにアクセスできる VLAN を表
示します。

[Fabric B]

ファブリック インターコネクト B だけにアクセスできる VLAN を表
示します。

ステップ 3

テーブルで、削除する VLAN をクリックします。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して複数のエントリを選択できます。

ステップ 4

強調表示された 1 つまたは複数の VLAN を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

LAN アップリンク マネージャでの QoS システム クラスの設定
サーバのアダプタのタイプによっては、サポートされる最大 Maximum Transmission Unit（MTU;
最大伝送ユニット）に制限があります。 たとえば、ネットワーク MTU が最大を超えた場合、次
のアダプタでパケットがドロップする原因になる可能性があります。
• Cisco UCS CNA M71KR アダプタがサポートする最大 MTU は 9216 です。
• Cisco UCS 82598KR-CI アダプタがサポートする最大 MTU は 14000 です。

手順
ステップ 1

LAN アップリンク マネージャで、[QoS] タブをクリックします。

ステップ 2

システムのトラフィック管理ニーズを満たすために設定するシステム クラスの次のプロパティを
更新します。
（注）
一部のプロパティはすべてのシステム クラスに対して設定できない場合がありま
す。
名前

説明

[Enabled] チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、対応する QoS クラスが
ファブリック インターコネクト上で設定され、QoS ポリシーに
割り当て可能になります。
このチェックボックスをオフにすると、このクラスはファブリッ
ク インターコネクト上で設定されず、このクラスに関連付けら
れた QoS ポリシーはデフォルトの [Best Effort] になるか、（シ
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名前

説明
ステム クラスが 0 の Cos で設定されている場合は）Cos 0 シス
テム クラスになります。
（注）

[Cos] フィールド

このフィールドは、[Best Effort] と [Fibre Channel] の
場合は常にオンです。

サービス クラス。 0 ～ 6 の整数を入力できます。0 は最低プラ
イオリティを表し、6 は最高プライオリティを表します。 QoS
ポリシーが削除されるか、割り当てられたシステム クラスが
ディセーブルになったときに、システム クラスをトラフィック
のデフォルト システム クラスにする必要がある場合を除き、こ
の値を 0 に設定することは推奨しません。
（注）

このフィールドは、内部トラフィックの場合は 7 に、
[Best Effort] の場合は [any] に設定されます。 これら
の値は両方とも予約されており、他のプライオリティ
に割り当てることはできません。

[Packet Drop] チェックボックス このチェックボックスをオンにすると、このクラスに対してパ
ケットの破棄が許可されます。 このチェックボックスをオフに
すると、送信時にパケットを破棄できません。
このフィールドは、[Fibre Channel] クラスの場合は常にオフで
あり（破棄パケットは決して許可されない）、[Best Effort] の場
合は常にオンです（破棄パケットは常に許可される）。
[Weight] ドロップダウン リスト ここに指定できる値は次のとおりです。
• 1 ～ 10 の整数。 整数を入力すると、[Weight (%)] フィール
ドの説明に従って、このプライオリティ レベルに割り当て
られるネットワーク帯域幅の割合が Cisco UCS によって決
定されます。
• [best-effort]。
• [none]。
[Weight (%)] フィールド

チャネルに割り当てられる帯域幅を決定するために、Cisco UCS
によって次の作業が実行されます。
1 すべてのチャネルの重みを加算します。
2 チャネルの重みをすべての重みの和で割って、割合を求めま
す。
3 その割合の帯域幅をチャネルに割り当てます。
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名前

説明

[MTU] ドロップダウン リスト

チャネルの最大伝送ユニット。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• 1500 ～ 9216 の整数。 この値は最大パケット サイズに対応
します。
• [fc]：事前に定義されている 2240 のパケット サイズ。
• [normal]：事前に定義されている 1500 のパケット サイズ。
（注）

[Multicast Optimized] チェック
ボックス

このチェックボックスをオンにすると、パケットを複数の宛先
に同時に送信するように、クラスが最適化されます。
（注）

ステップ 3

このフィールドは、[Fibre Channel] の場合は常に [fc]
に設定されます。

このオプションは、[Fibre Channel] には適用されませ
ん。

次のいずれかの手順を実行します。
• [OK] をクリックして変更を保存し、LAN アップリンク マネージャを終了します。
• [Apply] をクリックし、LAN アップリンク マネージャを終了せずに変更を保存します。
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章

ネームド VLAN の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• ネームド VLAN, 213 ページ
• ネームド VLAN の作成, 213 ページ
• ネームド VLANの削除, 215 ページ

ネームド VLAN
ネームド VLAN は、所定の外部 LAN への接続を作成します。 VLAN は、ブロードキャスト トラ
フィックを含む、その外部 LAN へのトラフィックを切り離します。
VLAN ID に名前を割り当てると、抽象レイヤが追加されます。これにより、ネームド VLAN を使
用するサービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバをグローバルにアップデートする
ことができます。 外部 LAN との通信を維持するために、サーバを個別に再設定する必要はあり
ません。
同じ VLAN ID を使用して、複数のネームド VLAN を作成できます。 たとえば、HR および Finance
のビジネス サービスをホストするサーバが同一の外部 LAN にアクセスする必要がある場合、同
じ VLAN ID を使用して HR と Finance という名前の VLAN を作成できます。 その後でネットワー
クが再設定され、Finance が別の LAN に割り当てられた場合、変更する必要があるのは Finance の
ネームド VLAN の VLAN ID だけです。
クラスタ設定では、ネームド VLAN が 1 つのファブリック インターコネクトだけにアクセスでき
るようにすることも、両方のファブリック インターコネクトにアクセスできるように設定するこ
とも可能です。

ネームド VLAN の作成
2 つのスイッチを持つ Cisco UCS インスタンスでは、両方のスイッチまたは 1 つのスイッチだけ
にアクセスできるネームド VLAN を作成できます。
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重要

ID 3968 ～ 4047 を使用して VLAN を作成することはできません。 この範囲の VLAN ID は予約
されています。
VLAN 名は大文字と小文字が区別されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで [LAN] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [VLANs] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。

ステップ 5

[Create VLAN] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VLAN Name/Prefix] フィールド 単一の VLAN の場合、VLAN 名を指定します。 VLAN の範囲
の場合、各 VLAN 名に使用される接頭辞を指定します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。
設定オプション

次のオプションを選択できます。
• [Common/Global]：指定した VLAN は両方のファブリック
に適用され、どちらのファブリックでも同じ設定パラメー
タが使用されます。
• [Fabric A]：指定した VLAN は、ファブリック A だけに適
用されます。
• [Fabric B]：指定した VLAN は、ファブリック B だけに適
用されます。
• [Both Fabrics Configured Differently]：指定した VLAN は、
両方のファブリックに適用されますが、ファブリックごと
に異なる VLAN ID を指定できます。

[VLAN IDs] フィールド

1 つの VLAN を作成するには、単一の数値 ID を入力します。
複数の VLAN を作成するには、個々の ID や ID の範囲をカンマ
で区切って入力します。 VLAN ID には次の値を入力できます。
• 1 ～ 3967
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名前

説明
• 4049 ～ 4093
• システム上ですでに定義されている他の VLAN ID と重複
する値
たとえば、ID が 4、22、40、41、42、および 43 の 6 つの VLAN
を作成するには、4, 22, 40-43 を入力します。
重要

[Check Overlap] ボタン

ステップ 6

3968 ～ 4048 の VLAN ID は予約されています。 この範
囲内の ID は指定できません。

このボタンをクリックして、VLAN ID がシステム上の他の ID
と重複していないかどうか確認します。

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager で、次の [VLANs] ノードの 1 つに VLAN が追加されます。
• 両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能な VLAN の場合は、[LAN Cloud] ➤
[VLANs] ノード
• 1 つのファブリック インターコネクトだけにアクセス可能な VLAN の場合は、
[Fabric_Interconnect_Name] ➤ [VLANs] ノード

ネームド VLANの削除
Cisco UCS Manager に、削除するものと同じ VLAN ID を持つネームド VLAN が含まれている場
合、この ID を持つネームド VLAN がすべて削除されるまで、この VLAN はファブリック イン
ターコネクト設定から削除されません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで [LAN] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [VLANs] タブをクリックします。

ステップ 4

削除する VLAN のタイプによって、次のサブタブのいずれかをクリックします。
サブタブ

説明

[All]

Cisco UCS インスタンス内のすべての VLAN を表示します。

[Dual Mode]

両方のファブリック インターコネクトにアクセスできる VLAN を表
示します。
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サブタブ

説明

[Fabric A]

ファブリック インターコネクト A だけにアクセスできる VLAN を表
示します。

[Fabric B]

ファブリック インターコネクト B だけにアクセスできる VLAN を表
示します。

ステップ 5

テーブルで、削除する VLAN をクリックします。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して複数のエントリを選択できます。

ステップ 6

強調表示された 1 つまたは複数の VLAN を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

LAN ピン グループの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• LAN ピン グループ, 217 ページ
• LAN ピン グループの作成, 218 ページ
• LAN ピン グループの削除, 219 ページ

LAN ピン グループ
Cisco UCS は LAN ピン グループを使用して、サーバ上の vNIC から、ファブリック インターコネ
クトのアップリンク イーサネット ポートまたはポート チャネルに、イーサネット トラフィック
をピン接続します。 このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できま
す。
サーバにピン接続を設定するには、LAN ピン グループを vNIC ポリシーにインクルードする必要
があります。 その後、この vNIC ポリシーは、このサーバに割り当てられたサービス プロファイ
ルにインクルードされます。 vNIC からのすべてのトラフィックは、I/O モジュールを経由して所
定のアップリンク イーサネット ポートに進みます。

（注）

vNIC ポリシーを使用してピン グループがサーバ インターフェイスに割り当てられていない場
合、Cisco UCS Manager はそのサーバ インターフェイスからのトラフィックに対するアップリ
ンク イーサネット ポートまたはポート チャネルを動的に選択します。 この選択は永続的では
ありません。 インターフェイス フラップまたはサーバのリブートの後は、そのサーバ イン
ターフェイスからのトラフィックに対して別のアップリンク イーサネット ポートまたはポー
ト チャネルが使用される可能性があります。
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LAN ピン グループの作成
2 つのファブリック インターコネクトを持つシステムでピン グループに関連付けることができる
のは、1 つのファブリック インターコネクト、または両方のファブリック インターコネクトだけ
です。

操作を行う前に
ピン グループの設定に使用するポートおよびポート チャネルを設定します。 使用できるのは、
LAN ピン グループでアップリンク ポートとして設定されているポートおよびポート チャネルだ
けです。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[LAN Pin Groups] を右クリックし、[Create LAN Pin Group] を選択します。

ステップ 4

[Create LAN Pin Group] ダイアログボックスで、ピン グループの一意の名前と説明を入力します。

ステップ 5

ファブリック インターコネクト A のトラフィックをピン接続するには、[Targets] 領域で次の手順
を実行します。
a) [Fabric Interconnect A] チェックボックスをオンにします。
b) [Interface] フィールドでドロップダウン矢印をクリックし、ツリー形式のブラウザを移動して、
ピン グループに関連付けるポートまたはポート チャネルを選択します。

ステップ 6

ファブリック インターコネクト B のトラフィックをピン接続するには、[Targets] 領域で次の手順
を実行します。
a) [Fabric Interconnect B] チェックボックスをオンにします。
b) [Interface] フィールドでドロップダウン矢印をクリックし、ツリー形式のブラウザを移動して、
ピン グループに関連付けるポートまたはポート チャネルを選択します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

次の手順
ピン グループは、vNIC テンプレートにインクルードします。
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LAN ピン グループの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] ➤ [LAN Pin Groups] を展開します。

ステップ 3

削除する LAN ピン グルーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

MAC プールの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• MAC プール, 221 ページ
• MAC プールの作成, 222 ページ
• MAC プールの削除, 222 ページ

MAC プール
MAC プールは、ネットワーク ID、つまり MAC アドレスの集まりです。これらはレイヤ 2 環境で
は一意で、サーバの vNIC に割り当てることができます。 サービス プロファイルで MAC プール
を使用する場合、サービス プロファイルに関連付けられたサーバで使用できるように MAC アド
レスを手動で設定する必要はありません。
マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、この MAC プールが特
定のアプリケーション、またはビジネス サービスだけで使用されるようにすることができます。
Cisco UCS Manager は、プールから MAC アドレスを割り当てるために名前解決ポリシーを使用し
ます。
サーバに MAC アドレスを割り当てるには、vNIC ポリシーに MAC プールをインクルードする必
要があります。 その後、この vNIC ポリシーは、このサーバに割り当てられたサービス プロファ
イルにインクルードされます。
独自の MAC アドレスを指定することもできますし、シスコにより提供された MAC アドレスのグ
ループを使用することもできます。
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MAC プールの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで [LAN] ➤ [Pools] を展開します。

ステップ 3

プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[MAC Pools] を右クリックし、[Create MAC Pool] を選択します。

ステップ 5

[Create MAC Pool] ウィザードの最初のページで、次の手順を実行します。
a) MAC プールの一意の名前および説明を入力します。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 6

[Create MAC Pool] ウィザードの 2 番目のページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create a Block of MAC Addresses] ページで、プールの最初の MAC アドレスおよびプールに含
める MAC アドレスの数を入力します。
c) [OK] をクリックします。
d) [Finish] をクリックします。

次の手順
MAC プールは、vNIC テンプレートにインクルードします。

MAC プールの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[MAC Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除する MAC プールを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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Quality of Service の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• Quality of Service, 223 ページ
• システム クラスの設定, 223 ページ
• Quality Of Service ポリシーの設定, 227 ページ
• フロー制御ポリシーの設定, 230 ページ

Quality of Service
Cisco UCS は、Quality Of Service を実装するために、次の方法を提供しています。
• システム全体にわたって、特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定を指定する
ためのシステム クラス
• 個々の vNIC にシステム クラスを割り当てる QoS ポリシー
• アップリンク イーサネット ポートによるポーズ フレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー

システム クラスの設定
システム クラス
Cisco UCS は、Cisco UCS インスタンス内のトラフィックすべての処理に Data Center Ethernet（DCE;
データセンターイーサネット）を使用します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張で
は、イーサネットの帯域幅が 8 つの仮想レーンに分割されています。 2 つの仮想レーンは、内部
のシステムおよび管理トラフィック用に予約されています。 残りの 6 つの仮想レーンに対して
Quality Of Service を設定できます。 Cisco UCS インスタンス全体にわたり、これら 6 つの仮想レー
ンで DCE 帯域幅がどのように割り当てられるかは、システム クラスによって決定されます。
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各システムクラスでは、特定のトラフィックタイプのために、帯域幅の特定セグメントが予約さ
れています。 これにより、オーバーサブスクライブされたシステムでも、ある程度のトラフィッ
ク管理ができるようになります。 たとえば、ファイバ チャネル プライオリティ システム クラス
を設定して、FCoE トラフィックに割り当てられる DCE 帯域幅の割合を決定することができます。
次の表に、設定可能なシステム クラスについて説明します。
表 7：システム クラス

システム クラス

説明

[Platinum]

サービス プロファイルの QoS ポリシーにインクルードできる設定可
能なシステム クラスのセット。 各システム クラスはトラフィック
レーンを 1 つ管理します。

[Gold]
[Silver]
[Bronze]

[Best Effort]

これらのシステム クラスのプロパティはすべて、カスタム 設定やポ
リシーを割り当てるために使用できます。
ベーシック イーサネット トラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Service を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。 たとえば、このクラスには、必要
に応じて、データ パケットの破棄を許可する破棄ポリシーがありま
す。 このシステム クラスはディセーブルにできません。

[Fibre Channel]

Fibre Channel over Ethernet トラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Service を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。 たとえば、このクラスには、デー
タ パケットが絶対に破棄されないことを保証する破棄なしポリシーが
あります。 このシステム クラスはディセーブルにできません。

QoS システム クラスの設定
サーバのアダプタのタイプによっては、サポートされる最大 Maximum Transmission Unit（MTU;
最大伝送ユニット）に制限があります。 たとえば、ネットワーク MTU が最大を超えた場合、次
のアダプタでパケットがドロップする原因になる可能性があります。
• Cisco UCS CNA M71KR アダプタがサポートする最大 MTU は 9216 です。
• Cisco UCS 82598KR-CI アダプタがサポートする最大 MTU は 14000 です。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[QoS System Class] ノードを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

システムのトラフィック管理ニーズを満たすために設定するシステム クラスの次のプロパティを
更新します。
（注）
一部のプロパティはすべてのシステム クラスに対して設定できない場合がありま
す。
名前

説明

[Enabled] チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、対応する QoS クラスが
ファブリック インターコネクト上で設定され、QoS ポリシーに
割り当て可能になります。
このチェックボックスをオフにすると、このクラスはファブリッ
ク インターコネクト上で設定されず、このクラスに関連付けら
れた QoS ポリシーはデフォルトの [Best Effort] になるか、（シ
ステム クラスが 0 の Cos で設定されている場合は）Cos 0 シス
テム クラスになります。
（注）

[Cos] フィールド

このフィールドは、[Best Effort] と [Fibre Channel] の
場合は常にオンです。

サービス クラス。 0 ～ 6 の整数を入力できます。0 は最低プラ
イオリティを表し、6 は最高プライオリティを表します。 QoS
ポリシーが削除されるか、割り当てられたシステム クラスが
ディセーブルになったときに、システム クラスをトラフィック
のデフォルト システム クラスにする必要がある場合を除き、こ
の値を 0 に設定することは推奨しません。
（注）

このフィールドは、内部トラフィックの場合は 7 に、
[Best Effort] の場合は [any] に設定されます。 これら
の値は両方とも予約されており、他のプライオリティ
に割り当てることはできません。

[Packet Drop] チェックボックス このチェックボックスをオンにすると、このクラスに対してパ
ケットの破棄が許可されます。 このチェックボックスをオフに
すると、送信時にパケットを破棄できません。
このフィールドは、[Fibre Channel] クラスの場合は常にオフで
あり（破棄パケットは決して許可されない）、[Best Effort] の場
合は常にオンです（破棄パケットは常に許可される）。
[Weight] ドロップダウン リスト ここに指定できる値は次のとおりです。
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名前

説明
• 1 ～ 10 の整数。 整数を入力すると、[Weight (%)] フィール
ドの説明に従って、このプライオリティ レベルに割り当て
られるネットワーク帯域幅の割合が Cisco UCS によって決
定されます。
• [best-effort]。
• [none]。

[Weight (%)] フィールド

チャネルに割り当てられる帯域幅を決定するために、Cisco UCS
によって次の作業が実行されます。
1 すべてのチャネルの重みを加算します。
2 チャネルの重みをすべての重みの和で割って、割合を求めま
す。
3 その割合の帯域幅をチャネルに割り当てます。

[MTU] ドロップダウン リスト

チャネルの最大伝送ユニット。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• 1500 ～ 9216 の整数。 この値は最大パケット サイズに対応
します。
• [fc]：事前に定義されている 2240 のパケット サイズ。
• [normal]：事前に定義されている 1500 のパケット サイズ。
（注）

[Multicast Optimized] チェック
ボックス

このチェックボックスをオンにすると、パケットを複数の宛先
に同時に送信するように、クラスが最適化されます。
（注）

ステップ 6

このフィールドは、[Fibre Channel] の場合は常に [fc]
に設定されます。

このオプションは、[Fibre Channel] には適用されませ
ん。

[Save Changes] をクリックします。

QoS システム クラスのイネーブル化
デフォルトでは、Best Effort システム クラスまたは Fibre Channel システム クラスはイネーブルに
なっています。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[QoS System Class] ノードを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

イネーブルにする QoS システム クラスの [Enabled] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

QoS システム クラスのディセーブル化
Best Effort システム クラスまたは Fibre Channel システム クラスをディセーブルにすることはでき
ません。
ディセーブルにされたシステム クラスに関連付けられているすべての QoS ポリシーのデフォルト
は、Best Effort です。ディセーブルにされたシステムの Class of Service（CoS; クラス オブ サービ
ス） が 0 に設定されている場合のデフォルトは、Cos 0 システム クラスになります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[QoS System Class] ノードを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

ディセーブルにする QoS システムの [Enabled] チェックボックスをオフにします。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

Quality Of Service ポリシーの設定
Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。 このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality Of Service
が決定されます。 一部のアダプタでは、発信トラフィックに対して追加の制御（バーストやレー
トなど）を指定することもできます。
vNIC ポリシー、または vHBA ポリシーに QoS ポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービス プロファイルにインクルードして、vNIC または vHBA を設定する必要があります。
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QoS ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで [LAN] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[QoS Policy] を右クリックし、[Create QoS Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create QoS Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Priority] ドロップダウン リス
ト

この Quality of Service（QoS）定義に割り当てられたプライオリ
ティ。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [best-effort]：このプライオリティを使用しません。 このプ
ライオリティは、ベーシック イーサネット トラフィック
レーンに予約されています。 このプライオリティを QoS
ポリシーに割り当て、別のシステム クラスの Class of Service
（CoS; クラス オブ サービス）を 0 に設定すると、Cisco
UCS Manager でこのシステム クラスがデフォルト設定され
ることはありません。 そのトラフィックに対しては、CoS
0 のプライオリティがデフォルト設定されます。
• [bronze]：このプライオリティは、virtual Network Interface
Card（vNIC; 仮想ネットワーク インターフェイス カード）
トラフィックだけを制御する QoS ポリシーに使用されま
す。
• [fc]：このプライオリティは、virtual Host Bus Adapter
（vHBA; 仮想ホスト バス アダプタ）トラフィックだけを
制御する QoS ポリシーに使用されます。
• [gold]：このプライオリティは、vNIC トラフィックだけを
制御する QoS ポリシーに使用されます。
• [platinum]：このプライオリティは、vNIC トラフィックだ
けを制御する QoS ポリシーに使用されます。
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名前

説明
• [silver]：このプライオリティは、vNIC トラフィックだけ
を制御する QoS ポリシーに使用されます。

[Burst] フィールド

このポリシーを使用するサーバの通常バースト サイズ。 この
フィールドにより、トラフィックがレート制限を超えていると
見なされずに到達できるトラフィック バーストの最大サイズが
決定されます。 デフォルトは 10240 です。 最小値は 0 で、最大
値は 65535 です。
この設定は、一部のアダプタには適用されません。

[Rate] フィールド

想定されるトラフィックの平均レート。 このレート未満のトラ
フィックが常に一致します。 デフォルトは回線速度です。これ
は、値が 0 の場合と等しく、レート制限が指定されません。 最
小値は 0 で、最大値は 10,000,000 です。
Cisco M81KR VIC アダプタに対するレート制限は、1Mbps 単位
になります。 これらのアダプタでは、要求したレートが「超え
てはならない」レートとして扱われます。 したがって、4.5Mbps
の値は 4Mbps と解釈されます。 0 より大きくて 1Mbps より小さ
い要求レートは、1Mbps と解釈されます。これは、サポートさ
れる最低のハードウェア レート制限です。
この設定は、一部のアダプタには適用されません。

[Host Control] フィールド

Class of Service（CoS; サービス クラス）を Cisco UCS で制御す
るかどうか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [None]：ホストによって割り当てられた CoS 値に関係な
く、[Priority] ドロップダウン リストで選択されたプライオ
リティと関連付けられている CoS 値を Cisco UCS で使用し
ます。
• [Full]：ホストによって有効な CoS 値がパケットに割り当
てられている場合は、その値を Cisco UCS で使用します。
そうでなければ、[Priority] ドロップダウン リストで選択さ
れたプライオリティと関連付けられている CoS 値が Cisco
UCS で使用されます。
この設定は、一部のアダプタには適用されません。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
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次の手順
Quality of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA テンプレートにインクルードします。

QoS ポリシーの削除
使用中の QoS ポリシーを削除したり、QoS ポリシーに使用されているシステム クラスをディセー
ブルにしたりすると、その QoS ポリシーを使用する vNIC または vHBA は Best Effort システム ク
ラス、または Class of Service（CoS; サービス クラス）が 0 のシステム クラスに割り当てられま
す。 マルチテナント機能を実装しているシステムでは、Cisco UCS Manager は、まず、その組織
階層から一致する QoS ポリシーを見つけようとします。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[QoS Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除する QoS ポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

フロー制御ポリシーの設定
フロー制御ポリシー
フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCS インスタ
ンスのアップリンク イーサネット ポートが IEEE 802.3x ポーズ フレームを送信および受信するか
どうかを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、
送信側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。
LAN ポートとアップリンク イーサネット ポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり
ます。 Cisco UCS では、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。
送信機能をイネーブルにした場合、受信パケット レートが高くなりすぎたときに、アップリンク
イーサネット ポートはネットワーク ポートにポーズ要求を送信します。 ポーズは数ミリ秒有効
になった後、通常のレベルにリセットされます。 受信機能をイネーブルにした場合、アップリン
ク イーサネット ポートは、ネットワーク ポートからのポーズ要求すべてに従います。 ネットワー
クポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポート
で停止します。
ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると、ポーズ フレー
ムやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応がすぐ影響されます。
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フロー制御ポリシーの作成
操作を行う前に
必要なフロー制御に対応する設定を使用して、ネットワークポートを設定します。たとえば、ポ
リシーのフロー制御ポーズ フレームに対する送信設定をイネーブルにした場合は、必ず、ネット
ワーク ポートの受信パラメータを [on] または [desired] に設定します。 Cisco UCS ポートでフロー
制御フレームを受信する場合は、ネットワーク ポートの送信パラメータが [on] または [desired] に
設定されていることを確認します。フロー制御を使用する必要がない場合は、ネットワークポー
トの送信パラメータと受信パラメータを [off] に設定できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

[root] ノードを展開します。
ルート組織内のフロー制御ポリシーだけを作成できます。 サブ組織内のフロー制御ポリシーは、
作成できません。

ステップ 4

[Flow Control Policies] ノードを右クリックし、[Create Flow Control Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Flow Control Policy] ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Priority] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [auto]：このファブリック インターコネクト上で PPP を使
用するかどうかを決めるためにCisco UCSとネットワーク
がネゴシエーションします。
• [on]：このファブリック インターコネクト上で PPP をイ
ネーブルにします。

[Receive] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [off]：ネットワークからのポーズ要求は無視され、トラ
フィック フローは通常どおり継続します。
• [on]：ポーズ要求に従い、そのアップリンク ポート上のす
べてのトラフィックは、ネットワークでポーズ要求が取り
消されるまで停止されます。
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名前

説明

[Send] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [off]：パケット負荷に関係なくポート上のトラフィックが
通常どおり流れます。
• [on]：着信パケット レートが高くなり過ぎると、Cisco UCS
からポーズ要求がネットワークに送信されます。 ポーズは
数ミリ秒有効になった後、通常のレベルにリセットされま
す。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の手順
フロー制御ポリシーと、アップリンク イーサネット ポートまたはポート チャネルを関連付けま
す。

フロー制御ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Flow Control Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

ネットワーク関連ポリシーの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• vNIC テンプレートの設定, 233 ページ
• イーサネット アダプタ ポリシーの設定, 237 ページ
• ネットワーク制御ポリシーの設定, 243 ページ

vNIC テンプレートの設定
vNIC テンプレート
このポリシーは、サーバ上の vNIC が LAN に接続する方法を定義します。 このポリシーは、vNIC
LAN 接続ポリシーとも呼ばれます。
このポリシーをサービス プロファイルに含めて、ポリシーを有効にする必要があります。

vNIC テンプレートの作成
操作を行う前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• ネームド VLAN
• MAC プール
• QoS ポリシー
• LAN ピン グループ
• 統計情報のしきい値ポリシー
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[vNIC Templates] ノードを右クリックし、[Create vNIC Template] を選択します。

ステップ 5

[Create vNIC Template] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [General] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

virtual Network Interface Card（vNIC; 仮想ネットワーク イン
ターフェイス カード）テンプレートの名前。

[Description] フィールド

テンプレートのユーザ定義による説明。

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クト。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使用できない
場合に、このテンプレートから作成された vNIC から第 2 の
ファブリック インターコネクトにアクセスできるようにする
には、[Enable Failover] チェックボックスをオンにします。
（注）

[Target] リスト ボックス

このテンプレートから作成された vNIC に対して、
Cisco UCS 82598KR-CI 10 ギガビット イーサネット
アダプタなど、ファブリック フェールオーバーを
サポートしていないアダプタを備えたサーバを関連
付ける予定がある場合は、[Enable Failover] を選択
しないでください。選択すると、サービスプロファ
イルとサーバを関連付けるときに、Cisco UCS
Manager によって設定エラーが生成されます。

このテンプレートから作成された vNIC に可能なターゲット
のリスト。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [Adapter]：vNIC はすべてのアダプタに適用されます。
• [VM]：vNIC はすべての仮想マシンに適用されます。

[Template Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [Initial Template]：テンプレートが変更された場合、この
テンプレートから作成された vNIC はアップデートされ
ません。
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名前

説明
• [Undating Template]：テンプレートが変更された場合、こ
のテンプレートから作成された vNIC はアップデートさ
れます。

b) [VLANs] 領域で、このテンプレートから作成された vNIC に割り当てる VLAN をテーブルを使
用して選択します。 テーブルには、次のカラムがあります。
名前

説明

[Select] カラム

使用する VLAN ごとに、このカラムのチェックボックスをオ
ンにします。

[Name] カラム

VLAN の名前。

[Native VLAN] カラム

VLAN のいずれかをネイティブ VLAN として指定するには、
このカラムのオプション ボタンをクリックします。

[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

c) [Policies] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[MTU] フィールド

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
れる最大伝送ユニット、つまりパケット サイズ。
1500 ～ 9216 の範囲の整数を入力します。

[MAC Pool] ドロップダウン リ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
スト
れる Media Access Control（MAC; メディア アクセス制御）ア
ドレス プール。
[QoS Policy] ドロップダウン
リスト

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
れるサービス ポリシーの品質。

[Network Control Policy] ドロッ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
プダウン リスト
れるネットワーク制御ポリシー。
[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
スト
れる LAN ピン グループ。
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
プダウン リスト
れる統計情報収集ポリシー。
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ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の手順
vNIC テンプレートはサービス プロファイルにインクルードします。

vNIC テンプレートの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[vNIC Templates] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

vNIC テンプレートへの vNIC のバインディング
サービス プロファイルと関連付けられた vNIC は、vNIC テンプレートにバインドできます。 vNIC
を vNIC テンプレートにバインドした場合、Cisco UCS Manager により、vNIC テンプレートで定
義された値を使って vNIC が設定されます。 既存の vNIC 設定が vNIC テンプレートに一致しない
場合、Cisco UCS Manager により、vNIC が再設定されます。 バインドされた vNIC の設定は、関
連付けられた vNIC テンプレートを使用した場合だけ変更できます。 vNIC をインクルードしてい
るサービス プロファイルがすでにサービス プロファイル テンプレートにバインドされている場
合、vNIC を vNIC テンプレートにバインドすることはできません。

重要

再設定されている vNIC をテンプレートにバインドした場合、Cisco UCS Manager により、サー
ビス プロファイルと関連付けられているサーバがリブートされます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

バインドする virtual Network Interface Card（vNIC; 仮想ネットワーク インターフェイス カード）
を備えた サービス プロファイル が含まれている組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vNICs] の順に展開します。

ステップ 5

テンプレートにバインドする vNIC をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Bind to a Template] をクリックします。

ステップ 8

[Bind to a vNIC Template] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [vNIC Template] ドロップダウン リストから、vNIC をバインドするテンプレートを選択しま
す。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 9

警告ダイアログボックスで [Yes] をクリックすることにより、バインディングによって vNIC の再
設定が生じた場合に Cisco UCS Manager でサーバのリブートが必要になる場合があることを確認
します。

vNIC テンプレートからの vNIC のバインド解除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

バインドを解除する vNIC を持つサービス プロファイルがインクルードされた組織に対応するノー
ドを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vNICs] の順に展開します。

ステップ 5

テンプレートからバインドを解除する vNIC をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で [Unbind from a Template] をクリックします。

ステップ 8

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

イーサネット アダプタ ポリシーの設定
イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー
このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制
御します。 たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。
• キュー
• 割り込み処理
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• パフォーマンス拡張
• RSS ハッシュ
• 2 つのファブリック インターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー

（注）

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの場合は、Cisco UCS Manager で表示される値が QLogic
SANsurfer などのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。 たとえば、
次の値は、SANsurfer と Cisco UCS Manager で明らかに異なる場合があります。
• ターゲットごとの最大 LUN：SANsurfer の最大 LUN は 256 であり、この数値を超える値
は表示されません。 Cisco UCS Manager でサポートされている最大 LUN 数はこれよりも
大きくなっています。
• リンク ダウン タイムアウト：SANsurfer では、リンク ダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。 Cisco UCS Manager では、この値をミリ秒で設定します。 したがっ
て、Cisco UCS Manager で 5500 ミリ秒と設定された値は、SANsurfer では 5 秒として表示
されます。
• 最大データ フィールド サイズ：SANsurfer で許可された最大値は 512、1024、および 2048
です。 Cisco UCS Manager では、任意のサイズの値を設定できます。 したがって、Cisco
UCS Manager で 900 と設定された値は、SANsurfer では 512 として表示されます。

オペレーティング システム固有のアダプタ ポリシー
デフォルトでは、Cisco UCS は、イーサネット アダプタ ポリシーとファイバ チャネル アダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー
ティング システムにおける推奨設定が含まれています。 オペレーティング システムはこれらの
ポリシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求し
ます。 ベンダーが提供しているサポート リストで必須設定の詳細を確認できます。
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重要

適用可能なオペレーティング システムに対しては、これらのポリシー内の値を使用すること
を推奨します。 シスコのテクニカル サポートからの指示がない限り、デフォルトのポリシー
内の値は変更しないでください。
ただし、Windows OS 用のイーサネット アダプタ ポリシーを（デフォルトの Windows アダプ
タ ポリシーを使用する代わりに）作成する場合は、次の公式を使用して、Windows とともに
使用される値を計算する必要があります。
完了キュー = 送信キュー + 受信キュー
割り込み数 =（完了キュー + 2）を 2 のべき乗で最も近い数に切り上げた値
たとえば、送信キュー = 1 および受信キュー = 8 の場合、次のように計算されます。
完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み数 =（9 + 2）を 2 のべき乗で最も近い数に切り上げた値 = 16

イーサネット アダプタ ポリシーの作成
ヒント

領域内のフィールドが表示されない場合は、見出しの右側の [Expand] アイコンをクリックし
ます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Adapter Policies] を右クリックし、[Create Ethernet Adapter Policy] を選択します。

ステップ 5

次のフィールドに、ポリシーの名前および説明を入力します。

ステップ 6

名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

（オプション） [Resources] 領域で、次の値を調整します。
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名前

説明

[Transmit Queues] フィールド

割り当てる送信キュー リソースの数。
1 ～ 256 の整数を入力します。

[Ring Size] フィールド

各送信キュー内の記述子の数。
64 ～ 4096 の整数を入力します。

[Receive Queues] フィールド

割り当てる受信キュー リソースの数。
1 ～ 256 の整数を入力します。

[Ring Size] フィールド

各受信キュー内の記述子の数。
64 ～ 4096 の整数を入力します。

[Completion Queues] フィールド 割り当てる完了キュー リソースの数。 通常、割り当てなければ
ならない完了キュー リソースの数は、送信キュー リソースの数
に受信キュー リソースの数を加えたものと等しくなります。
1 ～ 512 の整数を入力します。
[Interrupts] フィールド

割り当てる割り込みリソースの数。通常、この値は、完了キュー
リソースの数と同じにします。
1 ～ 514 の整数を入力します。

ステップ 7

（オプション） [Options] 領域で、次の値を調整します。
名前

説明

[Transmit Checksum Offload]
フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：CPU ですべてのパケット チェックサムが計算
されます。
• [enabled]：チェックサムを計算できるように、CPU からす
べてのパケットがハードウェアに送信されます。 このオプ
ションにより、CPU のオーバーヘッドが削減される可能性
があります。

[Receive Checksum Offload]
フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：CPU ですべてのパケット チェックサムが検証
されます。
• [enabled]：CPU からすべてのパケット チェックサムが検証
のためにハードウェアへ送信されます。 このオプションに
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名前

説明
より、CPU のオーバーヘッドが削減される可能性がありま
す。
ここに指定できる値は次のとおりです。

[TCP Segmentation Offload]
フィールド

• [disabled]：大きい TCP パケットが CPU で分割されます。
• [enabled]：大きい TCP パケットが、CPU からハードウェア
に送信されて分割されます。 このオプションにより、CPU
のオーバーヘッドが削減され、スループット率が向上する
可能性があります。
（注）

このオプションは、Large Send Offload（LSO）とも呼
ばれています。

ここに指定できる値は次のとおりです。

[TCP Large Receive Offload]
フィールド

• [disabled]：CPU ですべての大きいパケットが処理されま
す。
• [enabled]：すべての分割パケットが、CPU に送信される前
にハードウェアによって再構築されます。 このオプション
により、CPU の使用率が削減され、インバウンドのスルー
プットが増加する可能性があります。

[Receive Side Scaling] フィール RSS により、マルチプロセッサ システムにおいてネットワーク
ド
の受信処理が複数の CPU に分散されます。 ここに指定できる
値は次のとおりです。
• [disabled]：ネットワーク受信処理は、追加のプロセッサが
使用可能であっても、常に 1 つのプロセッサで処理されま
す。
• [enabled]：ネットワーク受信処理は、可能ならばいつでも
プロセッサ間で分担されます。
[Failback Timeout] フィールド

セカンダリ インターフェイスを使用して vNIC が始動した後、
その vNIC のプライマリ インターフェイスが再びシステムで使
用されるには、プライマリ インターフェイスが一定時間使用可
能な状態になっている必要があり、その時間の長さをこの設定
で制御します。
0 ～ 600 の秒数を入力します。

[Interrupt Mode] フィールド

優先ドライバ割り込みモード。 ここに指定できる値は次のとお
りです。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

241

イーサネット アダプタ ポリシーの設定
イーサネット アダプタ ポリシーの削除

名前

説明
• [MSI-X]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
（MSI）。 推奨オプションです。
• [MSI]：MSI だけ。
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。

[Interrupt Coalescing Type]
フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [min]：別の割り込みイベントを送信する前に、[Interrupt
Timer] フィールドに指定された時間だけシステムは待機し
ます。
• [idle]：アクティビティなしの期間が少なくとも [Interrupt
Timer] フィールドに指定された時間続くまで、システムか
ら割り込みは送信されません。

[Interrupt Timer] フィールド

割り込み間の待機時間、または割り込みが送信される前に必要
な休止期間。
1 ～ 65535 の値を入力します。 割り込み調停をオフにするには、
このフィールドに 0（ゼロ）を入力します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

イーサネット アダプタ ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Adapter Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するイーサネット アダプタ ポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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ネットワーク制御ポリシーの設定
ネットワーク制御ポリシー
このポリシーは、次を含む、Cisco UCS インスタンスのネットワーク制御設定を行います。
• Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）がイネーブルか、ディセーブルか
• エンドホスト モードで、使用できるアップリンク ポートが存在しない場合、VIF はどのよう
に動作するか
• パケットをファブリック インターコネクトに送信する際、サーバは異なる IP アドレスを使
用できるか

ネットワーク制御ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Network Control Policies] ノードを右クリックし、[Create Network Control Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Network Control Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[CDP] フィールド

このオプションにより、このポリシーが含まれているサービス
プロファイルと関連付けられたサーバ上で Cisco Discovery
Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）をイネーブルにするか
どうか決定されます。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]
• [enabled]

[Action on Uplink Fail] フィール このオプションにより、ファブリック インターコネクトがエン
ド
ドホスト モードのときに、使用可能なアップリンク ポートがな
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名前

説明
いと、VIF がどのように動作するか決定されます。 ここに指定
できる値は次のとおりです。
• [link-down]：ファブリック インターコネクト上でアップリ
ンク接続が失われたときに vNIC の動作状態をダウンに変
更します。vNICのファブリックフェールオーバーはイネー
ブルになります。
• [warning]：使用可能なアップリンク ポートがない場合で
あっても、サーバ間の接続を維持します。ファブリック イ
ンターコネクト上でアップリンク接続が失われたときの
ファブリック フェールオーバーはディセーブルになりま
す。
デフォルトは、[link-down] です。

ステップ 6

[MAC Security] 領域で次の手順を実行して、ファブリック インターコネクトへのパケット送信時
に、サーバが異なる MAC アドレスを使用できるかどうかを決定します。
a) [Expand] アイコンをクリックして領域を展開し、オプション ボタンを表示します。
b) 次のオプション ボタンのいずれかをクリックして、サーバからファブリック インターコネク
トへのパケット送信時に偽の MAC アドレスが使用できるか、拒否されるかを決定します。
• [allow]：すべてのサーバ パケットは、そのパケットと関連付けられている MAC アドレス
とは無関係に、ファブリック インターコネクトで受け入れられます。
• [deny]：最初のパケットがファブリック インターコネクトに送信された後、それ以降のす
べてのパケットでそれと同じ MAC アドレスを使用する必要があります。そうでないパ
ケットは、ファブリック インターコネクトからメッセージなしで拒否されます。 実質的
に、このオプションによって、関連する vNIC のポート セキュリティがイネーブルになり
ます。
関連付けられたサーバに VMware ESX をインストールする予定の場合は、デフォルトの vNIC
に適用されるネットワーク制御ポリシーの [MAC Security] を [allow] に設定する必要がありま
す。 [MAC Security] を [allow] に設定しない場合、ESX のインストールは失敗します。インス
トール プロセスでは複数の MAC アドレスが必要ですが、MAC セキュリティでは 1 つの MAC
アドレスだけが許可されるためです。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
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ネットワーク制御ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Network Control Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

ネームド VSAN の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• ネームド VSAN, 249 ページ
• ネームド VSAN の作成, 249 ページ
• ネームド VSANの削除, 251 ページ

ネームド VSAN
ネームド VSAN は、所定の外部 SAN への接続を作成します。 VSAN は、ブロードキャスト トラ
フィックを含む、その外部 SAN へのトラフィックを切り離します。 1 つのネームド VSAN のト
ラフィックは、別のネームド VSAN にトラフィックが存在していることを認識しますが、そのト
ラフィックの読み取りまたはアクセスはできません。
ネームド VLAN と同様、VSAN ID に名前を割り当てると、抽象レイヤが追加されます。これによ
り、ネームド VSAN を使用するサービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバをグロー
バルにアップデートすることができます。 外部 SAN との通信を維持するために、サーバを個別
に再設定する必要はありません。 同じ VSAN ID を使用して、複数のネームド VSAN を作成でき
ます。
クラスタ設定では、ネームド VSAN が 1 つのファブリック インターコネクトの FC アップリンク
にアクセスできるようにすることも、両方の ファブリック インターコネクトの FC アップリンク
にアクセスできるように設定することも可能です。

ネームド VSAN の作成
ID 1 ～ 4093 を使用してネームド VSAN を作成することができます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[VSANs] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。

ステップ 5

[Create VSAN] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ネットワークに割り当てられている名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Type] オプション ボタン

オプション ボタンをクリックして、VSAN の設定方法を決定し
ます。 次のオプションを選択できます。
• [Common/Global]：VSAN は、すべての使用可能なファブ
リック内で同じ VSAN ID にマッピングされます。
• [Fabric A]：VSAN は、ファブリック A にだけ存在する
VSAN ID にマッピングされます。
• [Fabric B]：VSAN は、ファブリック B にだけ存在する
VSAN ID にマッピングされます。
• [Both Fabrics Configured Differently]：VSAN は、使用可能な
ファブリックごとに異なる VSAN ID にマッピングされま
す。 このオプションを選択すると、Cisco UCS Manager GUI
に、各ファブリックの [VSAN ID] フィールドと [FCoE
VLAN] フィールドが表示されます。

[VSAN ID] フィールド

ネットワークに割り当てられている固有識別情報。
1 ～ 4093 の ID を指定できます。

[FCoE VLAN] フィールド

ステップ 6

ファイバ チャネル接続に使用される VLAN に割り当てられた固
有識別情報。

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI で、次の [VSANs] ノードの 1 つに VSAN が追加されます。
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• 両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能な VSAN の場合は、[SAN Cloud] ➤
[VSANs] ノード
• 1 つのファブリック インターコネクトだけにアクセス可能な VSAN の場合は、[FC Uplinks Switch_Name] ➤ [VSAN] ノード

ネームド VSANの削除
Cisco UCS Manager に、削除するものと同じ VSAN ID を持つネームド VSAN が含まれている場
合、この ID を持つネームド VSAN がすべて削除されるまで、この VSAN はファブリック イン
ターコネクト設定から削除されません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[VSANs] タブをクリックします。

ステップ 4

削除する VSAN のタイプに応じて、次のサブタブのいずれかをクリックします。
サブタブ

説明

[All]

Cisco UCS インスタンス内のすべての VSAN を表示します。

[Dual Mode]

両方のファブリック インターコネクトにアクセスできる VSAN を表
示します。

[Switch A]

ファブリック インターコネクト A だけにアクセスできる VSAN を
表示します。

[Switch B]

ファブリック インターコネクト B だけにアクセスできる VSAN を
表示します。

ステップ 5

テーブルで、削除する VSAN をクリックします。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して複数のエントリを選択できます。

ステップ 6

強調表示された 1 つまたは複数の VSAN を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
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SAN ピン グループの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• SAN ピン グループ, 253 ページ
• SAN ピン グループの作成, 254 ページ
• SAN ピン グループの削除, 254 ページ

SAN ピン グループ
Cisco UCS では、SAN ピン グループを使用して、サーバ上の vHBA からのファイバ チャネル ト
ラフィックがファブリック インターコネクト上のアップリンク ファイバ チャネル ポートへピン
接続されます。 このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できます。
ピン接続をサーバに設定するには、SAN ピン グループを vHBA ポリシーに含める必要がありま
す。 vHBA ポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービス プロファイルに含められます。
vHBA からのすべてのトラフィックは、I/O モジュールを経由して、指定されたアップリンク ファ
イバ チャネルへ移動します。
同じピン グループを複数の vHBA ポリシーに割り当てられます。 したがって、vHBA ごとに手動
でトラフィックをピン接続する必要はありません。

重要

既存の SAN ピン グループのターゲット インターフェイスを変更すると、そのピン グループ
を使用するすべての vHBA のトラフィックが中断されます。 ファイバ チャネル プロトコルで
トラフィックを再びピン接続するために、ファブリック インターコネクトからログインとロ
グアウトが実行されます。
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SAN ピン グループの作成
2 つのファブリック インターコネクトを持つシステムでピン グループに関連付けることができる
のは、1 つのファブリック インターコネクト、または両方のファブリック インターコネクトだけ
です。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [SAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[SAN Pin Groups] を右クリックし、[Create SAN Pin Group] を選択します。

ステップ 4

ピン グループの一意の名前および説明を入力します。

ステップ 5

ファブリック インターコネクト A のトラフィックをピン接続するには、[Targets] 領域で次の手順
を実行します。
a) [Fabric A] チェックボックスをオンにします。
b) [Interface] フィールドでドロップダウン矢印をクリックし、ツリー形式のブラウザを移動して、
ピン グループに関連付けるアップリンク ファイバ チャネル ポートを選択します。

ステップ 6

ファブリック インターコネクト B のトラフィックをピン接続するには、[Targets] 領域で次の手順
を実行します。
a) [Fabric B] チェックボックスをオンにします。
b) [Interface] フィールドでドロップダウン矢印をクリックし、ツリー形式のブラウザを移動して、
ピン グループに関連付けるアップリンク ファイバ チャネル ポートを選択します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

次の手順
ピン グループは、vHBA テンプレートにインクルードします。

SAN ピン グループの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [SAN Cloud] ➤ [SAN Pin Groups] を展開します。

ステップ 3

削除する SAN ピン グループを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

WWN プールの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• WWN プール, 255 ページ
• WWNN プールの設定, 256 ページ
• WWPN プールの設定, 260 ページ

WWN プール
World Wide Name（WWN）プールは、Cisco UCS インスタンス内のファイバ チャネル vHBA で使
用される WWN の集まりです。 次の独立したプールを作成します。
• サーバに割り当てられる World Wide（WW）ノード名
• vHBA に割り当てられる WW ポート名

重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。
サービス プロファイルで WWN プールを使用する場合、サービス プロファイルに関連付けられた
サーバで使用される WWN を手動で設定する必要はありません。 複数のテナントを実装するシス
テムでは、WWN プールを使用して、各組織で使用される WWN を制御できます。
WWN をブロック単位でプールに割り当てます。 ブロックごと、または個々の WWN ごとに、
ブート ターゲットを割り当てることができます。
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WWNN プール
World Wide Node Name（WWNN）プールは、WW ノード名だけを含む WWN プールです。 サー
ビス プロファイルに WWNN のプールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールか
ら WWNN が割り当てられます。
WWPN プール
World Wide Port Name（WWPN）プールは、WW ポート名だけを含む WWN プールです。 サービ
ス プロファイルに WWPN のプールを含める場合、関連付けられたサーバの各 vHBA 上のポート
には、そのプールから WWPN が割り当てられます。

WWNN プールの設定
WWNN プールの作成
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] を展開します。

ステップ 3

プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[WWNN Pools] を右クリックし、[Create WWNN Pool] を選択します。

ステップ 5

[Create WWNN Pool] ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次の手順を実行しま
す。
a) WWNN プールの一意の名前および説明を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 6

[Create WWNN Pool] ウィザードの [Add WWN Blocks] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 7

[Create WWN Block] ページで、次のフィールドに値を入力します。
a) [From] フィールドに、プールの最初の WWNN を入力します。
b) [Size] フィールドに、プールに含める WWNN の数を入力します。
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c) [OK] をクリックします。
ステップ 8

次のいずれかの手順を実行します。
• 別のブロックをプールに追加するには、ステップ 6 ～ 7 を繰り返します。
• 次のページに移動するには、[Next] をクリックします。

ステップ 9

[Finish] をクリックします。

WWNN プールへの WWN ブロックの追加
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWNN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

World Wide Name（WWN; ワールド ワイド名）ブロックを追加する World Wide Node Name（WWNN;
ワールド ワイド ノード名）プールを右クリックして、[Create WWN Block] を選択します。

ステップ 5

[Create WWN Block] ページで、次のフィールドに値を入力します。
a) [From] フィールドに、プールの最初の WWNN を入力します。
b) [Size] フィールドに、プールに含める WWNN の数を入力します。
c) [OK] をクリックします。
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WWNN プールからの WWN ブロックの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] ➤ [WWNN Pools] ➤ [WWNN_Pool_Name]
を展開します。

ステップ 3

削除する WWN ブロックを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

WWNN プールへの WWNN イニシエータの追加
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWNN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

World Wide Node Name（WWNN; ワールド ワイド ノード名）イニシエータを追加する WWNN
プールを右クリックして、[Create WWNN Initiator] を選択します。

ステップ 5

[Create WWNN Initiator] ダイアログボックスで、次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[World Wide Name] フィールド

WWN。

[Name] フィールド

WWNN イニシエータの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

WWNN イニシエータのユーザ定義による説明。
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ステップ 6

[OK] をクリックします。

WWNN プールからの WWNN イニシエータの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWPN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

WWNN イニシエータを削除する WWNN プールを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [Initiators] タブをクリックします。

ステップ 6

削除するイニシエータを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

WWNN プールの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWNN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除する WWNN プールを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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WWPN プールの設定
WWPN プールの作成
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] を展開します。

ステップ 3

プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[WWPN Pools] を右クリックし、[Create WWPN Pool] を選択します。

ステップ 5

[Create WWN Pool] ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次の手順を実行します。
a) WWPN プールの一意の名前および説明を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 6

[Create WWPN Pool] ウィザードの [Add WWN Blocks] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 7

[Create WWN Block] ページで、次のフィールドに値を入力します。
a) [From] フィールドに、プールの最初の WWPN を入力します。
b) [Size] フィールドに、プールに含める WWPN の数を入力します。
c) [OK] をクリックします。

ステップ 8

[Finish] をクリックします。

次の手順
WWPN プールは、vHBA テンプレートにインクルードします。
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WWPN プールへの WWN ブロックの追加
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWPN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

World Wide Name（WWN; ワールド ワイド名）ブロックを追加する World Wide Port Name（WWPN;
ワールド ワイド ポート名）プールを右クリックして、[Create WWN Block] を選択します。

ステップ 5

[Create WWN Block] ページで、次のフィールドに値を入力します。
a) [From] フィールドに、プールの最初の WWPN を入力します。
b) [Size] フィールドに、プールに含める WWPN の数を入力します。
c) [OK] をクリックします。

WWPN プールからの WWN ブロックの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] ➤ [WWPN Pools] ➤ [WWPN_Pool_Name]
を展開します。

ステップ 3

削除する WWN ブロックを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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WWPN プールへの WWPN イニシエータの追加
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。 その他の WWN 範囲はすべて予約されています。 SAN ファブリック内
の Cisco UCS WWNN と WWPN の固有性を確保するため、プール内のすべてのブロックに
WWN 接頭辞として 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用することを推奨します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWPN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

World Wide Port Name（WWPN; ワールド ワイド ポート名）イニシエータを追加する WWPN プー
ルを右クリックして、[Create WWPN Initiator] を選択します。

ステップ 5

[Create WWPN Initiator] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[World Wide Name] フィールド

WWN。

[Name] フィールド

WWPN イニシエータの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド
ステップ 6

WWPN イニシエータのユーザ定義による説明。

SAN ブート ターゲットを追加する場合は、[Boot Target] 領域を展開し、次のフィールドに値を入
力します。
名前

説明

[Boot Target WWPN] フィールド ブート イメージの場所に対応する World Wide Port Name（WWPN;
ワールド ワイド ポート名）。
[Boot Target LUN] フィールド
ステップ 7

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[OK] をクリックします。
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WWPN プールからの WWPN イニシエータの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWPN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

WWPN イニシエータを削除する WWPN プールを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [Initiators] タブをクリックします。

ステップ 6

削除するイニシエータを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

WWPN プールの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[WWPN Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除する WWPN プールを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

ストレージ関連ポリシーの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• vHBA テンプレートの設定, 265 ページ
• ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの設定, 269 ページ

vHBA テンプレートの設定
vHBA テンプレート
このテンプレートは、サーバ上の vHBA による SAN への接続方法を定義するポリシーです。 こ
れは、vHBA SAN 接続テンプレートとも呼ばれます。
このポリシーをサービス プロファイルに含めて、ポリシーを有効にする必要があります。

vHBA テンプレートの作成
操作を行う前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• ネームド VSAN
• WWNN プール、または WWPN プール
• SAN ピン グループ
• 統計情報のしきい値ポリシー
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[vHBA Templates] ノードを右クリックし、[Create vHBA Template] を選択します。

ステップ 5

[Create vHBA Template] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

virtual Host Bus Adapter（vHBA; 仮想ホスト バス アダプタ）テ
ンプレートの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

テンプレートのユーザ定義による説明。

[Fabric ID] フィールド

このテンプレートで作成された vHBA が関連付けられている
ファブリック インターコネクトの名前。

[Select VSAN] ドロップダウン
リスト

このテンプレートから作成された vHBA と関連付ける VSAN。

[Create VSAN] リンク

VSAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Template Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [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 vHBA はアップデートされませ
ん。
• [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 vHBA がアップデートされま
す。

[Max Data Field Size] フィールド vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロード
バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 2048 で
す。
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名前

説明

[WWN Pool] ドロップダウン リ このテンプレートから作成された vHBA によって、World Wide
スト
Name（WWN; ワールド ワイド名）アドレスを導出するために
使用される WWN プール。
[QoS Policy] ドロップダウン リ このテンプレートから作成された vHBA に関連付けられている
スト
Quality of Service（QoS）ポリシー。
[Pin Group] ドロップダウン リ
スト

このテンプレートから作成された vHBA に関連付けられている
LAN ピン グループ。

[Stats Threshold Policy] ドロップ このテンプレートから作成された vHBA に関連付けられている
ダウン リスト
統計情報収集ポリシー。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の手順
vHBA テンプレートはサービス プロファイルにインクルードします。

vHBA テンプレートの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[vHBA Templates] ノードを展開します。

ステップ 4

削除する vHBA テンプレートを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

vHBA テンプレートへの vHBA のバインディング
サービス プロファイルと関連付けられた vHBA は、vHBA テンプレートにバインドできます。
vHBA を vHBA テンプレートにバインドした場合、Cisco UCS Manager により、vHBA テンプレー
トで定義された値を使って vHBA が設定されます。 既存の vHBA 設定が vHBA テンプレートに一
致しない場合、Cisco UCS Manager により、vHBA が再設定されます。 バインドされた vHBA の
設定は、関連付けられた vHBA テンプレートを使用した場合だけ変更できます。 vHBA をインク
ルードしているサービス プロファイルがすでにサービス プロファイル テンプレートにバインド
されている場合、vHBA を vHBA テンプレートにバインドすることはできません。
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重要

再設定されている vHBA をテンプレートにバインドした場合、Cisco UCS Manager により、サー
ビス プロファイルと関連付けられているサーバがリブートされます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

バインドする virtual Host Bus Adapter（vHBA; 仮想ホスト バス アダプタ）を備えた サービス プロ
ファイル が含まれている組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vHBAs] を展開します。

ステップ 5

テンプレートにバインドする vHBA をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Bind to a Template] をクリックします。

ステップ 8

[Bind to a vHBA Template] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [vHBA Template] ドロップダウン リストから、vHBA をバインドするテンプレートを選択しま
す。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 9

警告ダイアログボックスの [Yes] をクリックすることにより、バインディングによって vHBA の
再設定が生じた場合に Cisco UCS Manager でサーバのリブートが必要になる場合があることを確
認します。

vHBA テンプレートからの vHBA のバインド解除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

バインドを解除する vHBA を持つサービス プロファイルがインクルードされた組織に対応する
ノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vHBAs] を展開します。

ステップ 5

テンプレートからバインドを解除する vHBA をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で [Unbind from a Template] をクリックします。

ステップ 8

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの設定
イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー
このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制
御します。 たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。
• キュー
• 割り込み処理
• パフォーマンス拡張
• RSS ハッシュ
• 2 つのファブリック インターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー

（注）

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの場合は、Cisco UCS Manager で表示される値が QLogic
SANsurfer などのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。 たとえば、
次の値は、SANsurfer と Cisco UCS Manager で明らかに異なる場合があります。
• ターゲットごとの最大 LUN：SANsurfer の最大 LUN は 256 であり、この数値を超える値
は表示されません。 Cisco UCS Manager でサポートされている最大 LUN 数はこれよりも
大きくなっています。
• リンク ダウン タイムアウト：SANsurfer では、リンク ダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。 Cisco UCS Manager では、この値をミリ秒で設定します。 したがっ
て、Cisco UCS Manager で 5500 ミリ秒と設定された値は、SANsurfer では 5 秒として表示
されます。
• 最大データ フィールド サイズ：SANsurfer で許可された最大値は 512、1024、および 2048
です。 Cisco UCS Manager では、任意のサイズの値を設定できます。 したがって、Cisco
UCS Manager で 900 と設定された値は、SANsurfer では 512 として表示されます。
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オペレーティング システム固有のアダプタ ポリシー
デフォルトでは、Cisco UCS は、イーサネット アダプタ ポリシーとファイバ チャネル アダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー
ティング システムにおける推奨設定が含まれています。 オペレーティング システムはこれらの
ポリシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求し
ます。 ベンダーが提供しているサポート リストで必須設定の詳細を確認できます。

重要

適用可能なオペレーティング システムに対しては、これらのポリシー内の値を使用すること
を推奨します。 シスコのテクニカル サポートからの指示がない限り、デフォルトのポリシー
内の値は変更しないでください。
ただし、Windows OS 用のイーサネット アダプタ ポリシーを（デフォルトの Windows アダプ
タ ポリシーを使用する代わりに）作成する場合は、次の公式を使用して、Windows とともに
使用される値を計算する必要があります。
完了キュー = 送信キュー + 受信キュー
割り込み数 =（完了キュー + 2）を 2 のべき乗で最も近い数に切り上げた値
たとえば、送信キュー = 1 および受信キュー = 8 の場合、次のように計算されます。
完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み数 =（9 + 2）を 2 のべき乗で最も近い数に切り上げた値 = 16

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの作成
ヒント

領域内のフィールドが表示されない場合は、見出しの右側の [Expand] アイコンをクリックし
ます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Fibre Channel Policies] を右クリックし、[Create Fibre Channel Adapter Policy] を選択します。

ステップ 5

次のフィールドに、ポリシーの名前および説明を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
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名前

説明
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

ステップ 6

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

（オプション） [Resources] 領域で、次の値を調整します。
名前

説明

[Transmit Queues] フィールド

割り当てる送信キュー リソースの数。
この値は変更できません。

[Ring Size] フィールド

各送信キュー内の記述子の数。
64 ～ 128 の整数を入力します。

[Receive Queues] フィールド

割り当てる受信キュー リソースの数。
この値は変更できません。

[Ring Size] フィールド

各受信キュー内の記述子の数。
64 ～ 128 の整数を入力します。

[SCSI I/O Queues] フィールド

システムで割り当てる SCSI IO キュー リソースの数。
1 ～ 8 の整数を入力します。
（注）

[Ring Size] フィールド

現時点では、Cisco M81KR VIC アダプタでサポートさ
れる SCSI I/O キューは 1 つだけです。

各 SCSI I/O キュー内の記述子の数。
64 ～ 512 の整数を入力します。

ステップ 7

（オプション） [Options] 領域で、次の値を調整します。
名前

説明

[FCP Error Recovery] フィールド このシステムで FCP Sequence Level Error Recovery プロトコル
（FC-TAPE）を使用するかどうか。 ここに指定できる値は次の
とおりです。
• [disabled]
• [enabled]
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名前

説明
（注）

[Flogi Retries] フィールド

このオプションは、Windows または Linux が稼動して
いる VIC アダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つ
サーバに対してだけ適用されます。

システムがファブリックへのログインを最初に失敗してから再
試行する回数。
任意の整数を入力します。 システムが無限に試行し続けるよう
に指定するには、infinite または -1 をこのフィールドに入力しま
す。
（注）

[Flogi Timeout] フィールド

このオプションは、Windows が稼動している VIC ア
ダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つサーバに対し
てだけ適用されます。

システムがログインを再試行する前に待機するミリ秒数。
1000 ～ 255000 の整数を入力します。
（注）

[Plogi Retries] フィールド

このオプションは、Windows が稼動している VIC ア
ダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つサーバに対し
てだけ適用されます。

システムがポートへのログインを最初に失敗してから再試行す
る回数。
0 ～ 255 の整数を入力します。
（注）

[Plogi Timeout] フィールド

このオプションは、Windows または Linux が稼動して
いる VIC アダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つ
サーバに対してだけ適用されます。

システムがログインを再試行する前に待機するミリ秒数。
1000 ～ 255000 の整数を入力します。
（注）

このオプションは、Windows が稼動している VIC ア
ダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つサーバに対し
てだけ適用されます。

[Error Detect Timeout] フィール エラーが発生したと見なす前にシステムが待機するミリ秒数。
ド
この値は変更できません。
[Port Down Timeout] フィールド リモート ファイバ チャネル ポートが使用不可能であることを
SCSI 上位レイヤに通知する前に、そのポートがオフラインに
なっていなければならないミリ秒数。
0 ～ 240000 の整数を入力します。
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名前

説明
ヒント

ESX ホストが稼動している VIC アダプタ（Cisco
M81KR VIC など）を持つサーバの場合、推奨値は
10000 です。

[Port Down IO Retry] フィールド ポートが使用不可能であるとシステムが判断する前に、そのポー
トへの IO 要求がビジー状態を理由に戻される回数。
0 ～ 255 の整数を入力します。
（注）

このオプションは、Windows が稼動している VIC ア
ダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つサーバに対し
てだけ適用されます。

[Link Down Timeout] フィールド アップリンク ポートがダウンし、ファブリック接続が失われて
いることをシステムに通知する前に、アップリンク ポートがオ
フラインになっていなければならないミリ秒数。
0 ～ 240000 の整数を入力します。
（注）

このオプションは、Windows が稼動している VIC ア
ダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つサーバに対し
てだけ適用されます。

リソースを適切に割り当てることができないと見なす前にシス
テムが待機するミリ秒数。

[Resource Allocation Timeout]
フィールド

この値は変更できません。
[IO Throttle Count] フィールド

vHBA 内に同時に保留可能な I/O 操作の数。
1 ～ 1024 の整数を入力します。
（注）

このオプションは、Windows が稼動している VIC ア
ダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持つサーバに対し
てだけ適用されます。

[Max LUNs Per Target] フィール ドライバでエクスポートされる LUN の最大数。 通常は、オペ
ド
レーティング システム プラットフォームの制限です。
1 ～ 1024 の整数を入力します。 推奨値は 1024 です。
（注）

[Interrupt Mode] フィールド

このオプションは、Linux または ESX ホストが稼動し
ている VIC アダプタ（Cisco M81KR VIC など）を持
つサーバに対してだけ適用されます。

優先ドライバ割り込みモード。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• [MSI-X]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
（MSI）。 推奨オプションです。
• [MSI]：MSI だけ。
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名前

説明
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。
（注）

このオプションは、VIC アダプタ（Cisco M81KR VIC
など）では使用されません。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Fibre Channel Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

サーバ関連プールの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• サーバ プールの設定, 277 ページ
• UUID 接尾辞プールの設定, 280 ページ
• 管理 IP プールの設定, 281 ページ

サーバ プールの設定
サーバ プール
サーバプールは複数のサーバで構成されています。これらのサーバは通常、同じ特性を共有して
います。これらの特性は、シャーシ内の位置であったり、サーバタイプ、メモリ容量、ローカル
ストレージ、CPU のタイプ、ローカル ドライブ設定などのアトリビュートだったりします。 サー
バを手動でサーバ プールに割り当てることもできますし、サーバ プール ポリシーとサーバ プー
ル ポリシーの資格情報を使用して、割り当てを自動化することもできます。
システムが組織を通じて、マルチテナント機能を実装している場合、特定の組織で使用されるサー
バ プールを 1 つ以上、指定できます。 たとえば、CPU を 2 個搭載したサーバをすべて含むプール
をマーケティング組織に割り当て、メモリのサイズが 64GB のサーバをすべて、財務組織に割り
当てることができます。
サーバ プールには、システム内のどのシャーシにあるサーバでも入れることができます。 1 つの
サーバは複数のサーバ プールに属することができます。
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サーバ プールの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Pools] を展開します。

ステップ 3

プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Server Pools] ノードを右クリックし、[Create Server Pool] を選択します。

ステップ 5

[Create Server Pool] ウィザードの [Set Name and Description] ページで、次のフィールドに値を入力
します。
名前

説明

[Name] フィールド

サーバ プールの名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

サーバ プールのユーザ定義による説明。

ステップ 6

[Next] をクリックします。

ステップ 7

[Create Server Pool] ウィザードの [Add Servers] ページで、次の手順を実行します。
a) [Available Servers] テーブルで、1 つ以上のサーバを選択します。
b) [>>] ボタンをクリックして、サーバ プールにサーバを追加します。
c) 適切なサーバをすべてプールに追加したら、[Finish] をクリックします。

サーバ プールの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Server Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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サーバ プールへのサーバの追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

1 つまたは複数のサーバを追加するプールを右クリックして、[Add Servers to Server Pool] を選択し
ます。

ステップ 4

[Add Servers to Server Pool] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Servers] テーブルで、サーバ プールに追加するサーバを選択します。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して複数のエントリを選択できます。
b) [>>] ボタンをクリックして、それらのサーバを [Pooled Servers] テーブルに移動し、サーバ プー
ルに追加します。
c) [OK] をクリックします。

サーバ プールからのサーバの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

1 つまたは複数のサーバを削除するプールを右クリックし、[Add Servers to Server Pool] を選択しま
す。

ステップ 4

[Add Servers to Server Pool] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Pooled Servers] テーブルで、サーバ プールから削除するサーバを選択します。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して複数のエントリを選択できます。
b) [<<] ボタンをクリックして、選択したサーバを [Servers] テーブルに移動し、サーバ プールか
ら削除します。
c) [OK] をクリックします。
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UUID 接尾辞プールの設定
UUID 接尾辞プール
UUID 接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOS UUID の集まりです。 UUID
の接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。 残りの桁で構成される UUID 接尾辞は変数で
す。 UUID 接尾辞プールは、競合を避けるため、その特定のプールを使用するサービス プロファ
イルに関連付けられたサーバごとに、これらの変数値が固有であることを保証します。
サービス プロファイルで UUID 接尾辞プールを使用する場合、サービス プロファイルに関連付け
られたサーバの UUID を手動で設定する必要はありません。

UUID 接尾辞プールの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Pools] を展開します。

ステップ 3

プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[UUID Suffix Pools] を右クリックし、[Create UUID Suffix Pool] を選択します。

ステップ 5

[Create UUID Suffix Pool] ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次のフィールドを
入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

UUID プールの名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

プールのユーザ定義による説明。

[Prefix] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [derived]：システムによって接尾辞が作成されます。
• [other]：任意の接尾辞を指定します。 このオプションを選
択すると、任意の接尾辞を XXXXXXXX-XXXX-XXXX の形式
で入力できるテキスト フィールドが Cisco UCS Manager
GUI に表示されます。
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ステップ 6

[Create UUID Suffix Pool] ウィザードの [Add UUID Blocks] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create a Block of UUID Suffixes] ページで、プールの最初の UUID 接尾辞およびプールに含める
UUID 接尾辞の数を入力します。
c) [OK] をクリックします。
d) 別のブロックをプールに追加する場合は、ステップ a ～ c を繰り返します。

ステップ 7

[Finish] をクリックして、ウィザードを終了します。

次の手順
UUID 接尾辞プールはサービス プロファイル、またはテンプレート、もしくはこの両方にインク
ルードします。

UUID 接尾辞プールの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Pools] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[UUID Suffix Pools] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

管理 IP プールの設定
管理 IP プール
管理 IP プールは、外部 IP アドレスの集合です。 Cisco UCS Manager は、サーバ上の Cisco Integrated
Management Controller（CIMC）で終端する外部アクセス用に、管理 IP プールに IP アドレスの各
ブロックを予約しています。
Cisco UCS Manager は、管理 IP プール内の IP アドレスを使用して、次の機能を介してサーバに外
部アクセスします。
• KVM コンソール
• Serial over LAN
• IPMI
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管理 IP プールでの IP アドレス ブロックの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Management IP Pool (ext-mgmt)] を右クリックし、[Create Block of IP Addresses] を選択します。

ステップ 4

[Create a Block of IP Addresses] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 5

名前

説明

[From] フィールド

ブロック内の最初の IP アドレス。

[Size] フィールド

プール内の IP アドレスの数。

[Subnet Mask] フィールド

ブロック内の IP アドレスと関連付けられたサブネット マスク。

[Default Gateway] フィールド

ブロック内の IP アドレスと関連付けられたデフォルト ゲート
ウェイ。

[OK] をクリックします。

管理 IP プールからの IP アドレス ブロックの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] ➤ [Management IP Pool (ext-mgmt)] を展開しま
す。

ステップ 3

削除する IP アドレス ブロックを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
282

OL-22801-02-J

第

25

章

サーバ関連ポリシーの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• BIOS の設定, 283 ページ
• ブート ポリシーの設定, 302 ページ
• IPMI アクセス プロファイルの設定, 307 ページ
• ローカル ディスク設定ポリシーの設定, 309 ページ
• スクラブ ポリシーの設定, 313 ページ
• Serial over LAN ポリシーの設定, 315 ページ
• サーバ自動構成ポリシーの設定, 317 ページ
• サーバ ディスカバリ ポリシーの設定, 319 ページ
• サーバ継承ポリシーの設定, 320 ページ
• サーバ プール ポリシーの設定, 322 ページ
• サーバ プール ポリシーの資格情報の設定, 323 ページ
• vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定, 329 ページ

BIOS の設定
サーバ BIOS 設定
Cisco UCS では、インスタンス内のサーバ上の BIOS 設定をグローバルに変更する方法が 2 とおり
用意されています。 サーバまたはサーバの集合のニーズに合う特定の BIOS 設定グループを含む
BIOS ポリシーを 1 つ以上作成するか、特定のサーバ プラットフォームに対するデフォルトの BIOS
設定を使用できます。
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BIOS ポリシーおよびサーバ プラットフォームのデフォルトの BIOS 設定のどちらででも、次のよ
うなオプションの BIOS 設定を微調整できます。
メイン サーバの設定

• Quiet Boot
• AC 電源停電時のレジューム
• 前面パネルのロックアウト

プロセッサの設定

• インテル ターボ ブースト テクノロジー
• 拡張版インテル SpeedStep
• インテル ハイパースレッディング テクノロジー
• インテル バーチャライゼーション テクノロジー
• プロセッサ C3 レポート
• プロセッサ C6 レポート

Intel-Directed I/O

• Intel VT for Directed I/O
• Interrupt Remap
• Coherency サポート
• ATS サポート
• パススルー DMA

RAS メモリ

• メモリ RAS 設定
• NUMA 最適化
• ミラーリング モード
• LV DDR モード

データセンターのニーズに応じて、これらのオプションの両方を 1 つの Cisco UCS インスタンス
内で組み合わせたり、片方だけを使用したりできます。 また、Cisco UCS Manager を使用して、
サーバの実際の BIOS 設定を表示し、それらが現在のニーズを満たしているかどうかを確認でき
ます。
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（注）

Cisco UCS Manager は、BIOS ポリシーまたはデフォルトの BIOS 設定による BIOS 設定の変更
を CIMC バッファにプッシュします。 これらの変更は、サーバがリブートされるまでバッファ
内に残ります。
BIOS ポリシーを変更した場合は、変更を有効にするために、そのポリシーを含むサービス プ
ロファイルに関連付けられたすべてのサーバをリブートする必要があります。
デフォルトの BIOS 設定を変更した場合は、BIOS ポリシーを含まないサービス プロファイル
との関連付け時、またはサーバのリブート時に、それらの変更がサーバに適用されます。 デ
フォルトの BIOS 設定に対する変更は、すでにサービス プロファイルと関連付けられている
サーバには影響しません。

BIOS ポリシー
BIOS ポリシーは、サーバまたはサーバ グループに対する BIOS 設定の設定を自動化するポリシー
です。 ルート組織内のすべてのサーバに対して使用可能なグローバル BIOS ポリシーを作成する
か、サブ組織の階層に対してだけ使用可能な BIOS ポリシーを作成できます。
BIOS ポリシーを使用するには、次の手順を実行します。
• Cisco UCS Manager で BIOS ポリシーを作成します。
• BIOS ポリシーを 1 つ以上のサービス プロファイルに割り当てます。
• サービス プロファイルをサーバと関連付けます。
サービス プロファイルの関連付け時に、Cisco UCS Manager によってサーバ上の BIOS 設定が BIOS
ポリシー内の設定と一致するように変更されます。 BIOS ポリシーを作成せず、BIOS ポリシーを
サービス プロファイルに割り当てていない場合は、サーバの BIOS 設定にそのサーバ プラット
フォームのデフォルトが使用されます。

デフォルトの BIOS 設定
デフォルトの BIOS 設定は、サービス プロファイルに BIOS ポリシーがインクルードされていな
い特定のタイプのすべてのサーバに適用できます。 これは、ルート組織だけで使用できるグロー
バル設定です。 Cisco UCS でサポートされている各サーバ プラットフォームには、一組の BIOS
設定だけを適用できます。
Cisco UCS Manager により、これらのサーバ プラットフォーム固有の BIOS 設定が次のように適用
されます。
• サーバに関連付けられたサービス プロファイルには、BIOS ポリシーはインクルードされま
せん。
• BIOS ポリシーでは、特定の設定に対してプラットフォームデフォルトのオプションが設定
されます。
Cisco UCS Manager によって提供されるデフォルトの BIOS 設定は変更できます。 ただし、デフォ
ルトの BIOS 設定に対する変更は、その特定のタイプまたはプラットフォームのすべてのサーバ
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に適用されます。 特定のサーバの BIOS 設定だけを変更する場合は、BIOS ポリシーを使用するこ
とを推奨します。

BIOS ポリシーの作成
BIOS ポリシーを変更した場合は、変更を有効にするために、そのポリシーを含むサービス プロ
ファイルに関連付けられたすべてのサーバをリブートする必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[BIOS Policies] を右クリックして [Create BIOS Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create BIOS Policy] ウィザードの [Main] ページで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Quiet Boot] フィールド

BIOS が Power On Self-Test（POST）中に表示する内容を決定し
ます。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：BIOS はロゴ画面を表示します。
• [enabled]：BIOS はブート中にどんなメッセージも表示しま
せん。
• [platform-default]：BIOS は、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこのアトリビュートの値を
使用します。

[Resume Ac On Power Loss]
フィールド

予期しない電力損失後に電力が復帰したときにサーバがどのよ
うに動作するかを決定します。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• [stay-off]：手動で電源をオンにするまでサーバの電源がオ
フになります。
• [last-state]：サーバの電源がオンになり、システムが最後の
状態を復元しようとします。
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名前

説明
• [reset]：サーバの電源がオンになり、自動的にリセットさ
れます。
• [platform-default]：BIOS は、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこのアトリビュートの値を
使用します。

[Front Panel Lockout] フィールド 前面パネルの電源ボタンとリセット ボタンがサーバによって無
視されるかどうかを決定します。 ここに指定できる値は次のと
おりです。
• [disabled]：前面パネルの電源ボタンとリセット ボタンはア
クティブであり、サーバに影響を与えるために使用できま
す。
• [enabled]：電源ボタンとリセット ボタンはロック アウトさ
れます。 サーバをリセットしたり、電源をオンにしたりで
きるのは、CIMC GUI からだけです。
• [platform-default]：BIOS は、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこのアトリビュートの値を
使用します。

ステップ 6

[Next] をクリックします。

ステップ 7

[Create BIOS Policy] ウィザードの [Processor] ページで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Turbo Boost Tech] フィールド

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology を使用するかどうか。
このテクノロジーでは、仕様よりも低い電力、温度、または電
圧でプロセッサが動作していると、自動的にそのプロセッサの
周波数が上がります。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサの周波数を自動では上げません。
• [enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost Technology
が利用されます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Enhanced Intel Speedstep Tech]
フィールド

システムが動的にプロセッサ電圧とコア周波数を調整できる
Enhanced Intel SpeedStep Technology をプロセッサで使用するか
どうか。このテクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発
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名前

説明
生量が減少する可能性があります。 ここに指定できる値は次の
とおりです。
• [disabled]：プロセッサの電圧または周波数を動的に調整し
ません。
• [enabled]：プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology
が使用され、サポートされているすべてのスリープ状態で
さらに電力を節約することが可能になります。 オペレー
ティング システムでこの機能がサポートされていること
を、オペレーティング システムのベンダーに問い合せて確
認してください。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Hyper Threading Tech] フィール プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology を使用するかどう
ド
か。このテクノロジーでは、マルチスレッド ソフトウェア アプ
リケーションのスレッドを各プロセッサ内で並列に実行できま
す。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでのハイパースレッディングを禁止
します。
• [enabled]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行を許可
します。 オペレーティング システムでこの機能がサポー
トされていることを、オペレーティング システムのベン
ダーに問い合せて確認してください。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[Virtualization Technology]
フィールド

プロセッサで Intel Virtualization Technology を使用するかどう
か。このテクノロジーでは、1 つのプラットフォームで、複数
のオペレーティング システムとアプリケーションをそれぞれ独
立したパーティション内で実行できます。 ここに指定できる値
は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでのバーチャライゼーションを禁止
します。
• [enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング システ
ムをそれぞれ独立したパーティション内で実行できます。
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名前

説明
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
（注）

[Processor C3 Report] フィール
ド

このオプションを変更した場合、その設定を有効にす
るには、サーバの電源を再投入する必要があります。

プロセッサからオペレーティング システムに C3 レポートを送
信するかどうかを決定します。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• [disabled]：プロセッサから C3 レポートを送信しません。
• [acpi-c2]：ACPI C2 フォーマットを使用してプロセッサか
ら C3 レポートを送信します。
• [acpi-c2]：ACPI C3 フォーマットを使用してプロセッサか
ら C3 レポートを送信します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
B400 サーバの場合、[BIOS Setup] メニューでこれらのオプショ
ンに対して [enabled] と [disabled] が使用されます。 [acpi-c2] ま
たは [acpi-c2] を指定すると、このサーバではそのオプションの
BIOS 値に [enabled] が設定されます。

[Processor C6 Report] フィール
ド

プロセッサからオペレーティング システムに C6 レポートを送
信するかどうかを決定します。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• [disabled]：プロセッサから C6 レポートを送信しません。
• [enabled]：プロセッサから C6 レポートを送信します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

ステップ 8

[Next] をクリックします。

ステップ 9

[Create BIOS Policy] ウィザードの [Intel Directed IO] ページで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VT for Directed IO] フィールド Intel Virtualization Technology for Directed I/O をプロセッサで使
用するかどうか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
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名前

説明
• [disabled]：プロセッサでバーチャライゼーション テクノロ
ジーを使用しません。
• [enabled]：プロセッサでバーチャライゼーション テクノロ
ジーを使用します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Interrupt Remap] フィールド

プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remapping をサポートするかど
うか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでリマッピングをサポートしませ
ん。
• [enabled]：プロセッサで VT-d Interrupt Remapping を必要に
応じて使用します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Coherency Support] フィールド プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどうか。
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートしませ
ん。
• [enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応じて使
用します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[ATS Support] フィールド

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services（ATS）をサ
ポートするかどうか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
• [enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて使用し
ます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
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名前

説明

[Pass Through DMA Support]
フィールド

プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMA をサポートするかど
うか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでパススルー DMA をサポートしま
せん。
• [enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMA を必要に
応じて使用します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

ステップ 10 [Next] をクリックします。
ステップ 11 [Create BIOS Policy] ウィザードの [RAS Memory] ページで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Memory RAS Config] ドロップ メモリの Reliability, Availability and Serviceability（RAS）設定。
ダウン リスト
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [lockstep]：サーバ内の DIMM ペアが、同一のタイプ、サイ
ズ、および構成を持ち、SMI チャネルにまたがって装着さ
れている場合、ロックステップ モードをイネーブルにし
て、メモリ アクセス遅延の最小化およびパフォーマンスの
向上を実現できます。 ロックステップは、B400 サーバの
場合はデフォルトでイネーブルになります。
• [maximum performance]：システムのパフォーマンスが最適
化されます。
• [mirroring]：システムのメモリの半分をバックアップとし
て使用することにより、システムの信頼性が最適化されま
す。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[NUMA] フィールド

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。 ここに指定できる値
は次のとおりです。
• [disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [enabled]：NUMA に対応したオペレーティング システムに
必要な ACPI テーブルを BIOS に含めます。 このオプショ
ンをイネーブルにする場合は、一部のプラットフォームで
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名前

説明
ソケット間メモリ インターリーブをディセーブルにする必
要があります。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Mirroring Mode] フィールド

メモリのミラーリングは、まったく同じデータ イメージをメモ
リ内に 2 つ保持してシステムの信頼性を強化するために使用さ
れます。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [intersocket]：メモリは、CPU ソケット間にまたがる 2 つの
Integrated Memory Controller（IMC）間でミラーリングされ
ます。
• [intrasocket]：1 つの IMC が同じソケット内の別の IMC と
ミラーリングされます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
（注）

[LV DDR Mode] フィールド

ミラーリング モードを使用するには、[Memory RAS
Config] オプションを [mirroring] に設定する必要があ
ります。

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優先する
か。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [power-saving-mode]：低電圧のメモリ動作が高周波数のメ
モリ動作よりも優先されます。 このモードでは、電圧を
低く維持するために、メモリの周波数が低下する可能性が
あります。
• [performance-mode]：高周波数の動作が低電圧の動作よりも
優先されます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

ステップ 12 [Next] をクリックします。
ステップ 13 [Create BIOS Policy] ウィザードの [Server Management] ページで、次のフィールドに値を入力しま
す。
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名前

説明

[Console Redirection] フィールド サーバ管理タスクにシリアル ポートを使用できるかどうか。 こ
こに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：シリアル ポートは管理タスクに使用できませ
ん。
• [serial-port-a]：シリアル ポート A が管理タスク用に設定さ
れます。
• [serial-port-b]：シリアル ポート B が管理タスク用に設定さ
れます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[BAUD Rate] ドロップダウン リ シリアル ポートを管理タスクに使用できる場合は、このフィー
スト
ルドを使用して、リモート ターミナル アプリケーションの速度
と一致するように、シリアル ポートの伝送速度を設定します。
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [115200]
• [19200]
• [38400]
• [57600]
• [9600]
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
（注）

コンソールリダイレクションがディセーブルの場合、
このフィールドは表示されません。

ステップ 14 [Finish] をクリックします。

BIOS のデフォルトの修正
デフォルトの BIOS 設定を変更した場合は、BIOS ポリシーを含まないサービス プロファイルとの
関連付け時、またはサーバのリブート時に、それらの変更がサーバに適用されます。 デフォルト
の BIOS 設定に対する変更は、すでにサービス プロファイルと関連付けられているサーバには影
響しません。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[BIOS Defaults] を展開し、デフォルトを設定する BIOS モデル番号を選択します。

ステップ 5

[Main] タブで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Quiet Boot] フィールド

BIOS が Power On Self-Test（POST）中に表示する内容を決定し
ます。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：BIOS はロゴ画面を表示します。
• [enabled]：BIOS はブート中にどんなメッセージも表示しま
せん。
• [platform-default]：BIOS は、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこのアトリビュートの値を
使用します。

[Resume Ac On Power Loss]
フィールド

予期しない電力損失後に電力が復帰したときにサーバがどのよ
うに動作するかを決定します。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• [stay-off]：手動で電源をオンにするまでサーバの電源がオ
フになります。
• [last-state]：サーバの電源がオンになり、システムが最後の
状態を復元しようとします。
• [reset]：サーバの電源がオンになり、自動的にリセットさ
れます。
• [platform-default]：BIOS は、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこのアトリビュートの値を
使用します。

[Front Panel Lockout] フィールド 前面パネルの電源ボタンとリセット ボタンがサーバによって無
視されるかどうかを決定します。 ここに指定できる値は次のと
おりです。
• [disabled]：前面パネルの電源ボタンとリセット ボタンはア
クティブであり、サーバに影響を与えるために使用できま
す。
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名前

説明
• [enabled]：電源ボタンとリセット ボタンはロック アウトさ
れます。 サーバをリセットしたり、電源をオンにしたりで
きるのは、CIMC GUI からだけです。
• [platform-default]：BIOS は、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこのアトリビュートの値を
使用します。

ステップ 6

[Advanced] タブをクリックします。

ステップ 7

[Processor] サブタブで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Turbo Boost Tech] フィールド

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology を使用するかどうか。
このテクノロジーでは、仕様よりも低い電力、温度、または電
圧でプロセッサが動作していると、自動的にそのプロセッサの
周波数が上がります。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサの周波数を自動では上げません。
• [enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost Technology
が利用されます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Enhanced Intel Speedstep Tech]
フィールド

システムが動的にプロセッサ電圧とコア周波数を調整できる
Enhanced Intel SpeedStep Technology をプロセッサで使用するか
どうか。このテクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発
生量が減少する可能性があります。 ここに指定できる値は次の
とおりです。
• [disabled]：プロセッサの電圧または周波数を動的に調整し
ません。
• [enabled]：プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology
が使用され、サポートされているすべてのスリープ状態で
さらに電力を節約することが可能になります。 オペレー
ティング システムでこの機能がサポートされていること
を、オペレーティング システムのベンダーに問い合せて確
認してください。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
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名前

説明

[Hyper Threading Tech] フィール プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology を使用するかどう
ド
か。このテクノロジーでは、マルチスレッド ソフトウェア アプ
リケーションのスレッドを各プロセッサ内で並列に実行できま
す。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでのハイパースレッディングを禁止
します。
• [enabled]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行を許可
します。 オペレーティング システムでこの機能がサポー
トされていることを、オペレーティング システムのベン
ダーに問い合せて確認してください。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[Virtualization Technology]
フィールド

プロセッサで Intel Virtualization Technology を使用するかどう
か。このテクノロジーでは、1 つのプラットフォームで、複数
のオペレーティング システムとアプリケーションをそれぞれ独
立したパーティション内で実行できます。 ここに指定できる値
は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでのバーチャライゼーションを禁止
します。
• [enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング システ
ムをそれぞれ独立したパーティション内で実行できます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
（注）

[Processor C3 Report] フィール
ド

このオプションを変更した場合、その設定を有効にす
るには、サーバの電源を再投入する必要があります。

プロセッサからオペレーティング システムに C3 レポートを送
信するかどうかを決定します。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• [disabled]：プロセッサから C3 レポートを送信しません。
• [acpi-c2]：ACPI C2 フォーマットを使用してプロセッサか
ら C3 レポートを送信します。
• [acpi-c2]：ACPI C3 フォーマットを使用してプロセッサか
ら C3 レポートを送信します。
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名前

説明
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
B400 サーバの場合、[BIOS Setup] メニューでこれらのオプショ
ンに対して [enabled] と [disabled] が使用されます。 [acpi-c2] ま
たは [acpi-c2] を指定すると、このサーバではそのオプションの
BIOS 値に [enabled] が設定されます。

[Processor C6 Report] フィール
ド

プロセッサからオペレーティング システムに C6 レポートを送
信するかどうかを決定します。 ここに指定できる値は次のとお
りです。
• [disabled]：プロセッサから C6 レポートを送信しません。
• [enabled]：プロセッサから C6 レポートを送信します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

ステップ 8

[Intel Directed IO] サブタブで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VT for Directed IO] フィールド Intel Virtualization Technology for Directed I/O をプロセッサで使
用するかどうか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでバーチャライゼーション テクノロ
ジーを使用しません。
• [enabled]：プロセッサでバーチャライゼーション テクノロ
ジーを使用します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[Interrupt Remap] フィールド

プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remapping をサポートするかど
うか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでリマッピングをサポートしませ
ん。
• [enabled]：プロセッサで VT-d Interrupt Remapping を必要に
応じて使用します。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

297

BIOS の設定
BIOS のデフォルトの修正

名前

説明
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Coherency Support] フィールド プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどうか。
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートしませ
ん。
• [enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応じて使
用します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[ATS Support] フィールド

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services（ATS）をサ
ポートするかどうか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
• [enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて使用し
ます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Pass Through DMA Support]
フィールド

プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMA をサポートするかど
うか。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：プロセッサでパススルー DMA をサポートしま
せん。
• [enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMA を必要に
応じて使用します。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

ステップ 9

[RAS Memory] サブタブで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[Memory RAS Config] ドロップ メモリの Reliability, Availability and Serviceability（RAS）設定。
ダウン リスト
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [lockstep]：サーバ内の DIMM ペアが、同一のタイプ、サイ
ズ、および構成を持ち、SMI チャネルにまたがって装着さ
れている場合、ロックステップ モードをイネーブルにし
て、メモリ アクセス遅延の最小化およびパフォーマンスの
向上を実現できます。 ロックステップは、B400 サーバの
場合はデフォルトでイネーブルになります。
• [maximum performance]：システムのパフォーマンスが最適
化されます。
• [mirroring]：システムのメモリの半分をバックアップとし
て使用することにより、システムの信頼性が最適化されま
す。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[NUMA] フィールド

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。 ここに指定できる値
は次のとおりです。
• [disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [enabled]：NUMA に対応したオペレーティング システムに
必要な ACPI テーブルを BIOS に含めます。 このオプショ
ンをイネーブルにする場合は、一部のプラットフォームで
ソケット間メモリ インターリーブをディセーブルにする必
要があります。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

[Mirroring Mode] フィールド

メモリのミラーリングは、まったく同じデータ イメージをメモ
リ内に 2 つ保持してシステムの信頼性を強化するために使用さ
れます。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [intersocket]：メモリは、CPU ソケット間にまたがる 2 つの
Integrated Memory Controller（IMC）間でミラーリングされ
ます。
• [intrasocket]：1 つの IMC が同じソケット内の別の IMC と
ミラーリングされます。
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名前

説明
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
（注）

[LV DDR Mode] フィールド

ミラーリング モードを使用するには、[Memory RAS
Config] オプションを [mirroring] に設定する必要があ
ります。

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優先する
か。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [power-saving-mode]：低電圧のメモリ動作が高周波数のメ
モリ動作よりも優先されます。 このモードでは、電圧を
低く維持するために、メモリの周波数が低下する可能性が
あります。
• [performance-mode]：高周波数の動作が低電圧の動作よりも
優先されます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。

ステップ 10 [Server Management] タブに移動し、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Console Redirection] フィールド サーバ管理タスクにシリアル ポートを使用できるかどうか。 こ
こに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]：シリアル ポートは管理タスクに使用できませ
ん。
• [serial-port-a]：シリアル ポート A が管理タスク用に設定さ
れます。
• [serial-port-b]：シリアル ポート B が管理タスク用に設定さ
れます。
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
[BAUD Rate] ドロップダウン リ シリアル ポートを管理タスクに使用できる場合は、このフィー
スト
ルドを使用して、リモート ターミナル アプリケーションの速度
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名前

説明
と一致するように、シリアル ポートの伝送速度を設定します。
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [115200]
• [19200]
• [38400]
• [57600]
• [9600]
• [platform-default]：このアトリビュートの値として、サーバ
のタイプとベンダーによって決まる BIOS デフォルトの値
を使用します。
（注）

コンソールリダイレクションがディセーブルの場合、
このフィールドは表示されません。

ステップ 11 [Save Changes] をクリックします。

サーバの実際の BIOS 設定の表示
サーバの実際の BIOS 設定を表示するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

実際の BIOS 設定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] タブをクリックします。

ステップ 5

[Motherboard] タブをクリックします。

ステップ 6

[BIOS Settings] 領域で、見出しの右側にある [Expand] アイコンをクリックすると、サーバ プラッ
トフォームの BIOS 設定に関するタブとフィールドが表示されます。
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ブート ポリシー
ブート ポリシーにより決定されることは次のとおりです。
• ブート デバイスの設定
• サーバのブート元である場所
• ブート デバイスの起動順序
たとえば、ローカル ディスクや CD-ROM（VMedia）などのローカル デバイスから関連するサー
バを選択するか、または SAN ブートもしくは LAN（PXE）ブートを選択することができます。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。サービスプロファイルに
ブート ポリシーをインクルードしなかった場合、サーバは BIOS のデフォルト設定を使用して、
ブート順序を決定します。

重要

ブート ポリシーに対する変更は、そのブート ポリシーをインクルードしている、更新中のサー
ビス プロファイル テンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。 BIOS
にブート順序情報を再書き込みするためのサービス プロファイルとサーバとの再アソシエー
ションは自動的にトリガされます。

ガイドライン
ブート ポリシーを作成する場合、ブート ポリシーに次の 1 つ以上を追加し、ブート順序を指定す
ることができます。
ブート タイプ

説明

SAN ブート

Storage Area Network（SAN）上のオペレーティング システム
イメージからブートします。プライマリおよびセカンダリSAN
ブートを指定できます。 プライマリ ブートが失敗した場合、
サーバはセカンダリからのブートを試行します。
システムに最高のサービス プロファイル モビリティを提供す
る SAN ブートの使用を推奨します。 SAN からブートした場
合、あるサーバから別のサーバにサービス プロファイルを移
動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティング
システムイメージからブートします。したがって、ネットワー
クからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認識され
ます。
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ブート タイプ

説明

LAN ブート

中央集中型プロビジョニング サーバからブートします。 これ
は、このサーバから、別のサーバ上にオペレーティング シス
テムをインストールするためによく使用されます。

ローカル ディスク ブート

サーバにローカル ディスクがついている場合、そのドライブ
からブートします。
（注）

仮想メディア ブート

（注）

Cisco UCS Manager では、ローカル ドライブのタイ
プは区別されません。 オペレーティング システムが
複数のローカル ドライブ上や内部 USB ドライブ
（eUSB）上にインストールされている場合、サーバ
のブート ドライブとしてどのローカル ドライブを使
用するか指定できません。

サーバへの物理 CD-ROM ディスク（読み取り専用）、または
フロッピー ディスク（読み取りと書き込み）の挿入を模倣し
ます。 これは通常、サーバ上にオペレーティング システムを
手動でインストールする場合に使用されます。

デフォルトのブート順序は次のとおりです。
1 ローカル ディスク ブート
2 LAN ブート
3 仮想メディアの読み取り専用ブート
4 仮想メディアの読み取りと書き込みブート

ブート ポリシーの作成
サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに制限されたローカル ブート
ポリシーを作成することもできます。 ただし、複数のサービス プロファイルまたはサービス プ
ロファイル テンプレートにインクルードできるグローバルなブート ポリシーの作成を推奨しま
す。
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ヒント

ブート ポリシーのブート順序にローカル ディスクと SAN LUN の両方ではなく、いずれかを
インクルードすることで、誤ったストレージ タイプからサーバがブートされる可能性を回避
することを推奨します。 ブート順序のストレージ タイプにローカル ディスクと SAN LUN を
設定している場合に、オペレーティング システムまたは Logical Volume Manager（LVM; 論理
ボリューム マネージャ）の設定に誤りがあると、サーバは SAN LUN ではなくローカル ディ
スクからブートする場合があります。
たとえば、Red Hat Linux がインストールされているサーバで、LVM にデフォルトの Logical
Volume（LV; 論理ボリューム）名が設定され、ブート順序に SAN LUN とローカル ディスクが
設定されている場合、Linux により、同じ名前の 2 つの LV が存在することが報告され、SCSI
ID の最も小さい LV、おそらくはローカル ディスクからブートされます。

操作を行う前に
SAN LUN からサーバをブートするブート ポリシーを作成し、安定した SAN ブート操作が必要な
場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべてのロー
カル ディスクを最初に削除する必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Boot Policies] を右クリックし、[Create Boot Policy] を選択します。
[Create Boot Policy] ウィザードが表示されます。

ステップ 5

ポリシーの一意の名前と説明を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 6

（オプション） ブート順序の変更後にこのブート ポリシーを使用するすべてのサーバをリブー
トするには、[Reboot on Boot Order Change] チェックボックスをオンにします。
Cisco UCS Manager GUI で、ブート ポリシーについて [Reboot on Boot Order Change] チェックボッ
クスがオンになっており、CD-ROM またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスの場合に、
デバイスを削除したり追加したりしてもブート順序には直接影響せず、サーバはリブートされま
せん。

ステップ 7

（オプション） Cisco UCS Manager が [Boot Order] テーブルに示された順序で vNIC または vHBA
を使用するようにするには、[Enforce vNIC/vHBA Name] チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにしない場合、Cisco UCS Manager は vNIC または vHBA で指定され
た優先順序を使用します。

ステップ 8

ローカル ディスク、仮想 CD-ROM、または仮想フロッピーをブート順序に追加するには、次の手
順を実行します。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
304

OL-22801-02-J

ブート ポリシーの設定
ブート ポリシーの作成

a) 下矢印をクリックして [Local Devices] 領域を展開します。
b) 次のリンクのいずれかをクリックして、デバイスを [Boot Order] テーブルに追加します。
• [Add Local Disk]
• [Add CD-ROM]
• [Add Floppy]
c) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。
ステップ 9

LAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vNICs] 領域を展開します。
b) [Add LAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add LAN Boot] ダイアログボックスで、LAN ブートに使用する vNIC の名前を [vNIC] フィー
ルドに入力して、[OK] をクリックします。
d) 別のデバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了します。

ステップ 10 SAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vHBAs] 領域を展開します。
b) [Add SAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add SAN Boot] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力し、[OK] をクリックします。
名前

説明

[vHBA] フィールド

SAN ブートに使用する vHBA の名前を入力します。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [primary]：サーバが SAN の World Wide Name（WWN;
ワールド ワイド名）アドレスを使用してブートする場
合、この値が最初に試行されるアドレスになります。 各
ブート ポリシーには、SAN のプライマリ ブート ロケー
ションを 1 つだけ設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ ロケーション
からブートできない場合は、このロケーションからブー
トが試みられます。 各ブート ポリシーには、SAN のセ
カンダリ ブート ロケーションを 1 つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイスという用語
は、ブート順序を意味するものではありません。 同じデバイ
ス クラス内で効果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのスキャン順序によっ
て決定します。
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d) この vHBA がブート可能な SAN イメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target] リンク を
クリックし、[Add SAN Boot Target] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力して、
[OK] をクリックします。
名前

説明

[Boot Target LUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[Boot Target WWPN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する World Wide
Port Name（WWPN; ワールド ワイド ポート
名）。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [primary]：サーバが SAN の World Wide
Name（WWN; ワールド ワイド名）アド
レスを使用してブートする場合、この値
が最初に試行されるアドレスになりま
す。 各ブート ポリシーには、SAN のプ
ライマリ ブート ロケーションを 1 つだ
け設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ
ロケーションからブートできない場合
は、このロケーションからブートが試み
られます。 各ブート ポリシーには、SAN
のセカンダリ ブート ロケーションを 1
つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイ
スという用語は、ブート順序を意味するもの
ではありません。 同じデバイス クラス内で効
果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのス
キャン順序によって決定します。

e) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。

次の手順
ブートポリシーはサービスプロファイル、またはテンプレート、もしくはこの両方にインクルー
ドします。
このブート ポリシーを含むサービス プロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの
[General] タブの [Boot Order Details] 領域で実際のブート順序を確認できます。
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ブート ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Boot Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

IPMI アクセス プロファイルの設定
IPMI アクセス プロファイル
このポリシーでは、IP アドレスを使用して、IPMI コマンドを直接サーバに送信できるかどうかを
決定することができます。 たとえば、CIMC からセンサ データを取得するためのコマンドを送信
できます。 このポリシーは、サーバでローカルに認証可能なユーザ名とパスワードを含む IPMI
アクセス、およびこのアクセスが読み取り専用か、読み取りと書き込みであるかを定義します。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。

IPMI アクセス プロファイルの作成
操作を行う前に
Intelligent Platform Management Interface（IPMI）プロファイルは、次のリソースの 1 つ以上がシス
テムにすでに存在していることを前提にしています。
• 適切な権限を持つユーザ名で、サーバのオペレーティング システムによる認証が可能なもの
• このユーザ名のパスワード
• ユーザ名と関連付けられている権限

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
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システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
ステップ 4

[IPMI Profiles] を右クリックし、[Create IPMI Profiles] を選択します。

ステップ 5

[Create IPMI Profile] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) プロファイルの一意の名前および説明を入力します。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 6

ナビゲータの [IPMI Profile Users] 領域で、[+] をクリックします。

ステップ 7

[User Properties] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

この IPMI プロファイルと関連付けるユーザ名。

[Password] フィールド

このユーザ名に関連付けられるパスワード。

[Confirm Password] フィールド 確認のためのパスワードの再入力。
[Role] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [admin]
• [Read Only]

b) [OK] をクリックします。
ステップ 8

別のユーザを追加するには、ステップ 6 および 7 を繰り返します。

ステップ 9

[OK] をクリックして、[Work] ペインの IPMI プロファイルに戻ります。

次の手順
IPMI プロファイルはサービス プロファイル、またはテンプレート、もしくはこの両方にインク
ルードします。

IPMI アクセス プロファイルの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[IPMI Profiles] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するプロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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ローカル ディスク設定ポリシーの設定
ローカル ディスク設定ポリシー
このポリシーは、ローカル ドライブのオンボード RAID コントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションの SAS ローカル ドライブを設定します。 このポリシーでは、ロー
カルディスク設定ポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関連付けられたすべ
てのサーバに対してローカル ディスク モードを設定できます。
このローカル ディスク モードに含まれるものは次のとおりです。
• [Any Configuration]：ローカル ディスク設定を変更しないで継承するサーバ設定の場合。
• [No Local Storage]：ディスクレス サーバまたは SAN だけの設定の場合。 このオプションを
選択した場合、このポリシーを使用するサービス プロファイルは、ローカル ディスクを持
つサーバと関連付けられません。
• [No RAID]：RAID を削除し、ディスク MBR とペイロードは変更せずに残すサーバ設定の場
合。
• [RAID 1 Mirrored]：データが 2 台のディスクに書き込まれることにより、片方のディスクが
故障しても完全な冗長性が得られます。 最大アレイ サイズは、2 つのうち小さい方のドライ
ブの使用可能容量と等しくなります。
• [RAID10 Mirrored and Striped]：RAID 10 では、ミラーリングされたディスクのペアを使用し
て、データの完全な冗長性と高いスループット率が実現されます。
• [RAID 0 Stripes]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピングされるこ
とにより、高速なスループットが実現されます。 データの冗長性はありません。ディスクが
1 台でも故障すると、すべてのデータが失われます。
• [RAID 6 Stripes Dual Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピン
グされ、さらに 2 台のパリティ ディスクを使用して、最大 2 台までの物理ディスクの故障に
対してデータが保護されます。 各データ ブロックに対して 2 組のパリティ データが保存さ
れます。
• [RAID 5 Striped Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピングさ
れます。 各ディスクの容量の一部に、ディスク故障時のデータの再構築に使用可能なパリ
ティ情報が保存されます。 RAID 5 では、読み取り要求の多いアプリケーションに対して優
れたデータ スループットが提供されます。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービス
プロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。

ローカル ディスク設定ポリシーのガイドラインと注意事項
ローカル ディスク設定ポリシーを作成する前に、次のガイドラインを考慮してください。
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HDD と SSD を混合しない
単一の RAID 設定または単一のブレード サーバに HDD と SSD を含めないでください。

ローカル ディスク設定ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Local Disk Config Policies] を右クリックし、[Create Local Disk Configuration Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Local Disk Configuration Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

[Mode] ドロップダウン リスト これは次のローカル ディスク ポリシー モードのいずれかにで
きます。
• [Any Configuration]：ローカル ディスク設定を変更しない
で継承するサーバ設定の場合。
• [No Local Storage]：ディスクレス サーバまたは SAN だけ
の設定の場合。 このオプションを選択した場合、このポリ
シーを使用するサービス プロファイルは、ローカル ディ
スクを持つサーバと関連付けられません。
• [No RAID]：RAID を削除し、ディスク MBR とペイロード
は変更せずに残すサーバ設定の場合。
• [RAID 1 Mirrored]：データが 2 台のディスクに書き込まれ
ることにより、片方のディスクが故障しても完全な冗長性
が得られます。 最大アレイ サイズは、2 つのうち小さい方
のドライブの使用可能容量と等しくなります。
• [RAID10 Mirrored and Striped]：RAID 10 では、ミラーリン
グされたディスクのペアを使用して、データの完全な冗長
性と高いスループット率が実現されます。
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名前

説明
• [RAID 0 Stripes]：データがアレイ内のすべてのディスクに
わたってストライピングされることにより、高速なスルー
プットが実現されます。 データの冗長性はありません。
ディスクが 1 台でも故障すると、すべてのデータが失われ
ます。
• [RAID 6 Stripes Dual Parity]：データがアレイ内のすべての
ディスクにわたってストライピングされ、さらに 2 台のパ
リティ ディスクを使用して、最大 2 台までの物理ディスク
の故障に対してデータが保護されます。 各データ ブロッ
クに対して 2 組のパリティ データが保存されます。
• [RAID 5 Striped Parity]：データがアレイ内のすべてのディ
スクにわたってストライピングされます。 各ディスクの容
量の一部に、ディスク故障時のデータの再構築に使用可能
なパリティ情報が保存されます。 RAID 5 では、読み取り
要求の多いアプリケーションに対して優れたデータ スルー
プットが提供されます。
（注）

[No RAID] を選択し、オペレーティング システムで
RAID ストレージがすでに設定されているサーバにこ
のポリシーを 適用した場合、ディスクの内容がシステ
ムによって削除されることはありません。 そのため、
[No RAID] モードを適用した後も、目に見える違いが
ない場合があります。
以前のすべての RAID 設定情報をディスクから確実に
削除するには、[No RAID] コンフィギュレーション
モードを適用した後に、すべてのディスク情報を削除
するスクラブ ポリシーを適用します。

[Protect Configuration] チェック このチェックボックスをオンにすると、サービス プロファイル
ボックス
がサーバから削除されたとしても、指定したローカル ディスク
設定がサーバに保持されます。
（注）

ステップ 6

このオプションを選択し、このサービス プロファイ
ルをサーバと関連付けた場合、後からそのサーバを
ローカル ディスク設定ポリシーの異なる別のサービ
ス プロファイルと関連付けようとすると、そのサー
バに設定エラーが発生します。

[OK] をクリックします。
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ローカル ディスク設定ポリシーの変更
この手順は、関連付けられたサービスプロファイルからローカルディスク設定ポリシーを変更す
る方法について説明します。 [Servers] タブの [Policies] ノードからローカル ディスク設定ポリシー
を変更することもできます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

変更するローカルディスク設定ポリシーを持つサービスプロファイルを含む組織を展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

変更するローカル ディスク設定ポリシーを含むサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Change Local Disk Configuration Policy] をクリックします。

ステップ 7

[Change Local Disk Configuration Policy] ダイアログボックスで、[Select the Local Disk Configuration
Policy] ドロップダウン リストから次のいずれかのオプションを選択します。
オプション

説明

[Use a Disk Policy]

このオプションのリストから既存のローカルディスク設定ポリシー
を選択します。 Cisco UCS Manager はこのポリシーをサービス プ
ロファイルに割り当てます。

[Create a Local Disk Policy]

選択されたサービス プロファイルだけがアクセスできるローカル
ディスク設定ポリシーを作成できます。

[No Disk Policy]

選択されたサービス プロファイルのローカル ディスク設定ポリ
シーを使用しません。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

（オプション） [Local Disk Configuration Policy] 領域を展開し、変更が行われたことを確認しま
す。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
312

OL-22801-02-J

スクラブ ポリシーの設定
ローカル ディスク設定ポリシーの削除

ローカル ディスク設定ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Local Disk Config Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

スクラブ ポリシーの設定
スクラブ ポリシー
このポリシーでは、ディスカバリ プロセス中、サーバがサービス プロファイルとのアソシエー
ションを解除された場合に、サーバ上のローカル データおよび BIOS 設定に何が起こるかを決定
します。 スクラブ ポリシーの設定内容に応じて、次のことが起こります。
ディスク スクラ
ブ

アソシエーション解除時にローカル ドライブ上のデータに次のいずれかが起
こります。
• イネーブルにした場合、ローカル ドライブ上のすべてのデータが破壊さ
れます。
• ディセーブルにした場合、ローカル ストレージ設定を含め、ローカル
ドライブ上のすべてのデータが保存されます。

BIOS 設定スクラ スクラブ ポリシーを含むサービス プロファイルがサーバとのアソシエーショ
ンを解除されたとき、BIOS 設定に次のいずれかが起こります。
ブ
• イネーブルにした場合、サーバのすべての BIOS 設定が消去され、その
サーバ タイプとベンダーのデフォルトに BIOS が再設定されます。
• ディセーブルにした場合、サーバ上の既存の BIOS 設定は保存されます。
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スクラブ ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Scrub Policies] を右クリックし、[Create Scrub Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Scrub Policy] ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 6

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

[Disk Scrub] フィールド

このフィールドを [yes] に設定すると、このスクラブ ポリシー
を含むサービス プロファイルがサーバとの関連付けを解除され
たときに、サーバのローカル ドライブにあるすべてのデータは
完全に消去されます。 このフィールドを [no] に設定すると、す
べてのローカル ストレージ設定を含むローカル ドライブ上の
データは保存されます。

[BIOS Settings Scrub] フィール
ド

このフィールドを [yes] に設定すると、このスクラブ ポリシー
を含むサービス プロファイルがサーバとの関連付けを解除され
たときに、そのサーバの BIOS 設定が消去され、そのサーバ タ
イプとベンダーのデフォルトにリセットされます。 このフィー
ルドを [no] に設定すると、BIOS 設定は保存されます。

[OK] をクリックします。
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スクラブ ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Scrub Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

Serial over LAN ポリシーの設定
Serial over LAN ポリシー
このポリシーは、このポリシーを使用する サービス プロファイル と関連付けられているすべて
のサーバに対する Serial over LAN 接続の設定を行います。 デフォルトでは、Serial over LAN 接続
はディセーブルにされています。
Serial over LAN ポリシーを実装する場合、IPMI プロファイルを作成することも推奨します。
このポリシーは サービス プロファイル にインクルードする必要があります。また、その サービ
ス プロファイル を有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。

Serial over LAN ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Serial over LAN Policies] を右クリックし、[Create Serial over LAN Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Serial over LAN Policy] ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
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名前

説明
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

[Serial over LAN State] フィール ここに指定できる値は次のとおりです。
ド
• [disable]：Serial over LAN アクセスはブロックされます。
• [enable]：Serial over LAN アクセスは許可されます。
[Speed] ドロップダウン リスト ここに指定できる値は次のとおりです。
• [115200]
• [19200]
• [38400]
• [57600]
• [9600]

ステップ 6

[OK] をクリックします。

Serial over LAN ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Serial over LAN Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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サーバ自動構成ポリシーの設定
サーバ自動構成ポリシー
Cisco UCS Manager では、このポリシーを使用して、新しいサーバの設定方法が決定されます。
サーバ自動構成ポリシーを作成すると、新しいサーバの始動時に次のことが起こります。
1 サーバ自動構成ポリシー内の資格情報がサーバに対して検証されます。
2 サーバは、必要な資格を満たしていれば、サーバ自動構成ポリシー内に設定されているサービ
ス プロファイル テンプレートから作成されたサービス プロファイルと関連付けられます。 そ
のサービス プロファイルの名前は、Cisco UCS Manager によってサーバに与えられた名前に基
づきます。
3 サービス プロファイルが、サーバ自動構成ポリシー内に設定されている組織に割り当てられま
す。

自動構成ポリシーの作成
操作を行う前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• サーバ プール ポリシー資格情報
• サービス プロファイル テンプレート
• 組織（システムによりマルチテナント機能が実装される場合）

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Autoconfig Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。

ステップ 6

[Create Autoconfiguration Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
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名前

説明
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

[Qualification] ドロップダウン
リスト

この自動構成ポリシーに関連付けられたサーバ プール ポリシー
資格。
サーバ プール ポリシー資格で指定された基準に一致する新しい
サーバが検出された場合、Cisco UCS は [Service Profile Template
Name] ドロップダウン リストで選択されたサービス プロファイ
ル テンプレートに基づいて自動的にサービス プロファイルを作
成し、新しく作成されたサービス プロファイルをサーバに関連
付けます。

[Org] ドロップダウン リスト

この自動構成ポリシーに関連付けられた組織。
Cisco UCS がサーバに関連付けるサービス プロファイルを自動
的に作成すると、サービス プロファイルはこのフィールドで選
択された組織下に配置されます。

[Service Profile Template Name]
ドロップダウン リスト

ステップ 7

このポリシーに関連付けられたサービス プロファイル テンプ
レート。

[OK] をクリックします。

自動構成ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Autoconfig Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

削除する自動構成ポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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サーバ ディスカバリ ポリシーの設定
サーバ ディスカバリ ポリシー
このディスカバリ ポリシーは、新しいサーバが追加されたときのシステムの反応を決定します。
サーバディスカバリポリシーを作成する場合、サーバがシャーシに追加されたときに、システム
により詳細なディスカバリを行うのか、または、ユーザがまず新しいサーバを確認する必要があ
るのかどうかを制御することができます。 デフォルトでは、システムにより完全なディスカバリ
が実行されます。
サーバ ディスカバリ ポリシーを作成すると、新しいサーバの始動時に次のことが起こります。
1 サーバ ディスカバリ ポリシー内の資格がサーバに対して検証されます。
2 サーバが必要な資格を満たしている場合は、Cisco UCS Manager から次のことがサーバに適用
されます。
• アクションに選択されているオプションに応じて、新しいサーバをただちに検出するか、
ユーザが新しいサーバを確認するまで待機します。
• スクラブ ポリシーをサーバに適用します。

サーバ ディスカバリ ポリシーの作成
操作を行う前に
このポリシーとサーバ プールを関連付ける予定がある場合は、サーバ プール ポリシー資格情報
を作成します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Server Discovery Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

テーブル アイコン バーの [+] アイコンをクリックして、[Create Server Discovery Policy] ダイアロ
グボックスを開きます。

ステップ 6

[Description] フィールドに、ディカバリ ポリシーの説明を入力します。

ステップ 7

[Action] フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。
• [immediate]：システムによって新しいサーバの自動検出が試みられます。
• [user-acknowledged]：ユーザが新しいサーバの検索を指示するまでシステムは待機します。
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ステップ 8

（オプション） このポリシーをサーバ プールに関連付けるには、[Qualification] ドロップダウン
リストでサーバ プール ポリシーの資格情報を選択します。

ステップ 9

（オプション） スクラブ ポリシーを含めるには、[Scrub Policy] ドロップダウン リストでポリシー
を選択します。

ステップ 10 [OK] をクリックします。

次の手順
サーバ ディスカバリ ポリシーはサービス プロファイル、またはテンプレート、もしくはこの両
方にインクルードします。

サーバ ディスカバリ ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Server Discovery Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

削除するサーバ ディスカバリ ポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サーバ継承ポリシーの設定
サーバ継承ポリシー
このポリシーは、サーバに対する サービス プロファイル を作成するために、サーバ ディスカバ
リ プロセス中に呼び出されます。 このポリシーから作成された サービス プロファイル はすべ
て、製造元でブレードに設定された値を使用します。 このポリシーは次の機能を実行します。
• サーバのインベントリの分析
• 選択された組織へのサーバの割り当て（設定されている場合）
• 製造元でサーバに設定された ID を使って、このサーバの サービス プロファイル を作成
このポリシーを使って作成した サービス プロファイル を他のサーバに移行することはできませ
ん。
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サーバ継承ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Server Inheritance Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。

ステップ 6

[Create Server Inheritance Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 7

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

[Qualification] ドロップダウン
リスト

このポリシーを 1 つ以上の特定のサーバ プールに関連付ける場
合は、これらのプールを識別するサーバ プール資格ポリシーを
ドロップダウン リストから選択します。

[Org] ドロップダウン リスト

このポリシーに組織を関連付ける場合、または現在の関連付け
を変更する場合は、該当する組織をドロップダウン リストから
選択します。

[OK] をクリックします。
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サーバ継承ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[Server Inheritance Policies] サブタブをクリックします。

ステップ 5

削除するサーバ継承ポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サーバ プール ポリシーの設定
サーバ プール ポリシー
このポリシーはサーバ ディスカバリ プロセス中に呼び出されます。 これは、サーバ プール ポリ
シーの資格情報に基づき、ポリシーで指定されたターゲット プールにサーバが一致した場合に、
どのような処理が行われるかを定義します。
サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバ プール ポリシーがあった場
合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。

サーバ プール ポリシーの作成
操作を行う前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• 少なくとも 1 つのサーバ プール
• サーバ プール ポリシー資格情報（サーバをプールに自動的に追加する場合）

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ステップ 4

[Server Pool Policies] を右クリックし、[Create Server Pool Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Server Pool Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

[Target Pool] ドロップダウン リ このポリシーをサーバ プールに関連付ける場合は、ドロップダ
スト
ウン リストから該当のプールを選択します。
[Qualification] ドロップダウン
リスト

ステップ 6

このポリシーを 1 つ以上の特定のサーバ プールに関連付ける場
合は、これらのプールを識別するサーバ プール資格ポリシーを
ドロップダウン リストから選択します。

[OK] をクリックします。

サーバ プール ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Server Pool Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サーバ プール ポリシーの資格情報の設定
サーバ プール ポリシーの資格情報
このポリシーは、ディスカバリ プロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー
バを資格認定します。 資格は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリシー
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で設定されたルールです。たとえば、データセンタープールのサーバの最小メモリ容量を指定す
るルールを作成することができます。
資格は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するために
使用されます。 たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサーバを
1 つ以上のサーバ プールに追加したり、自動的にサービス プロファイルと関連付けることができ
ます。
サーバプールポリシーの資格情報を使用して、次の基準に基づいたサーバの資格認定を実行でき
ます。
• アダプタ タイプ
• シャーシの場所
• メモリのタイプと構成
• CPU のコア、タイプ、および構成
• ストレージの構成と容量
• サーバ モデル
実装に応じて、サーバプールポリシー資格情報を含む次のようないくつかのポリシーを設定でき
ます。
• 自動構成ポリシー
• シャーシ ディスカバリ ポリシー
• サーバ ディスカバリ ポリシー
• サーバ継承ポリシー
• サーバ プール ポリシー

サーバ プール ポリシーの資格情報の作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ステップ 4

[Server Pool Policy Qualifications] ノードを右クリックし、[Create Server Pool Policy Qualification] を
選択します。

ステップ 5

[Create Server Pool Policy Qualification] ダイアログボックスに、ポリシーの一意の名前および説明
を入力します。

ステップ 6

（オプション） このポリシーを使用して、アダプタ構成に基づいたサーバの資格認定を実行する
には、次の手順を実行します。
a) [Create Adapter Qualifications] をクリックします。
b) [Create Adapter Qualifications] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Type] ドロップダウン リスト アダプタ タイプ ここに指定できる値は次のとおりです。
• [fcoe]（Fibre Channel over Ethernet）
• [non-virtualized-eth-if]
• [non-virtualized-fc-if]
• [path-encap-consolidated]
• [path-encap-virtual]
• [protected-eth-if]
• [protected-fc-if]
• [protected-fcoe]
• [virtualized-eth-if]
• [virtualized-fc-if]
• [virtualized-scsi-if]
アダプタの資格を保存すると、このタイプは変更できなくな
ります。
[Model] フィールド

アダプタ モデル名が一致する正規表現

[Maximum Capacity] フィール
ド

選択されたタイプの最大容量

c) [OK] をクリックします。
ステップ 7

（オプション） このポリシーを使用して、サーバが物理的に存在するシャーシに基づいたサーバ
の資格認定を実行するには、次の手順を実行します。
a) [Create Chassis/Server Qualifications] をクリックします。
b) [Create Chassis and Server Qualifications] ダイアログボックスの [Chassis Qualifications] 領域で次
のフィールドに値を入力して、使用するシャーシの範囲を指定します。
• [First Chassis ID] フィールド：このポリシーに関連付けられたサーバ プールが使用できる
最初のシャーシ ID。
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• [Number of Chassis] フィールド：プールに含めるシャーシの合計数（[First Chassis ID] フィー
ルドで指定されたシャーシから始まります）。

例:

たとえば、シャーシ 5、6、7、および 8 を使用する場合、[First Chassis ID] フィールドに 5 を入
力し、 [Number of Chassis] フィールドに 4 を入力します。 シャーシ 3 だけを使用する場合、
[First Chassis ID] フィールドに 3 を入力し、 [Number of Chassis] フィールドに 1 を入力します。
ヒント
シャーシ 5、6、および 9 を使用する場合、5 ～ 6 の範囲のシャーシ/サーバ資格を作
成し、シャーシ 9 には別の資格を作成します。 必要に応じた数のシャーシ/サーバ資
格を作成できます。
c) [Finish] をクリックします。
ステップ 8

（オプション） このポリシーを使用して、サーバが物理的に存在するシャーシとスロットの両方
に基づいたサーバの資格認定を実行するには、次の手順を実行します。
a) [Create Chassis/Server Qualifications] をクリックします。
b) [Create Chassis and Server Qualifications] ダイアログボックスの [Chassis Qualifications] 領域で次
のフィールドに値を入力して、使用するシャーシの範囲を指定します。
• [First Chassis ID] フィールド：このポリシーに関連付けられたサーバ プールが使用できる
最初のシャーシ ID。
• [Number of Chassis] フィールド：プールに含めるシャーシの合計数（[First Chassis ID] フィー
ルドで指定されたシャーシから始まります）。
c) [Server Qualifications] テーブルで、[Add] をクリックします。
d) [Create Server Qualifications] ダイアログボックスで次のフィールドに値を入力して、使用する
範囲のサーバの範囲を指定します。
• [First Slot ID] フィールド：このポリシーに関連付けられているサーバ プールから取得で
きる最初のスロット ID。
• [Number of Slots] フィールド：このポリシーに関連付けられているサーバ プールから取得
できるスロットの合計数。
e) [Finish Stage] をクリックします。
f) 別のスロットの範囲を追加するには、[Add] をクリックし、ステップ d および e を繰り返しま
す。
g) スロット範囲の指定を終了したら、[Finish] をクリックします。

ステップ 9

（オプション） このポリシーを使用して、メモリ構成に基づいたサーバの資格認定を実行するに
は、次の手順を実行します。
a) [Create Memory Qualifications] をクリックします。
b) [Create Memory Qualifications] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Clock] フィールド

必要な最小クロック速度（MHz）。
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名前

説明

[Latency] フィールド

許容される最大遅延（ナノ秒）。

[Min Cap] フィールド

必要な最小 CPU 容量（MB）。

[Max Cap] フィールド

許容される最大 CPU 容量（MB）。

[Width] フィールド

データ バスの最小幅。

[Units] フィールド

[Width] フィールドの値と関連付けられる測定単位。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 10 （オプション） このポリシーを使用して、CPU/コア構成に基づいたサーバの資格認定を実行す
るには、次の手順を実行します。
a) [Create CPU/Cores Qualifications] をクリックします。
b) [Create CPU/Cores Qualifications] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Processor Architecture] ドロッ このポリシーが適用される CPU アーキテクチャ。
プダウン リスト
[Model] フィールド

プロセッサ モデル名が一致する必要のある正規表現。

[Min Number of Cores] フィー
ルド

最小限必要な CPU コアの数。

[Max Number of Cores] フィー CPU コアの許容最大数。
ルド
[Min Number of Threads] フィー 最小限必要な CPU スレッドの数。
ルド
[Max Number of Threads] フィー CPU スレッドの許容最大数。
ルド
[CPU Speed] フィールド

最小限必要な CPU 速度。

[CPU Stepping] フィールド

最小限必要な CPU バージョン。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 11 （オプション） このポリシーを使用して、ストレージ構成および容量に基づいたサーバの資格認
定を実行するには、次の手順を実行します。
a) [Create Storage Qualifications] をクリックします。
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b) [Create Storage Qualifications] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Number of Blocks] フィールド 最小限必要なブロック数。
[Block Size] フィールド

最小限必要なブロック サイズ（バイト単位）。

[Min Cap] フィールド

最小限必要なストレージ容量（メガバイト単位）。

[Max Cap] フィールド

ストレージの許容最大容量（メガバイト単位）。

[Per Disk Cap] フィールド

最小限必要なディスクあたりのストレージ容量（ギガバイト
単位）。

[Units] フィールド

ユニット数。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 12 （オプション） このポリシーを使用して、サーバのモデルに基づいたサーバの資格認定を実行す
るには、次の手順を実行します。
a) [Create Server Model Qualifications] をクリックします。
b) [Create Server Model Qualifications] ダイアログボックスに、[Model] フィールドと一致する正規
表現を入力します。
c) [OK] をクリックします。
ステップ 13 テーブル内の資格を確認し、必要に応じて修正します。
ステップ 14 [OK] をクリックします。

サーバ プール ポリシーの資格情報の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Server Pool Policy Qualifications] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシー資格情報を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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サーバ プール ポリシーの資格情報からの資格の削除
1 つまたは複数の資格のセットを削除してサーバ プール ポリシーの資格情報を変更するには、こ
の手順を使用します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Server Pool Policy Qualifications] ノードを展開します。

ステップ 4

変更するポリシーを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Qualifications] タブを選択します。

ステップ 6

資格のセットを削除するには、次の手順を実行します。
a) テーブルで、資格のセットを示す行を選択します。
b) この行を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定
vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA 配置ポリシーは、vNIC または vHBA をサーバ上の物理アダプタに割り当てるために
使用されます。 各 vNIC/vHBA 配置ポリシーには、物理アダプタを仮想的に表現する 2 つの virtual
network interface Connection（vCon）が含まれます。 vNIC/vHBA 配置ポリシーがサービス プロファ
イルに割り当てられ、そのサービス プロファイルがサーバに関連付けられると、vNIC/vHBA 配置
ポリシー内の vCon が物理アダプタに割り当てられます。 アダプタが 1 つしかないサーバでは、
両方の vCon がそのアダプタに割り当てられます。アダプタが 2 つあるサーバでは、各アダプタに
1 つずつ vCon が割り当てられます。
vNIC または vHBA は、2 つの vCon のどちらにも割り当てられます。それらは、サーバ アソシ
エーション時に vCon の割り当てに基づいて物理アダプタに割り当てられます。 さらに、vCon で
は、vHBA と vNIC の割り当てに次の選択優先基準が使用されます。
All

vCon に割り当てられている vNIC または vHBA、どちらの vCon にも割
り当てられていない vNIC または vHBA、およびダイナミック vNIC また
は vHBA に対して vCon が使用されます。

Assigned-Only

vCon に割り当てられている vNIC または vHBA だけに対してその vCon
が予約されます。
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Exclude-Dynamic

ダイナミック vNIC または vHBA に対して vCon は使用されません。

Exclude-Unassigned

vCon に割り当てられていない vNIC または vHBA に対して vCon は使用
されません。 ダイナミック vNIC および vHBA に対して vCon が使用さ
れます。

アダプタが 2 つあるサーバでは、vNIC/vHBA 配置ポリシーをサービス プロファイルに含めていな
いか、サービス プロファイルに vCon を設定していないと、Cisco UCS によって vNIC と vHBA が
2 つのアダプタの間で均等に分配されます。

vNIC/vHBA 配置ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[vNIC/vHBA Placement Policies] を右クリックし、[Create Placement Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Placement Policy] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Name] フィールドに、配置ポリシーの一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
b) 各 [Virtual Slot] の [Selection Preference] カラムのドロップダウン リストで、次のいずれかを選
択します。
• [all]
• [assigned-only]
• [exclude-dynamic]
• [exclude-unassigned]
c) [OK] をクリックします。
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vNIC/vHBA 配置ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[NIC/vHBA Placement Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

サービス プロファイルの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• サーバ ID を上書きする サービス プロファイル, 333 ページ
• サーバ ID を継承するサーバ プロファイル, 334 ページ
• サービス プロファイルテンプレート, 334 ページ
• サービス プロファイルの作成, 335 ページ
• サービス プロファイル テンプレートの操作, 361 ページ
• サービス プロファイルの管理, 387 ページ

サーバ ID を上書きする サービス プロファイル
このタイプの サービス プロファイル により、柔軟性と制御性が最大化されます。 このプロファ
イルでは、アソシエーション時にサーバに設定されていた ID 値を上書きし、Cisco UCS Manager
で設定されたリソース プールとポリシーを使用して、一部の管理タスクを自動化することができ
ます。
この サービス プロファイル とあるサーバのアソシエーションを解除し、別のサーバにアソシエー
ションすることができます。 この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サー
バ プール ポリシーを通じて行うこともできます。 UUID や MAC アドレスなど、新しいサーバの
工場出荷時の設定は、サービス プロファイル での設定で上書きされます。 その結果、サーバで
の変更はネットワークには透過的に行われます。 新しいサーバの使用を開始するために、ネット
ワークでコンポーネントやアプリケーションを再設定する必要はありません。
このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを
利用し、管理できるようになります。
• MAC アドレスのプール、WWN アドレス、UUID などの仮想 ID 情報
• イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ プロファイル ポリシー
• ファームウェア パッケージ ポリシー
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• オペレーティング システム ブート順序ポリシー

サーバ ID を継承するサーバ プロファイル
このハードウェアベースのサービス プロファイルは使用も作成も簡単です。 このプロファイル
は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。 これは特
定のサーバに関連付けられているため、別のサーバに移動することはできません。
このサービス プロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ
ん。
このサービス プロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID 情報および設定情
報を継承し、適用します。
• 2 つの NIC の MAC アドレス
• 統合ネットワーク アダプタまたは仮想インターフェイス カードの場合、2 つの HBA の WWN
アドレス
• BIOS バージョン
• サーバの UUID

重要

このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値
が変更された場合、このサービス プロファイルを通じて継承されたサーバの ID および設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

サービス プロファイルテンプレート
サービス プロファイル テンプレートを使用して、vNIC や vHBA の個数などの同じ基本パラメー
タ、および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 を
作成することができます。

ヒント

既存の サービス プロファイル に類似した値を持つ サービス プロファイル が 1 つだけ必要で
ある場合は、サービス プロファイル を Cisco UCS Manager GUI でクローンすることができま
す。
たとえば、データベース ソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の
サービス プロファイル が必要である場合、手動、または既存の サービス プロファイル から、
サービス プロファイル テンプレートを作成できます。 その後、このテンプレートを使用して、
サービス プロファイル を作成します。
Cisco UCS では、次のタイプの サービス プロファイル テンプレートがサポートされています。
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初期テンプレート

初期テンプレートから作成された サービス プロファイル はテンプレートの
プロパティをすべて継承します。 しかし、プロファイルの作成後は、テン
プレートへの接続が失われます。 このテンプレートから作成された 1 つ以
上のプロファイルを変更する必要がある場合は、これらのプロファイルを
個別に変更する必要があります。

アップデート テン アップデート テンプレートから作成された サービス プロファイル はテン
プレートのプロパティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をその
プレート
まま保持します。 アップデート テンプレートを変更すると、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 が自動的にアップデートされ
ます。

サービス プロファイルの作成
[Expert] ウィザードを使用したサービス プロファイルの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

サービス プロファイルを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

組織を右クリックし、[Create Service Profile (expert)] を選択します。

ステップ 5

[Create Service Profile (expert)] ウィザードで、次の手順を実行します。
• ページ 1：サービス プロファイルの識別 , 336 ページ
• ページ 2：ストレージ オプションの設定, 337 ページ
• ページ 3：ネットワーキング オプションの設定, 343 ページ
• ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定, 347 ページ
• ページ 5：サーバのブート順序の設定, 349 ページ
• ページ 6：サーバの割り当ての指定, 353 ページ
• ページ 7：動作ポリシーの追加, 355 ページ
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ページ 1：サービス プロファイルの識別
この手順は、 [Expert] ウィザードを使用したサービス プロファイルの作成, 335 ページのステップ
の直後に実行します。 [Create Service Profile (expert)] ウィザードの [Identify Service Profile] ページ
で、サービス プロファイルの ID を設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Name] フィールドに、サービス プロファイルの識別に使用できる一意の名前を入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
この名前は、サービス プロファイルを作成する組織またはサブ組織内で一意である必要がありま
す。

ステップ 2

[UUID Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかの手順を実行します。
オプション

説明

[Select (pool default used by default)]

デフォルトの UUID 接尾辞プールから
UUID を割り当てます。
ステップ 5 に進みます。

[Hardware Default]

製造元によってサーバに割り当てられ
た UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID
はサービス プロファイルがサーバと関
連付けられるまで割り当てられません。
この時点で、UUID は製造元によって
サーバに割り当てられた UUID 値に設
定されます。 サービス プロファイルを
後で別のサーバに移動すると、UUID
は新しいサーバに一致するように変更
されます。
ステップ 5 に進みます。

[XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX] 手動で割り当てるUUIDを使用します。
ステップ 3 に進みます。
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オプション

説明

[Pools Pool_Name]

ドロップダウン リストの下部のリスト
から選択する UUID 接尾辞プールから
UUID を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用
可能な UUID の数および UUID の合計
数を示す、括弧に囲まれた 2 つの数字
が表示されます。
既存のプールを使用するのではなく、
すべてのサービス プロファイルがアク
セスできるプールを作成する場合は、
ステップ 4 に進みます。 それ以外の場
合は、ステップ 5 に進みます。

ステップ 3

（オプション） [XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX] オプションを選択した
場合は、次の手順を実行します。
a) [UUID] フィールドに、このサービス プロファイルを使用するサーバに割り当てる有効な UUID
を入力します。
b) 選択した UUID が使用可能であることを確認するには、[here] リンクをクリックします。

ステップ 4

（オプション） 新しい UUID 接尾辞プールを作成する場合は、[Create UUID Suffix Pool] をクリッ
クし、[Create UUID Suffix Pool] ウィザードのフィールドに値を入力します。
詳細については、次を参照してください。 UUID 接尾辞プールの作成, 280 ページ

ステップ 5

（オプション） テキスト ボックスに、このサービス プロファイルの説明を入力します。
説明を 256 文字以内で入力できます。

ステップ 6

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 2：ストレージ オプションの設定, 337 ページのステップを完了します。

ページ 2：ストレージ オプションの設定
この手順は、 ページ 1：サービス プロファイルの識別 , 336 ページの直後に実行します。 [Create
Service Profile (expert)] ウィザードの [Storage] ページでサービス プロファイルのストレージ オプ
ションを設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Local Storage] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
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オプション

説明

[Select Local Storage Policy このサービス プロファイルにデフォルトのローカル ディスク スト
to use]
レージ ポリシーを割り当てます。
ステップ 4 に進みます。
[Create a Specific Storage
Policy]

このサービス プロファイル テンプレートだけがアクセスできるロー
カル ディスク ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。

[Storage Policies
Policy_Name]

ドロップダウン リストの最下部にあるリストから既存のローカル
ディスク ポリシーを選択します。 Cisco UCS Manager で、サービス
プロファイルにこのポリシーが割り当てられます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファ
イルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、ステップ 3 に進
みます。 それ以外の場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 2

（オプション） このサービス プロファイルだけが使用できる新しいポリシーを作成する場合は、
[Create a Specific Storage Policy] をクリックし、次の手順を実行します。
a) [Mode] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
• [Any Configuration]：ローカル ディスク設定を変更しないで継承するサーバ設定の場合。
• [No Local Storage]：ディスクレス サーバまたは SAN だけの設定の場合。 このオプション
を選択した場合、このポリシーを使用するサービス プロファイルは、ローカル ディスク
を持つサーバと関連付けられません。
• [No RAID]：RAID を削除し、ディスク MBR とペイロードは変更せずに残すサーバ設定の
場合。
• [RAID 1 Mirrored]：データが 2 台のディスクに書き込まれることにより、片方のディスク
が故障しても完全な冗長性が得られます。 最大アレイ サイズは、2 つのうち小さい方の
ドライブの使用可能容量と等しくなります。
• [RAID10 Mirrored and Striped]：RAID 10 では、ミラーリングされたディスクのペアを使用
して、データの完全な冗長性と高いスループット率が実現されます。
• [RAID 0 Stripes]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピングされる
ことにより、高速なスループットが実現されます。 データの冗長性はありません。ディ
スクが 1 台でも故障すると、すべてのデータが失われます。
• [RAID 6 Stripes Dual Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピ
ングされ、さらに 2 台のパリティ ディスクを使用して、最大 2 台までの物理ディスクの
故障に対してデータが保護されます。 各データ ブロックに対して 2 組のパリティ データ
が保存されます。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
338

OL-22801-02-J

サービス プロファイルの作成
ページ 2：ストレージ オプションの設定

• [RAID 5 Striped Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピング
されます。 各ディスクの容量の一部に、ディスク故障時のデータの再構築に使用可能な
パリティ情報が保存されます。 RAID 5 では、読み取り要求の多いアプリケーションに対
して優れたデータ スループットが提供されます。
（注）

[No RAID] を選択し、オペレーティング システムで RAID ストレージがすでに設定
されているサーバにこのポリシーを適用した場合、ディスクの内容がシステムによっ
て削除されることはありません。 そのため、[No RAID] モードを適用した後も、目
に見える違いがない場合があります。
以前のすべての RAID 設定情報をディスクから確実に削除するには、[No RAID] コン
フィギュレーション モードを適用した後に、すべてのディスク情報を削除するスク
ラブ ポリシーを適用します。

b) ステップ 4 に進みます。
ステップ 3

（オプション） すべてのサービス プロファイルが使用できるローカル ディスク設定ポリシーを
作成するには、次の手順を実行します。
a) [Create Local Disk Configuration Policy] リンクをクリックします。
b) [Create Local Disk Configuration] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
詳細については、次を参照してください。 ローカル ディスク設定ポリシーの作成, 310 ページ
c) [OK] をクリックします。
d) [Local Storage] ドロップダウン リストで、作成したポリシーを選択します。

ステップ 4

[How would you like to configure SAN storage?] フィールドで、次のオプションのいずれかをクリッ
クします。
オプション

説明

[Simple]

このサービス プロファイルに、最大 2 つの vHBA を作成できます。
ステップ 7 に進みます。

[Expert]

このサービス プロファイルに、vHBA を無制限に作成できます。
ステップ 8 に進みます。

[No vHBAs]

サービス プロファイルには、ファイバ チャネル SAN 接続用の vHBA
は含まれません。
ステップ 9 に進みます。

[Hardware Inherited]

サーバに関連付けられたファイバ チャネル アダプタ プロファイルに
割り当てられた vHBA を使用します。
ステップ 9 に進みます。

ステップ 5

（オプション） シンプル SAN ストレージ オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [WWNN Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
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• デフォルトの WWN ポートを使用するには、[Select (pool default used by default)] を選択
します。
• [Manual Using OUI] に一覧表示されるオプションのいずれかを選択し、[World Wide Node
Name] フィールドに WWN を入力します。
WWNN は、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF または 50:00:00:00:00:00:00:00
～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内で指定できます。 [here] リンクをクリックして、指
定した WWNN が使用可能であることを確認できます。
• 指定したプールから WWN を割り当てるには、リストから WWN プール名を選択します。
各プール名の後には、プール内で利用可能な WWN の数および WWN の合計数を示す、
括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。
b) [vHBA 0 (Fabric A)] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
• [Name] フィールドに、vHBA の一意の名前を入力します。
• [Select VSAN] ドロップダウン リストで、この vHBA を関連付ける VSAN の名前を選択し
ます。
必要な VSAN がドロップダウン リストに表示されない場合は、[Create VSAN] リンクをクリッ
クします。 詳細については、次を参照してください。 ネームド VSAN の作成, 249 ページ
c) この vHBA に VSAN を作成するには、[vHBA 1 (Fabric B)] 領域でステップ 7b を繰り返します。
d) ステップ 9 に進みます。
ステップ 6

（オプション） エキスパート SAN ストレージ オプションを選択した場合、次の手順を実行しま
す。
a) [WWNN Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
• デフォルトの WWN ポートを使用するには、[Select (pool default used by default)] を選択
します。
• [Manual Using OUI] に一覧表示されるオプションのいずれかを選択し、[World Wide Node
Name] フィールドに WWN を入力します。
WWNN は、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF または 50:00:00:00:00:00:00:00
～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内で指定できます。 [here] リンクをクリックして、指
定した WWNN が使用可能であることを確認できます。
• 指定したプールから WWN を割り当てるには、リストから WWN プール名を選択します。
各プール名の後には、プール内で利用可能な WWN の数および WWN の合計数を示す、
括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。
b) テーブルのアイコン バーで [Add] をクリックし、[Create vHBA] ダイアログボックスを開きま
す。
c) 次のフィールドに値を入力して、vHBA の ID 情報を指定します。
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名前

説明

[Name] フィールド

この vHBA の名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Use SAN Connectivity
Template] チェックボックス

テンプレートを使用してvHBAを作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に、適
切なテンプレートを選択可能な [vHBA Template] ドロップダ
ウン リストと、アダプタ プロファイルを選択可能な [Adapter
Performance Profile] 領域が表示されます。
（注）

このオプションは、システム内に 1 つ以上の SAN
接続テンプレートが存在する場合にだけ選択できま
す。

[Create vHBA Template] リンク vHBA テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。
[WWPN Assignment] ドロップ 次のように設定します。
ダウン リスト
• デフォルトの WWPN プールを使用する場合は、この
フィールドを [Select (pool default used by default)] のまま
にします。
• 製造元でサーバに割り当てられた WWPN を使用する場
合は、[Hardware Default] を選択します。
• 特定の WWPN を使用する場合は、
[20:00:00:25:B5:00:00:00]、
[20:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX]、または
[5X:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX] を選択し、使用する
WWPN を [WWPN] フィールドに入力します。 この
WWPN が使用可能であることを確認するには、対応す
るリンクをクリックします。
• プール内の WWPN を使用する場合は、リストからプー
ル名を選択します。 各プール名の後には、数字のペアが
括弧で囲まれています。 最初の数字はそのプール内の使
用可能な WWN アドレスの数であり、2 番目の数字はそ
のプール内の WWPN アドレスの合計数です。
新しい WWPN プールを作成するには、[WWPN Pool] を
クリックします。

d) [VSAN] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クト。

[Select VSAN] ドロップダウン この vHBA と関連付ける VSAN。
リスト ボックス
[Create VSAN] リンク

VSAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vHBA と関連付けるピン グループ。
スト ボックス
[Create SAN Pin Group] リンク ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
[Persistent Binding] フィールド ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]
• [enabled]
[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 2048
です。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vHBA と関連付けるしきい値ポリシー。
プダウン リスト ボックス
e) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vHBA と関連付けるファイバ チャネル アダプタ ポリ
ン リスト ボックス
シー。
[Create Fibre Channel Adapter
Policy] リンク

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーを作成する場合は、こ
のリンクをクリックします。

[QoS] ドロップダウン リスト この vHBA と関連付ける Quality Of Service ポリシー。
ボックス
[Create QoS Policy] リンク

QoS ポリシーを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
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f) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 3：ネットワーキング オプションの設定, 343 ページを完了します。

ページ 3：ネットワーキング オプションの設定
この手順は、 ページ 2：ストレージ オプションの設定, 337 ページの直後に実行します。 [Create
Service Profile (expert)] ウィザードの [Networking] ページで、LAN 接続を含むネットワーキング オ
プションを設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

（オプション） ダイナミック vNIC をサポートするアダプタを備えるサーバにこのサービス プロ
ファイルを割り当てる予定の場合、[Dynamic vNIC Connection] ドロップダウン リストで次のオプ
ションのいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select a Policy to use]

ダイナミック vNIC をサポートしないアダプタを備えるサーバには、
ダイナミック vNIC 接続ポリシーなしでサービス プロファイルを作
成できます。 このオプションでは、サービス プロファイルにダイナ
ミック vNIC 接続ポリシーは含まれません。
ステップ 4 に進みます。

[Create a Specific Dynamic このサービス プロファイルだけがアクセスできるダイナミック vNIC
vNIC Connection Policy]
接続ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。
[Dynamic vNIC Connection
Policies Policy_Name]

ドロップダウン リストの最下部にあるリストから既存のダイナミッ
ク vNIC 接続ポリシーを選択します。 Cisco UCS Manager で、サービ
ス プロファイルにこのポリシーが割り当てられます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファ
イルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、ステップ 3 に進
みます。 それ以外の場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 2

（オプション） このサービス プロファイルだけが使用できる新しいダイナミック vNIC 接続ポリ
シーを作成する場合は、[Create a Specific Dynamic vNIC Connection Policy] をクリックし、次の
手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
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名前

説明

[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC の数。

[Adapter Policy] ドロップダウ このポリシーと関連付けられるアダプタ プロファイル。 すで
ン リスト
に存在しているプロファイルだけが、このドロップダウン リ
ストに表示されます。
b) ステップ 4 に進みます。
ステップ 3

（オプション） すべてのサービス プロファイルが使用できるダイナミック vNIC 接続ポリシーを
作成するには、次の手順を実行します。
a) [Create Dynamic vNIC Connection Policy] をクリックします。
b) [Create Dynamic vNIC Connect Policy] ダイアログボックスで、フィールドに値を入力します。
詳細については、次を参照してください。 ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成, 455 ページ
c) [OK] をクリックします。
d) [Dynamic vNIC Connection] ドロップダウン リストで、作成したポリシーを選択します。
e) ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

[How would you like to configure LAN connectivity?] フィールドで、次のオプションのいずれかをク
リックします。
オプション

説明

[Simple]

このサービス プロファイルに、デュアル ファブリック モードで最大 2
つの vNIC を作成できます。
ステップ 5 に進みます。

[Expert]

このサービス プロファイルに、vNIC を無制限に作成できます。
ステップ 6 に進みます。

[No vNICs]

サービス プロファイルには、LAN 接続用の vNIC は含まれません。 この
サービス プロファイルに関連付けられているサーバは、サービス プロ
ファイルを変更して vNIC を追加する場合を除き、LAN と通信できませ
ん。
ステップ 7 に進みます。

[Hardware Inherited]

サーバに関連付けられたイーサネット アダプタ プロファイルに割り当て
られた vNIC を使用します。
ステップ 7 に進みます。

ステップ 5

（オプション） シンプル LAN 接続オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [vNIC 0 (Fabric A)] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
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• [Name] フィールドに、vNIC の一意の名前を入力します。
• [Select Native VLAN] ドロップダウン リストで、この vNIC が通信する VLAN の名前を選
択します。
必要な VLAN がドロップダウン リストに表示されない場合は、[Create VLAN] リンクをクリッ
クします。 詳細については、次を参照してください。 ネームド VLAN の作成, 213 ページ
b) この vNIC に VLAN を作成するには、[vNIC 1 (Fabric B)] 領域でステップ 2a を繰り返します。
c) ステップ 4 に進みます。
ステップ 6

エキスパート LAN 接続オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) テーブルのアイコン バーで [Add] をクリックし、[Create vNICs] ダイアログボックスを開きま
す。
b) 次のフィールドに値を入力して、vNIC の ID 情報を指定します。
名前

説明

[Name] フィールド

この vNIC の名前を入力します。

[Use LAN Connectivity
Template] チェックボックス

テンプレートを使用して vNIC を作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に、適
切なテンプレートを選択可能な [vNIC Template] ドロップダウ
ン リストと、アダプタ プロファイルを選択可能な [Adapter
Performance Profile] 領域が表示されます。
（注）

このオプションは、システム内に 1 つ以上の LAN
接続テンプレートが存在する場合にだけ選択できま
す。

[Create vNIC Template] リンク vNIC テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[MAC Address Assignment] ド
ロップダウン リスト

次のように設定します。
• デフォルトの MAC アドレス プールを使用する場合は、
このフィールドを [Select (pool default used by default)] の
ままにします。
• 製造元でサーバに割り当てられた MAC アドレスを使用
する場合は、[Hardware Default] を選択します。
• 特定の MAC アドレスを使用する場合は、
[02:25:B5:XX:XX:XX] を選択し、アドレスを [MAC
Address] フィールドに入力します。 このアドレスが使用
可能であることを確認するには、対応するリンクをク
リックします。
• プール内の MAC アドレスを使用する場合は、リストか
らプール名を選択します。 各プール名の後には、数字の
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名前

説明
ペアが括弧で囲まれています。 最初の数字はそのプール
内の使用可能な MAC アドレスの数であり、2 番めの数
字はそのプール内の MAC アドレスの合計数です。

c) [Fabric Interconnect] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クト。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使用できない
場合に、この vNIC から第 2 のファブリック インターコネク
トにアクセスできるようにする場合は、[Enable Failover] チェッ
クボックスをオンにします。
（注）

[VLAN Trunking] フィールド

この vNIC 設定に対して、Cisco UCS 82598KR-CI 10
ギガビットイーサネットアダプタなど、ファブリッ
ク フェールオーバーをサポートしていないアダプ
タを備えたサーバを関連付ける予定がある場合は、
[Enable Failover] を選択しないでください。 選択す
ると、サービス プロファイルとサーバを関連付け
るときに、Cisco UCS Manager によって設定エラー
が生成されます。

VLAN トランキングを使用する場合は、[Yes] をクリックしま
す。 それ以外の場合は、[No] を選択します。

[Select VLAN] ドロップダウン この vNIC と関連付ける VLAN。
リスト
[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Native VLAN] チェックボック この vNIC がネイティブ VLAN と関連付けられる場合は、こ
ス
のチェックボックスをオンにします。
[MTU] フィールド

この vNIC で受け入れられる最大伝送ユニット、つまりパケッ
ト サイズ。
1500 ～ 9216 の範囲の整数を入力します。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC と関連付ける LAN ピン グループを選択します。
スト
[Create LAN Pin Group] リンク LAN ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
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名前

説明

[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC と関連付ける統計情報収集ポリシー。
プダウン リスト
d) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vNIC と関連付けるイーサネット アダプタ ポリシー。
ン リスト
[Create Ethernet Adapter Policy] イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、このリン
リンク
クをクリックします。
[QoS] ドロップダウン リスト この vNIC と関連付ける Quality Of Service ポリシー。
[Create QoS Policy] リンク

Quality Of Service ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

[Network Control Policy] ドロッ この vNIC と関連付けるネットワーク制御ポリシー。
プダウン リスト
[Create Network Control Policy
Policy] リンク

ネットワーク制御ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

e) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定, 347 ページを完了します。

ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定
この手順は、 ページ 3：ネットワーキング オプションの設定, 343 ページの直後に実行します。
[Create Service Profile (expert)] ウィザードの [vNIC/vHBA Placement] ページで、vNIC および vHBA
の配置を設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Select Placement] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
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オプション

説明

[Let System Perform
Placement]

Cisco UCS Managerによってサービス プロファイルに関連付けられた
サーバの vNIC/vHBA 配置が決定されることを指定します。 配置は、
[PCI Order] テーブルの順序セットによって決定されます。
ステップ 2 に進みます。

[Specify Manually]

サービス プロファイルに関連付けられているサーバに割り当てられ
る各 vNIC および vHBA への仮想ネットワーク接続を指定できます。
ステップ 3 に進みます。

[vNIC/vHBA Placement
Profiles Placement Profile
Name]

サービス プロファイルに既存の vNIC/vHBA 配置ポリシーを割り当て
ます。 このオプションを選択した場合、Cisco UCS Manager でポリ
シーの詳細が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファ
イルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create Placement
Policy] をクリックし、ステップ 4 に進みます。 それ以外の場合は、
ステップ 5 に進みます。

ステップ 2

（オプション） [Let System Perform Placement] を選択した場合、次の手順を実行します。
a) 次のボタンの 1 つ以上を使用して、vNIC および vHBA の順序を調整します。
名前

説明

[Move Up] ボタン

選択した仮想インターフェイスのリスト内で
のプライオリティを上げます。

[Move Down] ボタン

選択した仮想インターフェイスのリスト内で
のプライオリティを下げます。

[Delete] ボタン

選択した仮想インターフェイスを削除します。

[Reorder] ボタン

仮想インターフェイスを元の順序に戻します。

[Modify] ボタン

現在選択されている仮想インターフェイスを
変更できます。
（注）

その仮想インターフェイスに対して
名前以外のすべてのオプションを変
更できます。

b) ステップ 5 に進みます。
ステップ 3

（オプション） [Specify Manually] を選択した場合、次の手順を実行します。
a) [vNIC/vHBA] テーブルの適切なタブで、vNIC または vHBA をクリックします。
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b) 必要に応じて、[Virtual Host Interface] テーブルで vCON 行をクリックし、[Selection Preference]
カラムで次のいずれかの値を選択します。
• [all]
• [assigned-only]
• [exclude-dynamic]
• [exclude-unassigned]
c) [Assign] をクリックします。
割り当てを取り消す場合は、[Remove] をクリックします。
d) すべての vNIC および vHBA を割り当てるまで、ステップ a ～ c を繰り返します。
e) すべての vNIC および vHBA の配置を指定したら、ステップ 5 に進みます。
ステップ 4

[Create Placement Policy] をクリックした場合、[Create Placement Policy] ダイアログボックスで次
の手順を実行します。
a) [Name] フィールドに、配置ポリシーの一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
b) 各 [Virtual Slot] の [Selection Preference] カラムのドロップダウン リストで、次のいずれかを選
択します。
• [all]
• [assigned-only]
• [exclude-dynamic]
• [exclude-unassigned]
c) [OK] をクリックします。
d) ダイアログボックスを閉じたら、作成したポリシーを [Select Placement] ドロップダウン リスト
で選択します。

ステップ 5

[Next] をクリックします。

次の手順
次の手順を完了します。 ページ 5：サーバのブート順序の設定, 349 ページ

ページ 5：サーバのブート順序の設定
この手順は、 ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定, 347 ページの直後に実行します。 [Create Service
Profile (expert)] ウィザードの [Server Boot Order] ページで、サーバのブート順序オプションを設定
する方法について説明します。
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ヒント

ブート ポリシーのブート順序にローカル ディスクと SAN LUN の両方ではなく、いずれかを
インクルードすることで、誤ったストレージ タイプからサーバがブートされる可能性を回避
することを推奨します。 ブート順序のストレージ タイプにローカル ディスクと SAN LUN を
設定している場合に、オペレーティング システムまたは Logical Volume Manager（LVM; 論理
ボリューム マネージャ）の設定に誤りがあると、サーバは SAN LUN ではなくローカル ディ
スクからブートする場合があります。
たとえば、Red Hat Linux がインストールされているサーバで、LVM にデフォルトの Logical
Volume（LV; 論理ボリューム）名が設定され、ブート順序に SAN LUN とローカル ディスクが
設定されている場合、Linux により、同じ名前の 2 つの LV が存在することが報告され、SCSI
ID の最も小さい LV、おそらくはローカル ディスクからブートされます。

手順
ステップ 1

[Boot Policy] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select Boot Policy to use] このサービス プロファイルにデフォルトのブート ポリシーを割り当
てます。
ステップ 9 に進みます。
[Create a Specific Boot
Policy]

このサービス プロファイル テンプレートだけがアクセスできるロー
カル ブート ポリシーを作成できます。
ステップ 3 に進みます。

[Boot Policies Policy_Name] サービス プロファイルに既存のブート ポリシーを割り当てます。 こ
のオプションを選択した場合、Cisco UCS Manager でポリシーの詳細
が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create Boot Policy]
をクリックし、ステップ 2 に進みます。 それ以外の場合は、リストで
ポリシーを選択し、ステップ 9 に進みます。
ステップ 2

すべてのサービスプロファイルおよびテンプレートが使用できるブートポリシーを作成する場合
は、次の手順を実行します。
a) [Create Boot Policy] をクリックします。
b) [Create Boot Policy] ダイアログボックスに、ポリシーの一意の名前および説明を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
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c) ステップ 3 に進みます。
ステップ 3

（オプション） ブート順序の変更後にこのブート ポリシーを使用するすべてのサーバをリブー
トするには、[Reboot on Boot Order Change] チェックボックスをオンにします。
Cisco UCS Manager GUI で、ブート ポリシーについて [Reboot on Boot Order Change] チェックボッ
クスがオンになっており、CD-ROM またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスの場合に、
デバイスを削除したり追加したりしてもブート順序には直接影響せず、サーバはリブートされま
せん。

ステップ 4

（オプション） Cisco UCS Manager が [Boot Order] テーブルに示された順序で vNIC または vHBA
を使用するようにするには、[Enforce vNIC/vHBA Name] チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにしない場合、Cisco UCS Manager は vNIC または vHBA で指定され
た優先順序を使用します。

ステップ 5

ローカル ディスク、仮想 CD-ROM、または仮想フロッピーをブート順序に追加するには、次の手
順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [Local Devices] 領域を展開します。
b) 次のリンクのいずれかをクリックして、デバイスを [Boot Order] テーブルに追加します。
• [Add Local Disk]
• [Add CD-ROM]
• [Add Floppy]
c) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。

ステップ 6

LAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vNICs] 領域を展開します。
b) [Add LAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add LAN Boot] ダイアログボックスで、LAN ブートに使用する vNIC の名前を [vNIC] フィー
ルドに入力して、[OK] をクリックします。
d) 別のデバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了します。

ステップ 7

SAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vHBAs] 領域を展開します。
b) [Add SAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add SAN Boot] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力し、[OK] をクリックします。
名前

説明

[vHBA] フィールド

SAN ブートに使用する vHBA の名前を入力します。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [primary]：サーバが SAN の World Wide Name（WWN;
ワールド ワイド名）アドレスを使用してブートする場
合、この値が最初に試行されるアドレスになります。 各
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名前

説明
ブート ポリシーには、SAN のプライマリ ブート ロケー
ションを 1 つだけ設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ ロケーション
からブートできない場合は、このロケーションからブー
トが試みられます。 各ブート ポリシーには、SAN のセ
カンダリ ブート ロケーションを 1 つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイスという用語
は、ブート順序を意味するものではありません。 同じデバイ
ス クラス内で効果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのスキャン順序によっ
て決定します。

d) この vHBA がブート可能な SAN イメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target] リンク を
クリックし、[Add SAN Boot Target] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力して、
[OK] をクリックします。
名前

説明

[Boot Target LUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[Boot Target WWPN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する World Wide
Port Name（WWPN; ワールド ワイド ポート
名）。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [primary]：サーバが SAN の World Wide
Name（WWN; ワールド ワイド名）アド
レスを使用してブートする場合、この値
が最初に試行されるアドレスになりま
す。 各ブート ポリシーには、SAN のプ
ライマリ ブート ロケーションを 1 つだ
け設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ
ロケーションからブートできない場合
は、このロケーションからブートが試み
られます。 各ブート ポリシーには、SAN
のセカンダリ ブート ロケーションを 1
つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイ
スという用語は、ブート順序を意味するもの
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名前

説明
ではありません。 同じデバイス クラス内で効
果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのス
キャン順序によって決定します。

e) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。
ステップ 8

すべてのサービスプロファイルおよびテンプレートがアクセスできる新しいブートポリシーを作
成したら、[Boot Policy] ドロップダウン リストでこのポリシーを選択します。

ステップ 9

[Next] をクリックします。

次の手順
次の手順を完了します。 ページ 6：サーバの割り当ての指定, 353 ページ

ページ 6：サーバの割り当ての指定
この手順は、 ページ 5：サーバのブート順序の設定, 349 ページの直後に実行します。 [Create Service
Profile (expert)] ウィザードの [Server Assignment] ページで、サーバの割り当て方法を指定する方法
およびサービスプロファイルに関連付けられるファームウェアパッケージについて説明します。

手順
ステップ 1

[Server Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Assign Later]

サービス プロファイルを作成して設定したら、サーバを割り当てるこ
とができます。
ステップ 6 に進みます。

[Pre-provision a slot]

サービス プロファイルに割り当てられるサーバが含まれるシャーシお
よびスロットを指定します。 サーバがスロット内に存在しない場合、
またはそれ以外の理由で使用できない場合、サービス プロファイル
は、サーバが使用できるようになったらサーバに関連付けられます。
ステップ 2 に進みます。

[Select existing Server]

サービス プロファイルに割り当てられるサーバを選択するのに使用で
きる、関連付けられていないサーバのテーブルを表示します。
ステップ 3 に進みます。
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オプション

説明

[Select from a Pool

ドロップダウン リストの最下部のリストからサーバ プールを選択しま
す。 Cisco UCS Manager で、サービス プロファイルにこのプールのサー
バが割り当てられます。

Pool_Name]

ステップ 4 に進みます。
ステップ 2

[Pre-provision a slot] を選択した場合、次の手順を実行します。
a) [Chassis Id] フィールドに、選択したサーバが配置されるシャーシの番号を入力します。
b) [Slot Id] フィールドに、選択したサーバが配置されるスロットの番号を入力します。
c) ステップ 4 に進みます。

ステップ 3

[Select existing Server] を選択した場合、次の手順を実行します。
a) 使用可能なサーバのテーブルの [Select] カラムで、このサービス プロファイルのニーズを満た
すサーバのオプション ボタンをクリックします。
b) ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

[Power State] フィールドの次のオプション ボタンのいずれかをクリックして、このサービス プロ
ファイルに関連付けられた場合、サーバに適用される電源の状態を設定します。
• [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
• [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
デフォルトでは、サーバの電源は投入されています。

ステップ 5

（オプション） [Firmware Management] 領域で次の手順を実行して、サービス プロファイルに関
連付けられているサーバで、ポリシーを使用してファームウェアをアップデートします。
a) [Firmware Management] バーの下矢印をクリックして、領域を展開します。
b) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Host Firmware] ドロップダウ ホスト ファームウェア パッケージをこのサービス プロファ
ン リスト
イルと関連付けるには、その名前をドロップダウン リストか
ら選択します。
[Create Host Firmware Package] ホスト ファームウェア パッケージを作成する場合は、このリ
リンク
ンクをクリックします。
[Management Firmware] ドロッ 管理ファームウェア パッケージをこのサービス プロファイル
プダウン リスト
と関連付けるには、その名前をドロップダウン リストから選
択します。
[Create Management Firmware
Package] リンク

管理ファームウェア パッケージを作成する場合は、このリン
クをクリックします。
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ステップ 6

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 7：動作ポリシーの追加, 355 ページを完了します。

ページ 7：動作ポリシーの追加
この手順は、 ページ 6：サーバの割り当ての指定, 353 ページの直後に実行します。 [Create Service
Profile (expert)] ウィザードの [Operational Policies] ページでサービス プロファイルに動作ポリシー
を追加する方法について説明します。 これらのポリシーは、任意です。

手順
ステップ 1

サーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）への外部アクセスを提供するには、下矢
印をクリックして [External IPMI Management Configuration] バーを展開し、IPMI プロファイルおよ
び Serial over LAN ポリシーを追加します。
外部アクセスを提供しない場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 2

サービス プロファイルに IPMI プロファイルを追加するには、次のいずれかの手順を実行します。
a) 既存のポリシーを追加するには、[IPMI Profile] ドロップダウン リストで適切な IPMI プロファ
イルを選択します。
b) 適切なユーザ アクセスが設定されている IPMI プロファイルが [IPMI Profile] ドロップダウン
リストに含まれない場合、[Create IPMI Profile] リンクをクリックしてすべてのサービス プロ
ファイルで使用できる IPMI プロファイルを作成します。
IPMI プロファイルの作成方法の詳細については、次を参照してください。 IPMI アクセス プロ
ファイルの作成, 307 ページ
c) IPMI プロファイルを作成する場合、[IPMI Profile] ドロップダウン リストからこのプロファイ
ルを選択します。

ステップ 3

サービス プロファイルに Serial over LAN ポリシーを追加するには、次のいずれかの手順を実行し
ます。
• 既存のポリシーを追加するには、[SoL Configuration Profile] ドロップダウン リストで適切な
Serial over LAN ポリシーを選択します。
• このテンプレートから作成されたサービス プロファイルだけが使用できる Serial over LAN ポ
リシーを作成するには、[SoL Configuration Profile] ドロップダウン リストで [Create a Specific
SoL Policy] を選択し、[Admin State] フィールドおよび [Speed] ドロップダウン リストを入力
します。
• すべてのサービス プロファイル テンプレートが使用できる Serial over LAN ポリシーを作成
するには、[Create Serial over LAN Policy] リンクをクリックし、ダイアログボックスのフィー
ルドに値を入力してから、[SoL Configuration Profile] ドロップダウン リストでこのポリシー
を選択します。
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Serial over LAN ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。 Serial over LAN
ポリシーの作成, 315 ページ
ステップ 4

しきい値をモニタし、関連付けられているサーバの統計情報を収集するには、下矢印をクリック
して [Monitoring Configuration] バーを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[Threshold Policy] ドロップダウン リストで適切なしきい値
ポリシーを選択します。
• すべてのサービス プロファイルで使用できるしきい値ポリシーを作成するには、[Create
Threshold Policy] リンクをクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を入力してか
ら、[Threshold Policy] ドロップダウン リストでこのポリシーを選択します。
しきい値ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。サーバおよびサーバコ
ンポーネントのしきい値ポリシーの作成 , 556 ページ

ステップ 5

デフォルトの BIOS 設定を上書きし、サービス プロファイル全体で設定するには、下矢印をクリッ
クして [BIOS Configuration] バーを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[BIOS Policy] ドロップダウン リスト で適切な BIOS ポリ
シーを選択します。
• すべてのサービス プロファイル テンプレートで使用できる BIOS ポリシーを作成するには、
[Create BIOS Policy] をクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を入力してから、
[BIOS Policy] ドロップダウン リスト でこのポリシーを選択します。
BIOS ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。 BIOS ポリシーの作成, 286
ページ

ステップ 6

スクラブ ポリシーとサービス プロファイルを関連付けるには、下矢印をクリックして [Scrub Policy]
バーを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[Scrub Policy] ドロップダウン リスト で適切なスクラブ ポ
リシーを選択します。
• すべてのサービス プロファイルで使用できるスクラブ ポリシーを作成するには、[Create Scrub
Policy] リンク をクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を入力してから、[Scrub
Policy] ドロップダウン リスト でこのポリシーを選択します。
スクラブ ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。 スクラブ ポリシーの
作成, 314 ページ

ステップ 7

[Finish] をクリックします。
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サーバ ID を継承するサービス プロファイルの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

サービス プロファイルを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

組織を右クリックし、[Create Service Profile] を選択します。

ステップ 5

[Create Service Profile] ダイアログボックスの [Naming] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
a) [Name] フィールドに、サービス プロファイルの識別に使用できる一意の名前を入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
b) [Description] フィールドに、このサービス プロファイルの説明を入力します。

ステップ 6

[Create Service Profile] ダイアログボックスの [vNICs] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Primary vNIC] セクション
[Primary vNIC] チェックボック このサービス プロファイル用に vNIC を作成する場合は、この
ス
チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオ
ンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内の残
りのフィールドが表示されます。
[Name] フィールド

vNIC の名前。

[Fabric] フィールド

この vNIC が関連付けられるファブリック インターコネクト。

[Network] ドロップダウン リス この vNIC が関連付けられる LAN。
ト
[Secondary vNIC] セクション
[Secondary vNIC] チェックボッ このサービス プロファイル用に別の vNIC を作成する場合は、
クス
このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックス
をオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内
の残りのフィールドが表示されます。
[Name] フィールド

vNIC の名前。

[Fabric] フィールド

この vNIC が関連付けられるファブリック インターコネクト。
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名前

説明

[Network] ドロップダウン リス この vNIC が関連付けられる LAN。
ト

ステップ 7

[Create Service Profile] ダイアログボックスの [vHBAs] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Primary vHBA] セクション
[Primary vHBA] チェックボック このサービス プロファイル用に vHBA を作成する場合は、この
ス
チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオ
ンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内の残
りのフィールドが表示されます。
[Name] フィールド

vHBA の名前。

[Fabric] フィールド

この vHBA が関連付けられるファブリック インターコネクト。
プライマリ vHBA をセカンダリ vHBA と同じファブリックに関
連付けてはいけません。

[Secondary vHBA] セクション
[Secondary vHBA] チェックボッ このサービス プロファイル用に別の vHBA を作成する場合は、
クス
このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックス
をオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内
の残りのフィールドが表示されます。

ステップ 8

[Name] フィールド

vHBA の名前。

[Fabric] フィールド

この vHBA が関連付けられるファブリック インターコネクト。
セカンダリ vHBA をプライマリ vHBA と同じファブリックに関
連付けてはいけません。

[Create Service Profile] ダイアログボックスの [Boot Order] 領域で、次のフィールドに値を入力しま
す。
名前

説明

[Primary Boot Device] セクション
[Primary Boot Device] チェック このサービス プロファイル用にブート デバイスを設定する場合
ボックス
は、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボッ
クスをオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクショ
ン内の残りのフィールドが表示されます。
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名前

説明

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [local-disk]：サーバは、ローカル ディスクからブートしま
す。
（注）

このオプションを選択すると、セカンダリ ブー
ト タイプに [local-disk] と [san] を選択できなくな
ります。

• [san]：サーバは、SAN に保存されたイメージからブートし
ます。 このオプションを選択すると、Cisco UCS Manager
GUI に [SAN] 領域が表示されます。
• [lan]：サーバは、LAN からブートします。 このオプショ
ンを選択すると、Cisco UCS Manager GUI に [Network] 領域
が表示され、サーバの PXE ブートに使用する vNIC を指定
できるようになります。
• [virtual CD-ROM]：サーバは、仮想 CD-ROM からブートし
ます。
• [virtual Floppy]：サーバは、仮想フロッピーからブートし
ます。
[SAN] 領域

[Type] に [san] を設定した場合、この領域に次のフィールドが表
示されます。
• [vHBA]：SAN ブート イメージにアクセスするために使用
される vHBA
• [LUN]：ブート イメージの場所に対応する LUN
• [WWN]：ブート イメージの場所に対応する WWN

[Network (PXE)] 領域

[Type] に [lan] を設定した場合、この領域に [vNIC] ドロップダ
ウン リストが表示され、サーバのブートに使用する vNIC を選
択できます。

[Secondary Boot Device] セクション
[Secondary Boot Device] チェッ このサービス プロファイル用に別のブート デバイスを設定する
クボックス
場合は、このチェックボックスをオンにします。 このチェック
ボックスをオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセク
ション内の残りのフィールドが表示されます。
[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
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名前

説明
• [local-disk]：サーバは、ローカル ディスクからブートしま
す。
• [san]：サーバは、SAN に保存されたイメージからブートし
ます。 このオプションを選択すると、Cisco UCS Manager
GUI に [SAN] 領域が表示されます。
• [lan]：サーバは、LAN からブートします。 このオプショ
ンを選択すると、Cisco UCS Manager GUI に [Network] 領域
が表示され、サーバの PXE ブートに使用する vNIC を指定
できるようになります。
• [virtual CD-ROM]：サーバは、仮想 CD-ROM からブートし
ます。
• [virtual Floppy]：サーバは、仮想フロッピーからブートし
ます。

[SAN] 領域

[Type] に [san] を設定した場合、この領域に次のフィールドが表
示されます。
• [vHBA]：SAN ブート イメージにアクセスするために使用
される vHBA
• [LUN]：ブート イメージの場所に対応する LUN
• [WWN]：ブート イメージの場所に対応する WWN

[Network (PXE)] 領域

ステップ 9

[Type] に [lan] を設定した場合、この領域に [vNIC] ドロップダ
ウン リストが表示され、サーバのブートに使用する vNIC を選
択できます。

（オプション） [Server Association (optional)] 領域の [Select] カラムで、サーバのオプション ボタ
ンをクリックして、このサービスとこのサーバを関連付けます。

ステップ 10 [OK] をクリックします。

サーバのハードウェアベースのサービス プロファイルの作成
ハードウェア ベースの サービス プロファイルを別のサーバに移動することはできません。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

ハードウェア ベースのサービス プロファイルを作成するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Create Service Profile] をクリックします。

ステップ 6

[Create Service Profile for Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Hardware Based Service Profile] オプション ボタンをクリックします。
b) [Name] フィールドに、サービス プロファイルの一意の名前を入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
c) Cisco UCS Manager でサービス プロファイルの vNIC を作成する場合、[Create Default vNICs]
チェックボックスをオンにします。
d) Cisco UCS Manager でサービス プロファイルの vHBA を作成する場合、[Create Default vHBAs]
チェックボックスをオンにします。
e) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager がサーバの ID および設定情報を継承して適用し、サービス プロファイルを作
成してからサーバに関連付けます。

サービス プロファイル テンプレートの操作
サービス プロファイル テンプレートの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profile Templates] を展開します。

ステップ 3

サービス プロファイル テンプレートを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

組織を右クリックし、[Create Service Profile Template] を選択します。

ステップ 5

[Create Service Profile Template] ウィザードで、次の手順を実行します。
• ページ 1：サービス プロファイル テンプレートの識別, 362 ページ
• ページ 2：テンプレート ストレージ オプションの指定, 363 ページ
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• ページ 3：テンプレート ネットワーキング オプションの指定, 369 ページ
• ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定, 373 ページ
• ページ 5：テンプレート サーバのブート順序オプション, 375 ページ
• ページ 6：テンプレート サーバの割り当てオプションの指定, 379 ページ
• ページ 7：テンプレート ポリシー オプションの指定, 380 ページ

ページ 1：サービス プロファイル テンプレートの識別
この手順は、 サービス プロファイル テンプレートの作成, 361 ページのステップの直後に実行し
ます。 [Create Service Profile Template] ウィザードの [Identify Service Profile] ページで、サービス
プロファイル テンプレートの ID を設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Name] フィールドに、このサービス プロファイル テンプレートの識別に使用できる一意の名前
を入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
この名前は、サービス プロファイルを作成する組織またはサブ組織内で一意である必要がありま
す。

ステップ 2

[Type] フィールドで、次のオプション ボタンのいずれかをクリックします。
• [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。
• [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 3

[UUID Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select (pool default used デフォルトの UUID 接尾辞プールから UUID を割り当てます。
by default)]
[Hardware Default]

製造元によってサーバに割り当てられた UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID はサービス プロファイルがサー
バと関連付けられるまで割り当てられません。 この時点で、UUID は
製造元によってサーバに割り当てられた UUID 値に設定されます。 サー
ビス プロファイルを後で別のサーバに移動すると、UUID は新しいサー
バに一致するように変更されます。
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オプション

説明

[Pools Pool_Name]

ドロップダウン リストの下部のリストから選択する UUID 接尾辞プー
ルから UUID を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用可能な UUID の数および UUID
の合計数を示す、括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。

ステップ 4

（オプション） テキスト ボックスに、このサービス プロファイル テンプレートの説明を入力し
ます。
説明を 256 文字以内で入力できます。

ステップ 5

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 2：テンプレート ストレージ オプションの指定, 363 ページのステップを完了します。

ページ 2：テンプレート ストレージ オプションの指定
この手順は、 ページ 1：サービス プロファイル テンプレートの識別, 362 ページの直後に実行し
ます。 [Create Service Profile Template] ウィザードの [Storage] ページでサービス プロファイル テ
ンプレートのストレージ オプションを設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Local Storage] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select Local Storage
Policy to use]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルにデフォル
トのローカル ディスク ストレージ ポリシーを割り当てます。
ステップ 4 に進みます。

[Create a Specific Storage このテンプレートから作成されたサービス プロファイルだけがアクセ
Policy]
スできるローカル ディスク ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。
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オプション

説明

[Storage Policies
Policy_Name]

ドロップダウン リストの最下部にあるリストから既存のローカル ディ
スク ポリシーを選択します。 Cisco UCS Manager で、このテンプレー
トから作成された各サービス プロファイルにこのポリシーが割り当て
られます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルおよびテンプレートがアクセスできる新しいポリシーを作成する場
合は、ステップ 3 に進みます。 それ以外の場合は、ステップ 4 に進み
ます。

ステップ 2

（オプション） [Create a Specific Storage Policy] を選択した場合、次の手順を実行します。
a) [Mode] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
• [Any Configuration]：ローカル ディスク設定を変更しないで継承するサーバ設定の場合。
• [No Local Storage]：ディスクレス サーバまたは SAN だけの設定の場合。 このオプション
を選択した場合、このポリシーを使用するサービス プロファイルは、ローカル ディスク
を持つサーバと関連付けられません。
• [No RAID]：RAID を削除し、ディスク MBR とペイロードは変更せずに残すサーバ設定の
場合。
• [RAID 1 Mirrored]：データが 2 台のディスクに書き込まれることにより、片方のディスク
が故障しても完全な冗長性が得られます。 最大アレイ サイズは、2 つのうち小さい方の
ドライブの使用可能容量と等しくなります。
• [RAID10 Mirrored and Striped]：RAID 10 では、ミラーリングされたディスクのペアを使用
して、データの完全な冗長性と高いスループット率が実現されます。
• [RAID 0 Stripes]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピングされる
ことにより、高速なスループットが実現されます。 データの冗長性はありません。ディ
スクが 1 台でも故障すると、すべてのデータが失われます。
• [RAID 6 Stripes Dual Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピ
ングされ、さらに 2 台のパリティ ディスクを使用して、最大 2 台までの物理ディスクの
故障に対してデータが保護されます。 各データ ブロックに対して 2 組のパリティ データ
が保存されます。
• [RAID 5 Striped Parity]：データがアレイ内のすべてのディスクにわたってストライピング
されます。 各ディスクの容量の一部に、ディスク故障時のデータの再構築に使用可能な
パリティ情報が保存されます。 RAID 5 では、読み取り要求の多いアプリケーションに対
して優れたデータ スループットが提供されます。
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（注）

[No RAID] を選択し、オペレーティング システムで RAID ストレージがすでに設定
されているサーバにこのポリシーを適用した場合、ディスクの内容がシステムによっ
て削除されることはありません。 そのため、[No RAID] モードを適用した後も、目
に見える違いがない場合があります。
以前のすべての RAID 設定情報をディスクから確実に削除するには、[No RAID] コン
フィギュレーション モードを適用した後に、すべてのディスク情報を削除するスク
ラブ ポリシーを適用します。

b) ステップ 4 に進みます。
ステップ 3

（オプション） すべてのサービス プロファイルおよびテンプレートが使用できるローカル ディ
スク設定ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
a) [Create Local Disk Configuration Policy] リンクをクリックします。
b) [Create Local Disk Configuration] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
詳細については、次を参照してください。 ローカル ディスク設定ポリシーの作成, 310 ページ
c) [OK] をクリックします。
d) [Local Storage] ドロップダウン リストで、作成したポリシーを選択します。

ステップ 4

[How would you like to configure SAN storage?] フィールドで、次のオプションのいずれかをクリッ
クします。
オプション

説明

[Simple]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、最大 2 つ
の vHBA を作成できます。
ステップ 5 に進みます。

[Expert]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、vHBA を
無制限に作成できます。
ステップ 6 に進みます。

[No vHBAs]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルには、ファイバ
チャネル SAN 接続用の vHBA は含まれません。
ステップ 7 に進みます。

ステップ 5

（オプション） シンプル SAN ストレージ オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [WWNN Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
• デフォルトの WWN ポートを使用するには、[Select (pool default used by default)] を選択
します。
• [Manual Using OUI] に一覧表示されるオプションのいずれかを選択し、[World Wide Node
Name] フィールドに WWN を入力します。
WWNN は、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF または 50:00:00:00:00:00:00:00
～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内で指定できます。 [here] リンクをクリックして、指
定した WWNN が使用可能であることを確認できます。
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• 指定したプールから WWN を割り当てるには、リストから WWN プール名を選択します。
各プール名の後には、プール内で利用可能な WWN の数および WWN の合計数を示す、
括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。
b) [vHBA 0 (Fabric A)] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
• [Name] フィールドに、vHBA の一意の名前を入力します。
• [Select VSAN] ドロップダウン リストで、この vHBA を関連付ける VSAN の名前を選択し
ます。
必要な VSAN がドロップダウン リストに表示されない場合は、[Create VSAN] リンクをクリッ
クします。 詳細については、次を参照してください。 ネームド VSAN の作成, 249 ページ
c) この vHBA に VSAN を作成するには、[vHBA 1 (Fabric B)] 領域でステップ 7b を繰り返します。
d) ステップ 9 に進みます。
ステップ 6

（オプション） エキスパート SAN ストレージ オプションを選択した場合、次の手順を実行しま
す。
a) [WWNN Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
• デフォルトの WWN ポートを使用するには、[Select (pool default used by default)] を選択
します。
• [Manual Using OUI] に一覧表示されるオプションのいずれかを選択し、[World Wide Node
Name] フィールドに WWN を入力します。
WWNN は、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF または 50:00:00:00:00:00:00:00
～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内で指定できます。 [here] リンクをクリックして、指
定した WWNN が使用可能であることを確認できます。
• 指定したプールから WWN を割り当てるには、リストから WWN プール名を選択します。
各プール名の後には、プール内で利用可能な WWN の数および WWN の合計数を示す、
括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。
b) テーブルのアイコン バーで [Add] をクリックし、[Create vHBA] ダイアログボックスを開きま
す。
c) 次のフィールドに値を入力して、vHBA の ID 情報を指定します。
名前

説明

[Name] フィールド

この vHBA の名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Use SAN Connectivity
Template] チェックボックス

テンプレートを使用してvHBAを作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に、適
切なテンプレートを選択可能な [vHBA Template] ドロップダ
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名前

説明
ウン リストと、アダプタ プロファイルを選択可能な [Adapter
Performance Profile] 領域が表示されます。
（注）

このオプションは、システム内に 1 つ以上の SAN
接続テンプレートが存在する場合にだけ選択できま
す。

[Create vHBA Template] リンク vHBA テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。
[WWPN Assignment] ドロップ 次のように設定します。
ダウン リスト
• デフォルトの WWPN プールを使用する場合は、この
フィールドを [Select (pool default used by default)] のまま
にします。
• 製造元でサーバに割り当てられた WWPN を使用する場
合は、[Hardware Default] を選択します。
• 特定の WWPN を使用する場合は、
[20:00:00:25:B5:00:00:00]、
[20:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX]、または
[5X:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX] を選択し、使用する
WWPN を [WWPN] フィールドに入力します。 この
WWPN が使用可能であることを確認するには、対応す
るリンクをクリックします。
• プール内の WWPN を使用する場合は、リストからプー
ル名を選択します。 各プール名の後には、数字のペアが
括弧で囲まれています。 最初の数字はそのプール内の使
用可能な WWN アドレスの数であり、2 番目の数字はそ
のプール内の WWPN アドレスの合計数です。
新しい WWPN プールを作成するには、[WWPN Pool] を
クリックします。

d) [VSAN] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クト。

[Select VSAN] ドロップダウン この vHBA と関連付ける VSAN。
リスト ボックス
[Create VSAN] リンク

VSAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。
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名前

説明

[Pin Group] ドロップダウン リ この vHBA と関連付けるピン グループ。
スト ボックス
[Create SAN Pin Group] リンク ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
[Persistent Binding] フィールド ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]
• [enabled]
[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 2048
です。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vHBA と関連付けるしきい値ポリシー。
プダウン リスト ボックス
e) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vHBA と関連付けるファイバ チャネル アダプタ ポリ
ン リスト ボックス
シー。
[Create Fibre Channel Adapter
Policy] リンク

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーを作成する場合は、こ
のリンクをクリックします。

[QoS] ドロップダウン リスト この vHBA と関連付ける Quality Of Service ポリシー。
ボックス
[Create QoS Policy] リンク

QoS ポリシーを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。

f) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Next] をクリックします。
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次の手順
ページ 3：テンプレート ネットワーキング オプションの指定, 369 ページを完了します。

ページ 3：テンプレート ネットワーキング オプションの指定
この手順は、 ページ 2：テンプレート ストレージ オプションの指定, 363 ページの直後に実行し
ます。 [Create Service Profile Template] ウィザードの [Networking] ページで、LAN 接続を含むネッ
トワーキング オプションを設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

（オプション） ダイナミック vNIC をサポートするアダプタを備えるサーバにこのテンプレート
から作成されたサービス プロファイルを割り当てる予定の場合、[Dynamic vNIC Connection] ドロッ
プダウン リストで次のオプションのいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select a Policy to use]

ダイナミック vNIC をサポートしないアダプタを備えるサーバには、
ダイナミック vNIC 接続ポリシーなしでサービス プロファイル テン
プレートを作成できます。 このオプションでは、テンプレートにダ
イナミック vNIC 接続ポリシーは含まれません。
ステップ 4 に進みます。

[Create a Specific Dynamic このサービス プロファイル テンプレートだけがアクセスできるダイ
vNIC Connection Policy] ナミック vNIC 接続ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。
[Dynamic vNIC Connection ドロップダウン リストの最下部にあるリストから既存のダイナミッ
Policies Policy_Name]
ク vNIC 接続ポリシーを選択します。 Cisco UCS Manager で、サービ
ス プロファイル テンプレートにこのポリシーが割り当てられます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファ
イルおよびテンプレートがアクセスできるポリシーを作成する場合
は、ステップ 3 に進みます。 それ以外の場合は、ステップ 4 に進み
ます。

ステップ 2

（オプション） このテンプレートから作成されたサービス プロファイルだけが使用できる新し
いダイナミック vNIC 接続ポリシーを作成するには、[Create a Specific Dynamic vNIC Connection
Policy] をクリックし、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC の数。
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名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ このポリシーと関連付けられるアダプタ プロファイル。 すで
ン リスト
に存在しているプロファイルだけが、このドロップダウン リ
ストに表示されます。
b) ステップ 4 に進みます。
ステップ 3

（オプション） すべてのサービス プロファイルおよびテンプレートが使用できるダイナミック
vNIC 接続ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
a) [Create Dynamic vNIC Connection Policy] をクリックします。
b) [Create Dynamic vNIC Connect Policy] ダイアログボックスで、フィールドに値を入力します。
詳細については、次を参照してください。 ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成, 455 ページ
c) [OK] をクリックします。
d) [Dynamic vNIC Connection] ドロップダウン リストで、作成したポリシーを選択します。
e) ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

[How would you like to configure LAN connectivity?] フィールドで、次のオプションのいずれかをク
リックします。
オプション

説明

[Simple]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、デュアル
ファブリック モードで最大 2 つの vNIC を作成できます。
ステップ 5 に進みます。

[Expert]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、vNIC を無制
限に作成できます。
ステップ 6 に進みます。

[No vNICs]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルには、LAN 接続用
の vNIC は含まれません。 これらのサービス プロファイルに関係付けられ
ているサーバは、後で個別のサービスプロファイルを変更する場合を除き、
LAN と通信できません。
ステップ 7 に進みます。

ステップ 5

（オプション） シンプル LAN 接続オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [vNIC 0 (Fabric A)] 領域で、次の手順を実行します。
• [Name] フィールドに、vNIC の一意の名前を入力します。
• [Select Native VLAN] ドロップダウン リストで、この vNIC が通信する VLAN の名前を選
択します。
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必要な VLAN がドロップダウン リストに表示されない場合は、[Create VLAN] リンクをクリッ
クします。 詳細については、次を参照してください。 ネームド VLAN の作成, 213 ページ
b) この vNIC に VLAN を作成するには、[vNIC 1 (Fabric B)] 領域でステップ 2a を繰り返します。
c) ステップ 4 に進みます。
ステップ 6

エキスパート LAN 接続オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) テーブルのアイコン バーで [Add] をクリックし、[Create vNICs] ダイアログボックスを開きま
す。
b) 次のフィールドに値を入力して、vNIC の ID 情報を指定します。
名前

説明

[Name] フィールド

この vNIC の名前を入力します。

[Use LAN Connectivity
Template] チェックボックス

テンプレートを使用して vNIC を作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に、適
切なテンプレートを選択可能な [vNIC Template] ドロップダウ
ン リストと、アダプタ プロファイルを選択可能な [Adapter
Performance Profile] 領域が表示されます。
（注）

このオプションは、システム内に 1 つ以上の LAN
接続テンプレートが存在する場合にだけ選択できま
す。

[Create vNIC Template] リンク vNIC テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[MAC Address Assignment] ド
ロップダウン リスト

次のように設定します。
• デフォルトの MAC アドレス プールを使用する場合は、
このフィールドを [Select (pool default used by default)] の
ままにします。
• 製造元でサーバに割り当てられた MAC アドレスを使用
する場合は、[Hardware Default] を選択します。
• 特定の MAC アドレスを使用する場合は、
[02:25:B5:XX:XX:XX] を選択し、アドレスを [MAC
Address] フィールドに入力します。 このアドレスが使用
可能であることを確認するには、対応するリンクをク
リックします。
• プール内の MAC アドレスを使用する場合は、リストか
らプール名を選択します。 各プール名の後には、数字の
ペアが括弧で囲まれています。 最初の数字はそのプール
内の使用可能な MAC アドレスの数であり、2 番めの数
字はそのプール内の MAC アドレスの合計数です。
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c) [Fabric Interconnect] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クト。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使用できない
場合に、この vNIC から第 2 のファブリック インターコネク
トにアクセスできるようにする場合は、[Enable Failover] チェッ
クボックスをオンにします。
（注）

[VLAN Trunking] フィールド

この vNIC 設定に対して、Cisco UCS 82598KR-CI 10
ギガビットイーサネットアダプタなど、ファブリッ
ク フェールオーバーをサポートしていないアダプ
タを備えたサーバを関連付ける予定がある場合は、
[Enable Failover] を選択しないでください。 選択す
ると、サービス プロファイルとサーバを関連付け
るときに、Cisco UCS Manager によって設定エラー
が生成されます。

VLAN トランキングを使用する場合は、[Yes] をクリックしま
す。 それ以外の場合は、[No] を選択します。

[Select VLAN] ドロップダウン この vNIC と関連付ける VLAN。
リスト
[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Native VLAN] チェックボック この vNIC がネイティブ VLAN と関連付けられる場合は、こ
ス
のチェックボックスをオンにします。
[MTU] フィールド

この vNIC で受け入れられる最大伝送ユニット、つまりパケッ
ト サイズ。
1500 ～ 9216 の範囲の整数を入力します。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC と関連付ける LAN ピン グループを選択します。
スト
[Create LAN Pin Group] リンク LAN ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC と関連付ける統計情報収集ポリシー。
プダウン リスト
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d) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vNIC と関連付けるイーサネット アダプタ ポリシー。
ン リスト
[Create Ethernet Adapter Policy] イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、このリン
リンク
クをクリックします。
[QoS] ドロップダウン リスト この vNIC と関連付ける Quality Of Service ポリシー。
[Create QoS Policy] リンク

Quality Of Service ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

[Network Control Policy] ドロッ この vNIC と関連付けるネットワーク制御ポリシー。
プダウン リスト
[Create Network Control Policy
Policy] リンク

ネットワーク制御ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

e) [OK] をクリックします。
ステップ 7

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定, 373 ページを完了します。

ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定
この手順は、 ページ 3：テンプレート ネットワーキング オプションの指定, 369 ページの直後に
実行します。 [Create Service Profile Template] ウィザードの [vNIC/vHBA Placement] ページで、vNIC
および vHBA の配置を設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Select Placement] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Let System Perform
Placement]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルに関連付けら
れるすべてのサーバの vNIC/vHBA 配置が Cisco UCS Manager で決定さ
れるように指定します。 配置は、[PCI Order] テーブルの順序セットに
よって決定されます。
ステップ 2 に進みます。
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オプション

説明

[Specify Manually]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルに関連付けら
れるサーバに割り当てられる各 vNIC および vHBA への仮想ネットワー
クを指定できます。
ステップ 3 に進みます。

[vNIC/vHBA Placement このテンプレートから作成されたサービス プロファイルに既存の
Profiles Placement Profile vNIC/vHBA 配置ポリシーを割り当てます。 このオプションを選択した
Name]
場合、Cisco UCS Manager でポリシーの詳細が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルおよびテンプレートがアクセスできるポリシーを作成する場合は、
[Create Placement Policy] をクリックし、ステップ 4 に進みます。 それ
以外の場合は、ステップ 5 に進みます。
ステップ 2

（オプション） [Let System Perform Placement] を選択した場合、次の手順を実行します。
a) 次のボタンの 1 つ以上を使用して、vNIC および vHBA の順序を調整します。
名前

説明

[Move Up] ボタン

選択した仮想インターフェイスのリスト内で
のプライオリティを上げます。

[Move Down] ボタン

選択した仮想インターフェイスのリスト内で
のプライオリティを下げます。

[Delete] ボタン

選択した仮想インターフェイスを削除します。

[Reorder] ボタン

仮想インターフェイスを元の順序に戻します。

[Modify] ボタン

現在選択されている仮想インターフェイスを
変更できます。
（注）

その仮想インターフェイスに対して
名前以外のすべてのオプションを変
更できます。

b) ステップ 5 に進みます。
ステップ 3

（オプション） [Specify Manually] を選択した場合、次の手順を実行します。
a) [vNIC/vHBA] テーブルの適切なタブで、vNIC または vHBA をクリックします。
b) 必要に応じて、[Virtual Host Interface] テーブルで vCON 行をクリックし、[Selection Preference]
カラムで次のいずれかの値を選択します。
• [all]
• [assigned-only]
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• [exclude-dynamic]
• [exclude-unassigned]
c) [Assign] をクリックします。
割り当てを取り消す場合は、[Remove] をクリックします。
d) すべての vNIC および vHBA を割り当てるまで、ステップ a ～ c を繰り返します。
e) すべての vNIC および vHBA の配置を指定したら、ステップ 5 に進みます。
ステップ 4

[Create Placement Policy] をクリックした場合、[Create Placement Policy] ダイアログボックスで次
の手順を実行します。
a) [Name] フィールドに、配置ポリシーの一意の名前を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
b) 各 [Virtual Slot] の [Selection Preference] カラムのドロップダウン リストで、次のいずれかを選
択します。
• [all]
• [assigned-only]
• [exclude-dynamic]
• [exclude-unassigned]
c) [OK] をクリックします。
d) ダイアログボックスを閉じたら、作成したポリシーを [Select Placement] ドロップダウン リスト
で選択します。

ステップ 5

[Next] をクリックします。

次の手順
次の手順を完了します。 ページ 5：テンプレート サーバのブート順序オプション, 375 ページ

ページ 5：テンプレート サーバのブート順序オプション
この手順は、 ページ 4：vNIC/vHBA 配置の設定, 373 ページの直後に実行します。 [Create Service
Profile Template] ウィザードの [Server Boot Order] ページで、サーバのブート順序オプションを設
定する方法について説明します。
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ヒント

ブート ポリシーのブート順序にローカル ディスクと SAN LUN の両方ではなく、いずれかを
インクルードすることで、誤ったストレージ タイプからサーバがブートされる可能性を回避
することを推奨します。 ブート順序のストレージ タイプにローカル ディスクと SAN LUN を
設定している場合に、オペレーティング システムまたは Logical Volume Manager（LVM; 論理
ボリューム マネージャ）の設定に誤りがあると、サーバは SAN LUN ではなくローカル ディ
スクからブートする場合があります。
たとえば、Red Hat Linux がインストールされているサーバで、LVM にデフォルトの Logical
Volume（LV; 論理ボリューム）名が設定され、ブート順序に SAN LUN とローカル ディスクが
設定されている場合、Linux により、同じ名前の 2 つの LV が存在することが報告され、SCSI
ID の最も小さい LV、おそらくはローカル ディスクからブートされます。

手順
ステップ 1

[Boot Policy] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select Boot Policy to use] このテンプレートから作成された各サービス プロファイルにデフォル
トのブート ポリシーを割り当てます。
ステップ 9 に進みます。
[Create a Specific Boot
Policy]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルだけがアクセ
スできるローカル ブート ポリシーを作成できます。
ステップ 3 に進みます。

[Boot Policies
Policy_Name]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに既存の
ブート ポリシーを割り当てます。 このオプションを選択した場合、
Cisco UCS Manager でポリシーの詳細が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルおよびテンプレートがアクセスできるポリシーを作成する場合は、
ステップ 2 に進みます。 それ以外の場合は、リストでポリシーを選択
し、ステップ 9 に進みます。

ステップ 2

すべてのサービスプロファイルおよびテンプレートが使用できるブートポリシーを作成する場合
は、次の手順を実行します。
a) [Create Boot Policy] をクリックします。
b) [Create Boot Policy] ダイアログボックスに、ポリシーの一意の名前および説明を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
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c) ステップ 3 に進みます。
ステップ 3

（オプション） ブート順序の変更後にこのブート ポリシーを使用するすべてのサーバをリブー
トするには、[Reboot on Boot Order Change] チェックボックスをオンにします。
Cisco UCS Manager GUI で、ブート ポリシーについて [Reboot on Boot Order Change] チェックボッ
クスがオンになっており、CD-ROM またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスの場合に、
デバイスを削除したり追加したりしてもブート順序には直接影響せず、サーバはリブートされま
せん。

ステップ 4

（オプション） Cisco UCS Manager が [Boot Order] テーブルに示された順序で vNIC または vHBA
を使用するようにするには、[Enforce vNIC/vHBA Name] チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにしない場合、Cisco UCS Manager は vNIC または vHBA で指定され
た優先順序を使用します。

ステップ 5

ローカル ディスク、仮想 CD-ROM、または仮想フロッピーをブート順序に追加するには、次の手
順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [Local Devices] 領域を展開します。
b) 次のリンクのいずれかをクリックして、デバイスを [Boot Order] テーブルに追加します。
• [Add Local Disk]
• [Add CD-ROM]
• [Add Floppy]
c) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。

ステップ 6

LAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vNICs] 領域を展開します。
b) [Add LAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add LAN Boot] ダイアログボックスで、LAN ブートに使用する vNIC の名前を [vNIC] フィー
ルドに入力して、[OK] をクリックします。
d) 別のデバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了します。

ステップ 7

SAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vHBAs] 領域を展開します。
b) [Add SAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add SAN Boot] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力し、[OK] をクリックします。
名前

説明

[vHBA] フィールド

SAN ブートに使用する vHBA の名前を入力します。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [primary]：サーバが SAN の World Wide Name（WWN;
ワールド ワイド名）アドレスを使用してブートする場
合、この値が最初に試行されるアドレスになります。 各
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名前

説明
ブート ポリシーには、SAN のプライマリ ブート ロケー
ションを 1 つだけ設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ ロケーション
からブートできない場合は、このロケーションからブー
トが試みられます。 各ブート ポリシーには、SAN のセ
カンダリ ブート ロケーションを 1 つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイスという用語
は、ブート順序を意味するものではありません。 同じデバイ
ス クラス内で効果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのスキャン順序によっ
て決定します。

d) この vHBA がブート可能な SAN イメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target] リンク を
クリックし、[Add SAN Boot Target] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力して、
[OK] をクリックします。
名前

説明

[Boot Target LUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[Boot Target WWPN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する World Wide
Port Name（WWPN; ワールド ワイド ポート
名）。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [primary]：サーバが SAN の World Wide
Name（WWN; ワールド ワイド名）アド
レスを使用してブートする場合、この値
が最初に試行されるアドレスになりま
す。 各ブート ポリシーには、SAN のプ
ライマリ ブート ロケーションを 1 つだ
け設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ
ロケーションからブートできない場合
は、このロケーションからブートが試み
られます。 各ブート ポリシーには、SAN
のセカンダリ ブート ロケーションを 1
つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイ
スという用語は、ブート順序を意味するもの
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名前

説明
ではありません。 同じデバイス クラス内で効
果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのス
キャン順序によって決定します。

e) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。
ステップ 8

すべてのサービスプロファイルおよびテンプレートがアクセスできる新しいブートポリシーを作
成したら、[Boot Policy] ドロップダウン リストでこのポリシーを選択します。

ステップ 9

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 6：テンプレート サーバの割り当てオプションの指定, 379 ページを完了します。

ページ 6：テンプレート サーバの割り当てオプションの指定
この手順は、 ページ 5：テンプレート サーバのブート順序オプション, 375 ページの直後に実行し
ます。 [Create Service Profile Template] ウィザードの [Server Assignment] ページで、このテンプレー
トから作成されたサービス プロファイルへのサーバの割り当て方法を指定する方法について説明
します。

手順
ステップ 1

[Server Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Assign Later]

サービス プロファイル テンプレートを作成して設定したら、サーバ
を割り当てることができます。
ステップ 2 に進みます。

[Select from a Pool
Pool_Name]

ドロップダウン リストの最下部のリストからサーバ プールを選択し
ます。 Cisco UCS Manager で、このテンプレートから作成したサー
ビス プロファイルにこのプールのサーバが割り当てられます。
ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

[Power State] フィールドの次のオプション ボタンのいずれかをクリックして、このテンプレート
から作成されたサービス プロファイルに関連付けられた場合にサーバに適用される電源の状態を
設定します。
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• [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
• [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
デフォルトでは、サーバの電源は投入されています。
ステップ 3

（オプション） [Firmware Management] 領域で次の手順を実行し、このテンプレートから作成さ
れたサービス プロファイルに関連付けられているサーバで、ポリシーを使用してファームウェア
をアップデートします。
a) [Firmware Management] バーの下矢印をクリックします。
b) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Host Firmware] ドロップダウ ホスト ファームウェア パッケージをこのサービス プロファ
ン リスト
イルと関連付けるには、その名前をドロップダウン リストか
ら選択します。
[Create Host Firmware Package] ホスト ファームウェア パッケージを作成する場合は、このリ
リンク
ンクをクリックします。
[Management Firmware] ドロッ 管理ファームウェア パッケージをこのサービス プロファイル
プダウン リスト
と関連付けるには、その名前をドロップダウン リストから選
択します。
[Create Management Firmware
Package] リンク

ステップ 4

管理ファームウェア パッケージを作成する場合は、このリン
クをクリックします。

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 7：テンプレート ポリシー オプションの指定, 380 ページを完了します。

ページ 7：テンプレート ポリシー オプションの指定
この手順は、 ページ 6：テンプレート サーバの割り当てオプションの指定, 379 ページの直後に実
行します。 [Create Service Profile Template] ウィザードの [Operational Policies] ページでサービス プ
ロファイルテンプレートに動作ポリシーを追加する方法について説明します。これらのポリシー
は、任意です。

手順
ステップ 1

サーバの CIMC への外部アクセスを提供するには、下矢印をクリックして [External IPMI Management
Configuration] バーを展開し、IPMI プロファイルおよび Serial over LAN ポリシーを追加します。
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外部アクセスを提供しない場合は、ステップ 4 に進みます。
ステップ 2

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルに IPMI プロファイルを追加するには、
次の手順のいずれかを実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[IPMI Profile] ドロップダウン リストで適切な IPMI プロファ
イルを選択します。
• 適切なユーザ アクセスが設定されている IPMI プロファイルが [IPMI Profile] ドロップダウン
リストに含まれない場合、[Create IPMI Profile] リンクをクリックしてすべてのサービス プロ
ファイル テンプレートで使用できる IPMI プロファイルを作成してから、[IPMI Profile] ドロッ
プダウン リストでこのプロファイルを選択します。
IPMI プロファイルの作成方法の詳細については、次を参照してください。 IPMI アクセス プロ
ファイルの作成, 307 ページ

ステップ 3

このテンプレートから作成したサービス プロファイルに Serial over LAN ポリシーを追加するに
は、次の手順のいずれかを実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[SoL Configuration Profile] ドロップダウン リストで適切な
Serial over LAN ポリシーを選択します。
• このテンプレートから作成されたサービス プロファイルだけが使用できる Serial over LAN ポ
リシーを作成するには、[SoL Configuration Profile] ドロップダウン リストで [Create a Specific
SoL Policy] を選択し、[Admin State] フィールドおよび [Speed] ドロップダウン リストを入力
します。
• すべてのサービス プロファイル テンプレートが使用できる Serial over LAN ポリシーを作成
するには、[Create Serial over LAN Policy] リンクをクリックし、ダイアログボックスのフィー
ルドに値を入力してから、[SoL Configuration Profile] ドロップダウン リストでこのポリシー
を選択します。
Serial over LAN ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。 Serial over LAN
ポリシーの作成, 315 ページ

ステップ 4

しきい値をモニタし、関連付けられているサーバの統計情報を収集するには、下矢印をクリック
して [Monitoring Configuration] バーを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[Threshold Policy] ドロップダウン リストで適切なしきい値
ポリシーを選択します。
• すべてのサービス プロファイルで使用できるしきい値ポリシーを作成するには、[Create
Threshold Policy] リンクをクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を入力してか
ら、[Threshold Policy] ドロップダウン リストでこのポリシーを選択します。
しきい値ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。サーバおよびサーバコ
ンポーネントのしきい値ポリシーの作成 , 556 ページ

ステップ 5

デフォルトの BIOS 設定を上書きし、サービス プロファイル全体で設定するには、下矢印をクリッ
クして [BIOS Configuration] バーを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
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• 既存のポリシーを追加するには、[BIOS Policy] ドロップダウン リスト で適切な BIOS ポリ
シーを選択します。
• すべてのサービス プロファイルで使用できる BIOS ポリシーを作成するには、[Create BIOS
Policy] をクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を入力してから、[BIOS Policy]
ドロップダウン リスト で適切な BIOS ポリシーを選択します。
BIOS ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。 BIOS ポリシーの作成, 286
ページ
ステップ 6

スクラブ ポリシーとサービス プロファイルを関連付けるには、下矢印をクリックして [Scrub Policy]
バーを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[Scrub Policy] ドロップダウン リスト で適切なスクラブ ポ
リシーを選択します。
• すべてのサービス プロファイルで使用できるスクラブ ポリシーを作成するには、[Create Scrub
Policy] リンク をクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を入力してから、[Scrub
Policy] ドロップダウン リスト でこのポリシーを選択します。
スクラブ ポリシーの作成方法の詳細については、次を参照してください。 スクラブ ポリシーの
作成, 314 ページ

ステップ 7

[Finish] をクリックします。

サービス プロファイル テンプレートからの 1 つまたは複数のサービス プロファイルの
作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profile Templates] を展開します。

ステップ 3

サービス プロファイルのベースとして使用するサービス プロファイル テンプレートが含まれる
組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

プロファイルの作成元となるサービス プロファイル テンプレートを右クリックし、[Create Service
Profiles From Template] を選択します。

ステップ 5

[Create Service Profiles From Template] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Naming Prefix] フィールド

テンプレート名に使用する接頭辞。 システムによってサービス
プロファイルが作成されるとき、この接頭辞に一意の数値 ID が
追加されます。
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名前

説明
たとえば、MyProfile という接頭辞を指定した場合、2 つのプロ
ファイルを要求すると、最初のサービス プロファイルの名前は
MyProfile1 に、2 つめの名前は MyProfile2 になります。 後日、
さらに 3 つのプロファイルを同じ接頭辞で作成すると、それら
の名前は MyProfile3、MyProfile4、および MyProfile5 になりま
す。

[Number] フィールド
ステップ 6

作成するサービス プロファイルの数。

[OK] をクリックします。

サーバのテンプレート ベースのサービス プロファイルの作成
操作を行う前に
Cisco UCS Manager には、適切な値の設定された正規のサービス テンプレートが存在する必要が
あります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

ハードウェア ベースのサービス プロファイルを作成するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Create Service Profile] をクリックします。

ステップ 6

[Create Service Profile for Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Template Based Service Profile] オプション ボタンをクリックします。
b) [Name] フィールドに、サービス プロファイルの一意の名前を入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
c) [Service Profile Template] ドロップダウンリストで、このサーバに関連付けるサービス プロファ
イルの作成元となるテンプレートを選択します。
d) [OK] をクリックします。
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サービス プロファイルからのサービス プロファイル テンプレートの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

テンプレートのベースとして使用するサービス プロファイルが含まれる組織のノードを展開しま
す。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

テンプレートの作成元となるサービス プロファイルを右クリックし、[Create a Service Profile
Template] を選択します。

ステップ 5

[Create Template From Service Profile] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Service Profile Template Name]
フィールド

サービス プロファイル テンプレートの名前。

[Org] ドロップダウン リスト

このテンプレートを関連付ける組織を選択します。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。

この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

• [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。
• [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 6

[OK] をクリックします。
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サービス プロファイル テンプレートの UUID の変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profile Templates] を展開します。

ステップ 3

UUID を変更するサービス プロファイル テンプレートを含む組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

UUID 割り当てを変更するサービス プロファイル テンプレートを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Change UUID] をクリックします。

ステップ 7

[UUID Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select (pool default used デフォルトの UUID 接尾辞プールから UUID を割り当てます。
by default)]
[Hardware Default]

製造元によってサーバに割り当てられた UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID はサービス プロファイルがサー
バと関連付けられるまで割り当てられません。 この時点で、UUID は
製造元によってサーバに割り当てられた UUID 値に設定されます。 サー
ビス プロファイルを後で別のサーバに移動すると、UUID は新しいサー
バに一致するように変更されます。

[Pools Pool_Name]

ドロップダウン リストの下部のリストから選択する UUID 接尾辞プー
ルから UUID を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用可能な UUID の数および UUID
の合計数を示す、括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

サービス プロファイル テンプレートとサーバ プールの関連付け
サービス プロファイル テンプレートの作成時にサーバ プールと関連付けなかった場合、または
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と関連付けられているサーバプールを変
更する場合には、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profile Templates] を展開します。

ステップ 3

サーバ プールに関連付けるサービス プロファイルが含まれている組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

サーバ プールを関連付けるサービス プロファイル テンプレートを右クリックして、[Associate with
Server Pool] を選択します。
[Associate with Server Pool] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 5

[Pool Assignment] ドロップダウン リストの [Server Pool] セクションから、サーバ プールを選択し
ます。
[Assign Later] を選択すると、サービス プロファイル テンプレートはサーバ プールに関連付けら
れません。

ステップ 6

次のいずれかのオプションボタンを選択して、このテンプレートから作成したサービスプロファ
イル プロファイルに関連付けるサーバに適用する電源状態を決定します。
• [Down]
• [Up]

ステップ 7

[Select Qualification] ドロップダウン リストから、このテンプレートで作成したサービス プロファ
イルに関連付けられているサーバに適用するサーバ プール ポリシー資格情報を選択します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

サーバ プールとサービス プロファイル テンプレートとのアソシエーションの解除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profile Templates] を展開します。

ステップ 3

サーバプールとのアソシエーションを解除するサービスプロファイルが含まれる組織のノードを
展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

サーバ プールとのアソシエーションを解除するサービス プロファイル テンプレートを右クリッ
クし、[Disassociate Template] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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サービス プロファイルの管理
サービス プロファイルのクローン化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

サービス プロファイルを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

クローンするサービス プロファイルを右クリックし、[Create a Clone] を選択します。

ステップ 5

[Create Clone From Service Profile] ダイアログボックスで次の作業を行います。
a) 新しいプロファイルに使用する名前を [Clone Name] フィールドに入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することは
できません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。
この名前は、サービス プロファイルを作成する組織またはサブ組織内で一意である必要があり
ます。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 6

作成したサービス プロファイルに移動し、すべてのオプションが正しいことを確認します。

サービス プロファイルとサーバまたはサーバ プールの関連付け
サービスプロファイルの作成時に、サーバまたはサーバプールと関連付けなかった場合、あるい
はサービスプロファイルと関連付けられているサーバまたはサーバプールを変更する場合には、
次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

新しいサーバまたはサーバプールに関連付けるサービスプロファイルが含まれている組織のノー
ドを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

サーバに関連付けるサービス プロファイルを右クリックして、[Change Service Profile Association]
を選択します。

ステップ 5

[Associate Service Profile] ダイアログボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
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オプション

説明

[Server Pool]

ドロップダウン リストからサーバ プールを選択します。 Cisco UCS Manager
によって、このプールからサービス プロファイルにサーバが割り当てられ
ます。
ステップ 7 に進みます。

[Server]

ナビゲーション ツリーで必要な使用可能サーバに移動し、サービス プロ
ファイルに割り当てるサーバを選択します。
ステップ 7 に進みます。

[Custom Server]

サービス プロファイルに割り当てるサーバが含まれているシャーシおよび
スロットを指定します。 サーバがスロットに存在しないか、使用可能な状
態にない場合に、そのサーバが使用可能になると、サービス プロファイル
が割り当てられます。
ステップ 6 に進みます。

ステップ 6

[Custom Server] を選択した場合は、次の手順を実行します。
a) [Chassis Id] フィールドに、選択したサーバが配置されるシャーシの番号を入力します。
b) [Server Id] フィールドで、選択したサーバが配置されているスロットの番号を入力します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

サーバまたはサーバ プールとサービス プロファイルのアソシエーションの解除
サービス プロファイルのアソシエーションを解除すると、Cisco UCS Manager により、サーバで
のオペレーティング システムのシャットダウンが試みられます。 オペレーティング システムが
一定の時間内にシャットダウンしないと、Cisco UCS Manager によってサーバが強制的にシャット
ダウンされます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

サーバまたはサーバプールとのアソシエーションを解除するサービスプロファイルが含まれる組
織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ステップ 4

サーバとのアソシエーションを解除するサービス プロファイルを右クリックし、[Disassociate
Service Profile] を選択します。

ステップ 5

[Disassociate Service Profile] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックしてサービス プロファイル
のアソシエーションを解除することを確認します。

ステップ 6

（オプション） サーバのステータスおよび Finite State Machine（FSM; 有限状態マシン）をモニタ
して、アソシエーションの解除が完了したことを確認します。

サービス プロファイルの UUID の変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

UUID を変更するサービス プロファイルを含む組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

関連付けられたサーバの UUID を変更する必要があるサービス プロファイルを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Change UUID] をクリックします。

ステップ 7

[UUID Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかの手順を実行します。
オプション

説明

[Select (pool default used by default)]

デフォルトの UUID 接尾辞プールから
UUID を割り当てます。
ステップ 9 に進みます。

[Hardware Default]

製造元によってサーバに割り当てられ
た UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID
はサービス プロファイルがサーバと関
連付けられるまで割り当てられません。
この時点で、UUID は製造元によって
サーバに割り当てられた UUID 値に設
定されます。 サービス プロファイルを
後で別のサーバに移動すると、UUID
は新しいサーバに一致するように変更
されます。
ステップ 9 に進みます。
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オプション

説明

[XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX] 手動で割り当てるUUIDを使用します。
ステップ 8 に進みます。
[Pools Pool_Name]

ドロップダウン リストの下部のリスト
から選択する UUID 接尾辞プールから
UUID を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用
可能な UUID の数および UUID の合計
数を示す、括弧に囲まれた 2 つの数字
が表示されます。
ステップ 9 に進みます。

ステップ 8

（オプション） [XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX] オプションを選択した
場合は、次の手順を実行します。
a) [UUID] フィールドに、このサービス プロファイルを使用するサーバに割り当てる有効な UUID
を入力します。
b) 選択した UUID が使用可能であることを確認するには、[here] リンクをクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

サービス プロファイルに割り当てられた UUID の、サービス プロファイル テンプレート
のプールからのリセット
アップデート サービス プロファイル テンプレートに割り当てられた UUID 接尾辞プールを変更
しても、そのテンプレートで作成されたサービス プロファイルに割り当てられている UUID は変
更されません。 Cisco UCS Manager により、新たに割り当てられたプールの UUID がサービス プ
ロファイルおよび関連付けられたサーバに割り当てられるようにするには、UUID をリセットす
る必要があります。 サービス プロファイルおよび関連付けられたサーバに割り当てられた UUID
をリセットできるのは、次の場合に限られます。
• サービス プロファイルがアップデート サービス プロファイル テンプレートから作成されて
おり、UUID 接尾辞プールから割り当てられた UUID をインクルードしている場合。
• UUID 接尾辞プール名がサービス プロファイルで指定されている場合。 たとえば、プール名
が空でない場合などです。
• UUID 値が 0 ではなく、したがってサーバ ハードウェアから導出された値ではない場合。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

UUID をリセットするサービス プロファイルがインクルードされた組織に対応するノードを展開
します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

関連付けられたサーバの UUID を別の UUID 接尾辞プールにリセットする必要があるサービス プ
ロファイルを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で [Reset UUID] をクリックします。
この処理が表示されない場合、そのサービス プロファイルの UUID 設定は UUID のリセット要件
を満たしていません。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

サービス プロファイルのブート順序の変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

ブート順序を変更するサービス プロファイルがインクルードされた組織に対応するノードを展開
します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

ブート順序を変更するサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで [Boot Order] タブをクリックします。

ステップ 6

[Modify Boot Policy] をクリックして既存のブート ポリシーを変更します。

ステップ 7

[Modify Boot Policy] ダイアログボックスで、[Boot Policy] ドロップダウン リストから次のいずれ
か 1 つを選択します。
オプション

説明

[Select Boot Policy to use]

このサービス プロファイルにデフォルトのブート ポリシーを割り当
てます。
ステップ 14 に進みます。
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オプション

説明

[Create a Specific Boot
Policy]

このサービス プロファイルだけがアクセスできるローカル ブート ポ
リシーの作成が可能になります。
ステップ 8 に進みます。

[Boot Policies Policy_Name] サービス プロファイルに既存のブート ポリシーを割り当てます。 こ
のオプションを選択した場合、Cisco UCS Manager でポリシーの詳細
が表示されます。
既存のポリシーを使用せず、代わりにすべてのサービス プロファイ
ルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create Boot Policy]
をクリックし、ステップ 2 に進みます。 それ以外の場合はステップ
14 に進みます。
ステップ 8

ブート ポリシーの作成を選択した場合は、[Create Boot Policy] ダイアログボックスにポリシーの
一意の名前と説明を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペースや特殊記号を使用することはでき
ません。また、オブジェクトを保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 9

（オプション） ブート順序の変更後にこのブート ポリシーを使用するすべてのサーバをリブー
トするには、[Reboot on Boot Order Change] チェックボックスをオンにします。
Cisco UCS Manager GUI で、ブート ポリシーについて [Reboot on Boot Order Change] チェックボッ
クスがオンになっており、CD-ROM またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスの場合に、
デバイスを削除したり追加したりしてもブート順序には直接影響せず、サーバはリブートされま
せん。

ステップ 10 （オプション） Cisco UCS Manager が [Boot Order] テーブルに示された順序で vNIC または vHBA
を使用するようにするには、[Enforce vNIC/vHBA Name] チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにしない場合、Cisco UCS Manager は vNIC または vHBA で指定され
た優先順序を使用します。
ステップ 11 ローカル ディスク、仮想 CD-ROM、または仮想フロッピーをブート順序に追加するには、次の手
順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [Local Devices] 領域を展開します。
b) 次のリンクのいずれかをクリックして、デバイスを [Boot Order] テーブルに追加します。
• [Add Local Disk]
• [Add CD-ROM]
• [Add Floppy]
c) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。
ステップ 12 LAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vNICs] 領域を展開します。
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b) [Add LAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add LAN Boot] ダイアログボックスで、LAN ブートに使用する vNIC の名前を [vNIC] フィー
ルドに入力して、[OK] をクリックします。
d) 別のデバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了します。
ステップ 13 SAN ブートをブート順序に追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [vHBAs] 領域を展開します。
b) [Add SAN Boot] リンクをクリックします。
c) [Add SAN Boot] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力し、[OK] をクリックします。
名前

説明

[vHBA] フィールド

SAN ブートに使用する vHBA の名前を入力します。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [primary]：サーバが SAN の World Wide Name（WWN;
ワールド ワイド名）アドレスを使用してブートする場
合、この値が最初に試行されるアドレスになります。 各
ブート ポリシーには、SAN のプライマリ ブート ロケー
ションを 1 つだけ設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ ロケーション
からブートできない場合は、このロケーションからブー
トが試みられます。 各ブート ポリシーには、SAN のセ
カンダリ ブート ロケーションを 1 つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイスという用語
は、ブート順序を意味するものではありません。 同じデバイ
ス クラス内で効果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのスキャン順序によっ
て決定します。

d) この vHBA がブート可能な SAN イメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target] リンク を
クリックし、[Add SAN Boot Target] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力して、
[OK] をクリックします。
名前

説明

[Boot Target LUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[Boot Target WWPN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する World Wide
Port Name（WWPN; ワールド ワイド ポート
名）。

[Type] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
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名前

説明
• [primary]：サーバが SAN の World Wide
Name（WWN; ワールド ワイド名）アド
レスを使用してブートする場合、この値
が最初に試行されるアドレスになりま
す。 各ブート ポリシーには、SAN のプ
ライマリ ブート ロケーションを 1 つだ
け設定できます。
• [secondary]：サーバが SAN のプライマリ
ロケーションからブートできない場合
は、このロケーションからブートが試み
られます。 各ブート ポリシーには、SAN
のセカンダリ ブート ロケーションを 1
つだけ設定できます。
プライマリまたはセカンダリのブート デバイ
スという用語は、ブート順序を意味するもの
ではありません。 同じデバイス クラス内で効
果的なブート デバイスの順序は、Protocol
Control Information Express（PCIe）バスのス
キャン順序によって決定します。

e) 別のブート デバイスを [Boot Order] テーブルに追加するか、[OK] をクリックして作業を終了
します。
ステップ 14 [OK] をクリックします。

サービス プロファイルの vNIC の作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

vNIC を作成するサービス プロファイルが含まれる組織のノードを展開します。

ステップ 4

vNIC を作成するサービス プロファイルを展開します。

ステップ 5

[vNICs] ノードを右クリックし、[Create vNICs] を選択します。

ステップ 6

[Create vNICs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに値を入力して、vNIC の ID 情報を指定します。
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名前

説明

[Name] フィールド

この vNIC の名前を入力します。

[Use LAN Connectivity
Template] チェックボックス

テンプレートを使用して vNIC を作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に、適
切なテンプレートを選択可能な [vNIC Template] ドロップダウ
ン リストと、アダプタ プロファイルを選択可能な [Adapter
Performance Profile] 領域が表示されます。
（注）

このオプションは、システム内に 1 つ以上の LAN
接続テンプレートが存在する場合にだけ選択できま
す。

[Create vNIC Template] リンク vNIC テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[MAC Address Assignment] ド
ロップダウン リスト

次のように設定します。
• デフォルトの MAC アドレス プールを使用する場合は、
このフィールドを [Select (pool default used by default)] の
ままにします。
• 製造元でサーバに割り当てられた MAC アドレスを使用
する場合は、[Hardware Default] を選択します。
• 特定の MAC アドレスを使用する場合は、
[02:25:B5:XX:XX:XX] を選択し、アドレスを [MAC
Address] フィールドに入力します。 このアドレスが使用
可能であることを確認するには、対応するリンクをク
リックします。
• プール内の MAC アドレスを使用する場合は、リストか
らプール名を選択します。 各プール名の後には、数字の
ペアが括弧で囲まれています。 最初の数字はそのプール
内の使用可能な MAC アドレスの数であり、2 番めの数
字はそのプール内の MAC アドレスの合計数です。

b) [Fabric Interconnect] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クト。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使用できない
場合に、この vNIC から第 2 のファブリック インターコネク
トにアクセスできるようにする場合は、[Enable Failover] チェッ
クボックスをオンにします。
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名前

説明
（注）

[VLAN Trunking] フィールド

この vNIC 設定に対して、Cisco UCS 82598KR-CI 10
ギガビットイーサネットアダプタなど、ファブリッ
ク フェールオーバーをサポートしていないアダプ
タを備えたサーバを関連付ける予定がある場合は、
[Enable Failover] を選択しないでください。 選択す
ると、サービス プロファイルとサーバを関連付け
るときに、Cisco UCS Manager によって設定エラー
が生成されます。

VLAN トランキングを使用する場合は、[Yes] をクリックしま
す。 それ以外の場合は、[No] を選択します。

[Select VLAN] ドロップダウン この vNIC と関連付ける VLAN。
リスト
[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Native VLAN] チェックボック この vNIC がネイティブ VLAN と関連付けられる場合は、こ
ス
のチェックボックスをオンにします。
[MTU] フィールド

この vNIC で受け入れられる最大伝送ユニット、つまりパケッ
ト サイズ。
1500 ～ 9216 の範囲の整数を入力します。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC と関連付ける LAN ピン グループを選択します。
スト
[Create LAN Pin Group] リンク LAN ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC と関連付ける統計情報収集ポリシー。
プダウン リスト
c) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vNIC と関連付けるイーサネット アダプタ ポリシー。
ン リスト
[Create Ethernet Adapter Policy] イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、このリン
リンク
クをクリックします。
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名前

説明

[QoS] ドロップダウン リスト この vNIC と関連付ける Quality Of Service ポリシー。
[Create QoS Policy] リンク

Quality Of Service ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

[Network Control Policy] ドロッ この vNIC と関連付けるネットワーク制御ポリシー。
プダウン リスト
[Create Network Control Policy
Policy] リンク

ネットワーク制御ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

d) [OK] をクリックします。

vNIC に割り当てられた MAC アドレスの、サービス プロファイル テンプレートのプール
からのリセット
アップデート サービス プロファイル テンプレートに割り当てられた MAC プールを変更しても、
そのテンプレートで作成されたサービス プロファイルに割り当てられている MAC アドレスは変
更されません。 Cisco UCS Manager により、新たに割り当てられたプールの MAC アドレスがサー
ビス プロファイルおよび関連付けられたサーバに割り当てられるようにするには、MAC アドレ
スをリセットする必要があります。サービスプロファイルおよび関連付けられたサーバに割り当
てられた MAC アドレスをリセットできるのは、次の場合に限られます。
• サービス プロファイルがアップデート サービス プロファイル テンプレートから作成されて
おり、MAC プールから割り当てられた MAC アドレスをインクルードしている場合。
• MAC プール名がサービス プロファイルで指定されている場合。 たとえば、プール名が空で
ない場合などです。
• MAC アドレス値が 0 ではなく、したがってサーバ ハードウェアから導出された値ではない
場合。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

MAC アドレスをリセットするサービス プロファイル がインクルードされた組織に対応するノー
ドを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vNICs] の順に展開します。

ステップ 5

リセットする MAC アドレスに対応する vNIC をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で [Reset MAC Address] をクリックします。

ステップ 8

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

サービス プロファイルからの vNIC の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

vNIC を削除するサービス プロファイルが含まれる組織のノードを展開します。

ステップ 4

vNIC を削除するサービス プロファイルを展開します。

ステップ 5

vNIC ノードを展開します。

ステップ 6

削除する vNIC を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サービス プロファイルの vHBA の作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

vHBA を作成するサービス プロファイルが含まれる組織のノードを展開します。

ステップ 4

vHBA を作成するサービス プロファイルを展開します。

ステップ 5

[vHBAs] ノードを右クリックし、[Create vHBAs] を選択します。

ステップ 6

[Create vHBAs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに値を入力して、vHBA の ID 情報を指定します。
名前

説明

[Name] フィールド

この vHBA の名前。
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名前

説明
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Use SAN Connectivity
Template] チェックボックス

テンプレートを使用してvHBAを作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に、適
切なテンプレートを選択可能な [vHBA Template] ドロップダ
ウン リストと、アダプタ プロファイルを選択可能な [Adapter
Performance Profile] 領域が表示されます。
（注）

このオプションは、システム内に 1 つ以上の SAN
接続テンプレートが存在する場合にだけ選択できま
す。

[Create vHBA Template] リンク vHBA テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。
[WWPN Assignment] ドロップ 次のように設定します。
ダウン リスト
• デフォルトの WWPN プールを使用する場合は、この
フィールドを [Select (pool default used by default)] のまま
にします。
• 製造元でサーバに割り当てられた WWPN を使用する場
合は、[Hardware Default] を選択します。
• 特定の WWPN を使用する場合は、
[20:00:00:25:B5:00:00:00]、
[20:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX]、または
[5X:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX] を選択し、使用する
WWPN を [WWPN] フィールドに入力します。 この
WWPN が使用可能であることを確認するには、対応す
るリンクをクリックします。
• プール内の WWPN を使用する場合は、リストからプー
ル名を選択します。 各プール名の後には、数字のペアが
括弧で囲まれています。 最初の数字はそのプール内の使
用可能な WWN アドレスの数であり、2 番目の数字はそ
のプール内の WWPN アドレスの合計数です。
新しい WWPN プールを作成するには、[WWPN Pool] を
クリックします。

b) [VSAN] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クト。

[Select VSAN] ドロップダウン この vHBA と関連付ける VSAN。
リスト ボックス
[Create VSAN] リンク

VSAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vHBA と関連付けるピン グループ。
スト ボックス
[Create SAN Pin Group] リンク ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
[Persistent Binding] フィールド ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disabled]
• [enabled]
[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 2048
です。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vHBA と関連付けるしきい値ポリシー。
プダウン リスト ボックス
c) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vHBA と関連付けるファイバ チャネル アダプタ ポリ
ン リスト ボックス
シー。
[Create Fibre Channel Adapter
Policy] リンク

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーを作成する場合は、こ
のリンクをクリックします。

[QoS] ドロップダウン リスト この vHBA と関連付ける Quality Of Service ポリシー。
ボックス
[Create QoS Policy] リンク

QoS ポリシーを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
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d) [OK] をクリックします。

vHBA に対する WWPN の変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

WWPN を変更するサービス プロファイルを含む組織のノードを展開します。

ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vHBAs] を展開します。

ステップ 5

WWPN を変更する vHBA をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Change World Wide Name] をクリックします。

ステップ 8

[Change World Wide Port Name] ダイアログボックスで、次の作業を行います。
a) [WWPN Assignment] ドロップダウン リスト で、次のいずれかの手順を実行します。
• デフォルトの World Wide Port Name（WWPN）プールを使用する場合は、[Select (pool
default used by default)] を選択します。
• 製造元の仕様から導出される WWPN を使用する場合は、[Hardware Default] を選択しま
す。
• 特定の WWPN を使用する場合は [20:00:00:25:B5:00:00:00] を選択し、[WWPN] フィールド
に World Wide Node Name（WWNN）を入力します。
• プール内の WWPN を使用する場合は、リストからプール名を選択します。 各プール名の
後には、プール内の WWPN の使用可能数および合計数が表示されます。
b) [OK] をクリックします。

vHBA に割り当てられた WWPN の、サービス プロファイル テンプレートのプールからの
リセット
アップデート サービス プロファイル テンプレートに割り当てられた WWPN プールを変更して
も、そのテンプレートで作成されたサービス プロファイルに割り当てられている WWPN は変更
されません。 Cisco UCS Manager により、新たに割り当てられたプールの WWPN がサービス プロ
ファイルおよび関連付けられたサーバに割り当てられるようにするには、WWPN をリセットする
必要があります。 サービス プロファイルおよび関連付けられたサーバに割り当てられた WWPN
をリセットできるのは、次の場合に限られます。
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• サービス プロファイルがアップデート サービス プロファイル テンプレートから作成されて
おり、WWPN プールから割り当てられた WWPN をインクルードしている場合。
• WWPN プール名がサービス プロファイルで指定されている場合。 たとえば、プール名が空
でない場合などです。
• WWPN 値が 0 ではなく、したがってサーバ ハードウェアから導出された値ではない場合。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

WWPN をリセットするサービス プロファイルがインクルードされた組織に対応するノードを展開
します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vHBAs] を展開します。

ステップ 5

リセットする WWPN に対応する vHBA をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で [Reset WWPN] をクリックします。

ステップ 8

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

vHBA の永続的なバインディングのクリア
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

vHBA を変更するサービス プロファイルを含む組織のノードを展開します。

ステップ 4

[Service_Profile_Name] ➤ [vHBAs] を展開します。

ステップ 5

永続的なバインディングをクリアする vHBA をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Clear Persistent Binding] をクリックします。

ステップ 8

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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サービス プロファイルからの vHBA の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

vHBA を削除するサービス プロファイルが含まれる組織のノードを展開します。

ステップ 4

vHBA を削除するサービス プロファイルを展開します。

ステップ 5

[vHBAs] ノードを展開します。

ステップ 6

削除する vHBA を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サービス プロファイル テンプレートへのサービス プロファイルのバインディング
サービス プロファイルはサービス プロファイル テンプレートにバインドできます。 サービス プ
ロファイルをテンプレートにバインドすると、Cisco UCS Manager によって、サービス プロファ
イル テンプレートに定義された値がサービス プロファイルに設定されます。 既存のサービス プ
ロファイル設定がテンプレートに一致しない場合、Cisco UCS Manager により、サービス プロファ
イルが再設定されます。バインドされたサービスプロファイルの設定は、関連付けられたテンプ
レートを使用した場合だけ変更できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

バインドするサービス プロファイルが含まれている組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

バインドするサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で、[Bind to a Template] をクリックします。

ステップ 7

[Bind to a Service Profile Template] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Service Profile Template] ドロップダウン リストから、サービス プロファイルにバインドする
テンプレートを選択します。
b) [OK] をクリックします。
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サービス プロファイル テンプレートからのサービス プロファイルのバインド解除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

バインドを解除するサービス プロファイルがインクルードされた組織に対応するノードを展開し
ます。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

バインドを解除するサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で [Unbind from the Template] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サービス プロファイルの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

削除するサービス プロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
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章

サーバ電力使用量の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• サーバ電力使用量, 405 ページ
• サーバの電力使用量の設定, 406 ページ
• サーバ電力使用量の表示, 406 ページ

サーバ電力使用量
Cisco UCS インスタンス内の各サーバに対して電力使用量のレベルを次のように設定できます。
Enabled

サーバが一度に消費可能な最大電力量を指定できます。この最大値には、0
～ 1100 W の任意の量を指定できます。

Disabled

サーバに対して電力使用量の制限を課しません。 サーバは、必要なだけ電
力を使用できます。

サーバの電力使用量の瞬間的な上昇がそのサーバに設定された最大値以上になっても、Cisco UCS
Manager によってサーバが切断またはシャットダウンされることはありません。 代わりに、サー
バで使用可能な量まで電力が Cisco UCS Manager によって削減されます。 この削減により、サー
バの速度（CPU 速度など）が低下する可能性があります。
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サーバの電力使用量の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

電力使用量を設定するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Power Budget] 領域で、見出しの右側にある [Expand] アイコンをクリックし、フィールドを表示
します。

ステップ 6

[Admin Status] フィールドで、次のオプション ボタンのいずれかをクリックします。
• [Disabled]：サーバでは随時、必要なだけの電力を使用できます。
• [Enabled]：サーバの消費電力が常時、[Watts] フィールドに指定されたワット数に抑制されま
す。

ステップ 7

admin ステータスをイネーブルにした場合は、サーバが常時使用できる最大ワット数を [Watts]
フィールドに入力します。
最大ワット数は、100 ～ 1100 の任意の数値に設定できます。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。

サーバ電力使用量の表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

サーバ電力使用量を表示するシャーシを選択します。

ステップ 4

次のいずれかの手順を実行します。
• シャーシ内のすべてのサーバの電力使用量を表示するには、[Work] ペインの [Power] タブを
クリックします。
• シャーシ内の 1 台のサーバの電力使用量を表示するには、シャーシを展開して目的のサーバ
をクリックします。 その後、[Work] ペインの [Power] タブをクリックします。

ステップ 5

必要に応じて [Motherboards] ノードを展開し、電力カウンタを表示します。
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サーバ電力使用量の表示
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章

Cisco UCS の VN-Link の概要
この章の構成は、次のとおりです。
• 仮想インターフェイス カード アダプタ, 411 ページ
• Cisco UCS に対するハードウェアの VN-Link の設定, 415 ページ

仮想インターフェイス カード アダプタ
Virtual Interface Card（VIC; 仮想インターフェイス カード）アダプタでは、VMware による仮想化
環境がサポートされています。 これらの環境では、標準的な VMware 統合がサポートされてお
り、サーバ上に ESX がインストールされ、すべての仮想マシン管理は VMware vCenter を介して
実行されます。
この仮想化アダプタでは、次のソリューションがサポートされています。
• VM ソフトウェア（vSphere など）による仮想化環境内での動的な vNIC。 このソリューショ
ンにより、1 つの物理的なブレード サーバを複数の論理的な PCIE インスタンスに分割でき
るようになります。
• サーバにインストールされた単一のオペレーティング システム内での静的な vNIC
VIC アダプタでは、選択したソリューションによって、通信の動作方法が決まります。 このタイ
プのアダプタでは、次の通信ソリューションがサポートされています。
• ハードウェアによる Cisco VN-Link。仮想マシンで送受信されるトラフィックを処理するため
のハードウェアベースの方法です。 このソリューションの設定方法の詳細については、この
マニュアル内で説明しています。
• ソフトウェアによる Cisco VN-Link。仮想マシンで送受信されるトラフィックを処理するため
のソフトウェアベースの方法です。Nexus 1000v 仮想スイッチが使用されます。 このソリュー
ションの設定方法の詳細については、Nexus 1000v のマニュアル内で説明されています。
• バーチャライゼーションなしでサーバにインストールされた単一のオペレーティング システ
ム。他の Cisco UCS アダプタと同じトラフィックの処理方法が使用されます。
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Cisco VN-Link
Cisco Virtual Network Link（VN-Link）は、物理サーバの現在のネットワーク動作モデルと同様の
方法で仮想マシン インターフェイスを個別に識別、設定、モニタ、移行、および診断できる機能
のセットです。 VN-Link は、実際には仮想マシン上の vNIC と Cisco UCS ファブリック インター
コネクト間で論理リンクを作成します。このマッピングは、ケーブルを使用してアクセスレイヤ
スイッチ上のネットワーク ポートに NIC を接続することと論理的には同じです。

ハードウェアの VN-Link
ハードウェアの Cisco VN-Link は、VIC アダプタを使用してサーバ上の仮想マシンに対するトラ
フィックを処理するハードウェアベースの方法です。この方法は、パススルースイッチングと呼
ばれることがあります。 この方法では、ASIC ベースのハードウェア スイッチングによってソフ
トウェアベースのスイッチングが置き換えられ、パフォーマンスが向上します。
Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）フレームワークは、Cisco UCS サーバ上の仮
想マシンに対してハードウェアの VN-Link 機能と VIC アダプタとの互換性を提供します。 この方
法では、サーババーチャライゼーションで要求される新しい要件を満たすエンドツーエンドネッ
トワーク ソリューションが提供されます。
ハードウェアの VN-Link を使用すると、仮想マシンに対するすべてのトラフィックは DVS とハイ
パーバイザを通過し、 サーバ上の仮想マシンに戻ります。 スイッチングは、ファブリック イン
ターコネクト（ハードウェア）で行われます。結果として、ネットワークポリシーは仮想マシン
間のトラフィックに適用できます。 この機能により、物理サーバと仮想サーバ間で整合性が維持
されます。
次の図は、VIC アダプタがある Cisco UCS サーバ上の VM トラフィックのトラフィック パスを示
しています。
図 2：ハードウェアの VN-Link がある VM トラフィックのトラフィック パス
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VMware vCenter との通信用の拡張ファイル
VIC アダプタを使用してハードウェア内の VN-Link が実装される Cisco UCS インスタンスでは、
拡張ファイルを作成し、インストールして、Cisco UCS Manager と VMware vCenter の間の関係と
通信を確立する必要があります。 この拡張ファイルは、次のような重要な情報が含まれる XML
ファイルです。
• 拡張キー
• 公開 SSL 証明書
2 つの Cisco UCS インスタンスで vCenter 内の同じ分散仮想スイッチの集合を共有する必要がある
場合は、カスタム拡張キーを作成し、同じ SSL 証明書を各 Cisco UCS インスタンスの Cisco UCS
Manager にインポートできます。
拡張キー
拡張キーには、Cisco UCS インスタンスの識別情報が含まれます。 デフォルトでは、このキーの
値は Cisco UCS GUID です。この値は、クラスタ設定の両方のファブリック インターコネクトに
対して同一になります。
この拡張をインストールすると、vCenter でこの拡張キーが使用され、Distributed Virtual Switch
（DVS; 分散仮想スイッチ）が作成されます。
公開 SSL 証明書
Cisco UCS Manager では、vCenter との通信をサポートするデフォルトの自己署名 SSL 証明書が生
成されます。 独自のカスタム証明書を用意することもできます。
カスタム拡張ファイル
拡張キーと SSL 証明書の一方または両方でデフォルトを使用しない Cisco UCS インスタンスには、
カスタム拡張ファイルを作成できます。 たとえば、同一の VMware vCenter インスタンスによっ
て 2 つの異なる Cisco UCS インスタンスが管理される場合、それらに同じカスタム キーを作成で
きます。

重要

DVS または vCenter で使用される拡張キーは変更できません。 カスタム拡張キーを使用する場
合は、カスタム キーを作成し、登録してから、Cisco UCS Manager で DVS を作成することを
推奨します。それにより、関連付けられている DVS の削除と再作成が必要になる可能性がな
くなります。

分散仮想スイッチ
各 VMware ESX ホストには、Virtual Machine（VM; 仮想マシン）間のスイッチング操作を実行す
る独自のソフトウェアベース仮想スイッチ（vSwitch）がハイパーバイザに搭載されています。
Cisco UCS Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）は、ESX ハイパーバイザ内で vSwitch
と一緒に稼動するソフトウェアベースの仮想スイッチであり、複数の ESX ホスト間に分散させる
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ことができます。 独自のローカル ポート設定を使用する vSwitch と異なり、複数の ESX ホストに
関連付けられた DVS では、すべての ESX ホストに共通のポート設定が使用されます。
ESX ホストを DVS に関連付けた後は、vSwitch の既存の VM を DVS に移行したり、vSwitch の代
わりに DVS を使用する VM を作成したりすることができます。 ハードウェアベースの VN-Link
を実装し、VM で DVS を使用すると、すべての VM トラフィックは DVS を通過し、ファブリッ
ク インターコネクトによって Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定 用途向け集積回路）
ベースのスイッチングが実行されます。
Cisco UCS Manager では、DVS は次のように階層化されます。
vCenter
Folder (optional)
Datacenter
Folder (required)
DVS

階層の最上部は、VMware vCenter インスタンスを示す vCenter です。 各 vCenter には 1 つ以上の
データセンターと、データセンターの整理に使用できる任意の vCenter フォルダが含まれます。
各データセンターには、1 つ以上の必須のデータセンター フォルダが含まれます。 データセン
ター フォルダには DVS が含まれます。

ポート プロファイル
ポート プロファイルには、ハードウェア内の VN-Link に対して Cisco UCS 内の仮想インターフェ
イスを設定するために使用されるプロパティと設定が保管されます。 ポート プロファイルは、
Cisco UCS Manager で作成および管理されます。 VMware vCenter からポート プロファイルのプロ
パティを明確に確認する方法はありません。
VMware vCenter では、ポート プロファイルはポート グループとして表現されます。 Cisco UCS
Manager からポート プロファイル名が vCenter にプッシュされ、vCenter でその名前がポート グ
ループとして表示されます。 ポート プロファイル内の個々のネットワーキング プロパティや設
定は、VMware vCenter で表示できません。
ポート プロファイルが作成され、1 つ以上の DVS に割り当てられてアクティブに使用された後、
そのポート プロファイルのネットワーキング プロパティを Cisco UCS Manager で変更すると、変
更はそれらの DVS にただちに適用されます。
Cisco UCS Manager からポート プロファイルを VMware vCenter にプッシュする場合は、そのポー
ト プロファイルに対して少なくとも 1 つのポート プロファイル クライアントを設定する必要が
あります。

ポート プロファイル クライアント
ポート プロファイル クライアントにより、ポート プロファイルが適用される DVS が決定されま
す。 デフォルトでは、ポート プロファイル クライアントによって、関連するポート プロファイ
ルが vCenter 内のすべての DVS に適用されることが指定されます。 一方、ポート プロファイルを
特定のデータセンターまたはデータセンター フォルダ内のすべての DVS に適用したり、1 つの
DVS にだけ適用したりするように、クライアントを設定することもできます。
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ハードウェアの VN-Link に関する注意事項
ハードウェアの VN-Link に対して Cisco UCS インスタンスを設定する場合は、複数のことに注意
する必要があります。 ハードウェアの VN-Link を設定する前に注意する必要がある情報は次のと
おりです。
• Cisco UCS インスタンスが最大 4 つの vCenter を持つことができます。
• 各 vCenter が最大 8 つの分散仮想スイッチを持つことができます。
• 各分散仮想スイッチが最大 4096 個のポートを持つことができます。
• 各ポート プロファイルが最大 4096 個のポートを持つことができます。
• 各 Cisco UCS インスタンスが最大 256 個のポート プロファイルを持つことができます。

Cisco UCS に対するハードウェアの VN-Link の設定
VMware Virtual Center（vCenter）で次のハイレベルなステップをいくつか実行する必要がありま
す。 これらのステップの詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 VN-Link のコンポーネントと 詳細については、次の章を参照してください。VN-Link
接続を設定します。
コンポーネントおよび接続の設定, 417 ページ
ステップ 2 VMware vCenter で vCenter と 詳細については、VMware のマニュアルを参照してく
データセンターを作成しま
ださい。
す。
ステップ 3 Cisco UCS Manager で、分散仮 Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）を
想スイッチを作成します。
作成するには、まず vCenter、vCenter の下にデータセ
ンター、およびデータセンターの下にデータセンター
フォルダを作成する必要があります。 その後、データ
フォルダに DVS を作成できます。 Cisco UCS Manager
で指定する vCenter 名は、VMware vCenter に指定され
ている vCneter 名と一致する必要はありませんが、Cisco
UCS Manager で指定するデータセンター名は VMware
vCenter に指定されているデータセンター名と一致する
必要があります。 Cisco UCS Manager で作成するデー
タセンター フォルダと DVS は、WMware vCenter に
プッシュされます。 詳細については、次の章を参照し
てください。 Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定,
435 ページ
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Cisco UCS Manager で、ポート ポート プロファイルは、VMware vCenter のクライアン
プロファイルとプロファイル トにプッシュされます。 プッシュされたポート プロ
クライアントを作成します。 ファイルは、ポート プロファイルではなく、ポート グ
ループとして VMware vCenter に表示されます。 詳細
については、次の章を参照してください。 ポート プロ
ファイルの設定, 447 ページ
ステップ 5 VMware vCenter で、ESX ホス PTS/DVS に移行するためのオプションを ESX ホスト
トを DVS に追加します。
に設定します。
ステップ 6 vCenter で、サーバの Virtual この設定の一環として、Cisco UCS Manager で設定した
Machine（VM; 仮想マシン） ポート プロファイル（ポート グループ）を選択してい
に必要な仮想マシンを作成し ることを確認します。
ます。
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章

VN-Link コンポーネントおよび接続の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• ハードウェアの VN-Link のコンポーネント, 417 ページ
• VMware ESX ホストの VN-Link の設定, 418 ページ
• VMware vCenter インスタンスの VN-Link の設定, 419 ページ
• ハードウェアの VN-Link の証明書の設定, 420 ページ
• 拡張キーによる Cisco UCS Manager と VMware vCenter の接続, 423 ページ

ハードウェアの VN-Link のコンポーネント
ハードウェアの VN-Link が動作するには、次の 3 つの主要コンポーネントを接続する必要があり
ます。
VMware ESX ホ VMware ESX がインストールされたサーバ。 サーバにはデータストアと仮想マ
シンが含まれます。
スト
ESX ホストには Cisco M81KR VIC がインストールされ、VMware vCenter との
通信のためにネットワークへのアップリンク データ接続が存在する必要があ
ります。
VMware vCenter 1 つ以上の ESX ホストを管理するために使用する Windows ベースのソフトウェ
ア。
VMware vCenter には、管理プレーン統合のための UCS 管理への接続と、ESX
ホストとの通信のためのネットワークへのアップリンク データ接続が存在す
る必要があります。 Cisco UCS Manager により提供される vCenter 拡張キーは、
Cisco UCS インスタンスを確認する前に VMware vCenter に登録する必要があり
ます。
Cisco UCS
Manager

ネットワークベースの一部の管理タスクを処理するために VMware vCenter と
統合される Cisco UCS 管理ソフトウェア。
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Cisco UCS Manager は管理プレーン統合のために VMware vCenter への管理ポー
ト接続を持つ必要があります。 また、Cisco UCS の ID を表す vCenter 拡張キー
が提供されます。 拡張キーは、Cisco UCS インスタンスを確認する前に VMware
vCenter に登録する必要があります。
次の図は、ハードウェアの VN-Link の 3 つの主要コンポーネントとそれらの接続方法を示してい
ます。
図 3：ハードウェアの VN-Link のコンポーネント接続

VMware ESX ホストの VN-Link の設定
操作を行う前に
ESX ホストで 64 ビットの Virtual Machine（VM; 仮想マシン）を実行する予定がある場合は、UCS
サーバの BIOS でバーチャライゼーション テクノロジーがイネーブルになっていることを確認し
ます。 バーチャライゼーション テクノロジーがイネーブルでない限り、ESX ホストでは 64 ビッ
ト VM を実行できません。
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手順
ステップ 1

VMware ESX ホストとして使用する予定のサーバに Cisco M81KR VIC がまだインストールされて
いない場合は、これをインスールします。 Cisco M81KR VIC のインストールの詳細については、
『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide』を参照してください。

ステップ 2

サービス プロファイルを設定して、サーバに関連付けます。 サービス プロファイルには、次の
情報が設定されている必要があります。
• VM とダイナミック virutal Network Interface Card（vNIC; 仮想ネットワーク インターフェイス
カード）間の VN-Link 接続の設定方法を決定するダイナミック vNIC 接続ポリシー。
• ESX ホスト上の各アダプタの 2 つのスタティック vNIC。 複数のアダプタを備えた ESX ホス
トについては、サービス プロファイルに virtual network interface connection（vCon; 仮想ネッ
トワーク インターフェイス接続）を使用するか、vNIC/virtual Host Bus Adapter（vHBA; 仮想
ホスト バス アダプタ）の配置プロファイルを関連付けて、スタティック vNIC が確実に適切
なアダプタに割り当てられるようにします。
詳細については、次の章を参照してください。 サービス プロファイルの設定, 333 ページ

ステップ 3

ブレード サーバに VMware ESX 4.0 以降のバージョンをインストールします。 インストール時に
追加のドライバは必要ありません。

VMware vCenter インスタンスの VN-Link の設定
手順
ステップ 1

固定 IP アドレスを使用するよう、Window ベースのマシンを設定します。 IP アドレスを書き留め
ておきます。 この IP アドレスを使用して、vCenter Server に接続します。
Windows ベースのマシンには、Cisco UCS 管理ポートと、ESX ホストによって使用されるアップ
リンク イーサネット ポートへのネットワーク接続が必要です。 管理ポートの接続は、VMware
vCenter と Cisco UCS Manager との管理プレーン統合に使用されます。アップリンク イーサネット
接続は、WMware vCenter と ESX ホスト間の通信に使用されます。

ステップ 2

Windows ベース マシンに WMware vCenter（vCenter Server および vSphere Client 4.0 以降）をイン
ストールします。

ステップ 3

vSphere Client を起動します。

ステップ 4

vSphere Client の起動ページで、次の情報を入力して vCenter Server に接続します。
a) Windows ベース マシンの固定 IP アドレス。
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b) vCenter Server のインストール時に指定されたユーザ名およびパスワード。 vCenter Server のイ
ンストール時に Windows ログオン クレデンシャルを使用することを選択した場合は、[Use
Windows session credentials] チェックボックスをオンにできます。
ステップ 5

[Security Warning] ダイアログ ボックスが表示されたら、[Ignore] をクリックします。

次の手順
次のいずれかの手順を実行します。
• （オプション）ハードウェアの VN-Link にカスタム証明書を使用する予定がある場合は、
ハードウェアの VN-Link に対する証明書を設定します。
• 拡張キーを使用して、Cisco UCS Manager を VMware vCenter に接続します。

ハードウェアの VN-Link の証明書の設定
ハードウェアの VN-Link の証明書
Cisco UCS Manager は、vCenter との通信をサポートするためにデフォルトの自己署名 SSL 証明書
を生成します。 また、複数の vCenter インスタンスと通信するために独自のカスタム証明書を作
成することもできます。 カスタム証明書を作成すると、Cisco UCS Manager は新しい証明書を含
めるために拡張ファイルを再作成します。 カスタム証明書を削除すると、Cisco UCS Manager は
デフォルトの自己署名 SSL 証明書を含めるために拡張ファイルを再作成します。
カスタム証明書を作成するには、外部証明書を取得し、Cisco UCS にコピーし、Cisco UCS にコ
ピーした証明書を使用するハードウェアの VN-Link に対して証明書を作成する必要があります。

ファブリック インターコネクトへの証明書のコピー
操作を行う前に
証明書を取得します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(local-mgmt)# copy
コピー元からコピー先まで証明書をコピーします。
from-filesystem:[ from-path ]filename from-filesystem: 引数には、次のいずれかの構文を
to-filesystem:[ to-path ]filename
使用します。
• ftp://server-ip-addr
• scp://username@server-ip-addr
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コマンドまたはアクション

目的
• sftp://username@server-ip-addr
• tftp://server-ip-addr :port-num
to-filesystem: 引数には、次のいずれかの構文を使用
します。
• Volatile:
• Workspace:

次に、FTP を使用して作業スペースの temp フォルダに証明書（certificate.txt）をコピーする例を
示します。
UCS-A # connect local-mgmt
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
UCS-A(local-mgmt)# copy ftp://192.168.10.10/certs/certificate.txt
workspace:/temp/certificate.txt
UCS-A(local-mgmt)#

次の手順
ハードウェアの VN-Link の証明書を作成します。

ハードウェアの VN-Link の証明書の作成
操作を行う前に
証明書をファブリック インターコネクトにコピーします。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Certificates] タブをクリックします。

ステップ 5

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
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[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。
ステップ 6

[Create Key Ring] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

キー リングの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Protocol] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [workspace]
• [volatile]

ステップ 7

[Certificate File] フィールド

このキー リングに関連付けられた証明書ファイルの名前。

[Path] フィールド

サーバ上の証明書ファイルのパス。

[OK] をクリックします。

ハードウェアの VN-Link の証明書の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Certificates] タブをクリックします。

ステップ 5

[Key Rings] テーブルで、削除する証明書をクリックします。

ステップ 6

削除する証明書を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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拡張キーによる Cisco UCS Manager と VMware vCenter の接続
（オプション）vCenter 拡張キーの修正
vCenter 拡張キーは、次のような場合に修正できます。
• システムを識別しやすくする場合。vCenter 拡張キーに、デフォルトの ID 文字列よりもわか
りやすい名前を付けることができます。
• 2 つの Cisco UCS インスタンスが同じ VMware vCenter インスタンスに接続する場合。それら
のインスタンスは、同じ拡張キーと証明書を使用する必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Modify Extension Key] をクリックします。

ステップ 6

[Modify Extension Key] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Key] フィールドで、必要に応じてキーを修正します。
vCenter 拡張キーに使用できる最大文字数は 33 文字です。 これらの文字には、英数字またはハ
イフンを使用できます。 その他の文字やスペースは拡張キーには使用できません。
b) [OK] をクリックします。

次の手順
Cisco UCS Manager から 1 つまたは複数の vCenter 拡張ファイルをエクスポートします。

Cisco UCS Manager からの vCenter 拡張ファイルのエクスポート
使用している VMware vCenter のバージョンによって、1 つの拡張ファイルまたは 9 つの拡張ファ
イルの集合を生成できます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、次のリンクのいずれかをクリックします。

ステップ 6

オプション

説明

[Export vCenter Extension]

vCenter バージョン 4.0 アップデート 1 以降の場合

[Export Multiple vCenter Extensions]

vCenter バージョン 4.0 の場合

[Export vCenter Extension] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Save Location] フィールドに、拡張ファイルを保存するディレクトリへのパスを入力します。
パスが不明である場合は、[...] ボタンをクリックして保存場所を参照します。
b) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって拡張ファイルが生成され、指定の場所に保存されます。

次の手順
VMware vCenter に vCenter 拡張ファイルを登録します。

WMware vCenter での vCenter 拡張ファイルの登録
VMware vCenter では、vCenter 拡張ファイルはプラグインと呼ばれます。

操作を行う前に
Cisco UCS Manager から vCenter 拡張ファイルをエクスポートします。 エクスポートされた vCenter
拡張ファイルは、VMware vCenter からアクセス可能な場所に保存されるようにしてください。
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手順
ステップ 1

WMware vCenter で、[Plug-ins] ➤ [Manage Plug-ins] を選択します。

ステップ 2

[Plug-in Manager] ダイアログボックスで、[Available Plug-ins] セクションの下の空いているスペー
スを右クリックし、[New Plug-in] をクリックします。

ステップ 3

[Browse] をクリックし、vCenter 拡張ファイルが保存されている場所に移動します。

ステップ 4

vCenter 拡張ファイルをクリックし、[Open] をクリックします。

ステップ 5

[Register Plug-in] をクリックします。

ステップ 6

[Security Warning] ダイアログボックスが表示されたら、[Ignore] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
vCenter 拡張ファイルが使用可能な WMware vCenter プラグインとして登録されます。 プラグイン
をインストールする必要はありません。使用可能な状態のままにしておきます。 複数の vCenter
拡張ファイルを登録している場合は、すべてのファイルが登録されるまでこの手順を繰り返しま
す。
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章

[Configure VMware Integration] ウィザードの
使用
この章の構成は、次のとおりです。
• [Configure VMware Integration] ウィザード, 427 ページ
• ウィザードでの VMware 統合の設定, 428 ページ

[Configure VMware Integration] ウィザード
[Configure VMware Integration] ウィザードでは単一アクセスが提供され、Cisco UCS Manager に固
有な設定手順を実行できます。 このウィザードを使用して、統合を完了するために VMware vCenter
で実行する必要がある設定手順を実行することはできません。
[Configure VMware Integration] ウィザードでは、次の設定手順を実行できます。
1 VMware vCenter への接続を確立するために vCenter 拡張ファイルをエクスポートします。
VMware vCenter で vCenter 拡張キーをプラグインとして登録する必要があります。 この手順は
[Configure VMware Integration] ウィザードでは実行できません。
2 vCenter サーバ、データセンター、DVS フォルダ、および DVS を含む VMware vCenter Distributed
Virtual Switch（DVS）の構造を定義します。
このウィザードで作成された DVS 構造には、データセンターを含む vCenter サーバ フォルダ
が含まれません。 vCenter サーバとデータセンター間にフォルダが必要な場合は、このウィザー
ドを使用して VMware vCenter との統合を設定しないでください。
3 ポート プロファイルとプロファイル クライアントを定義します。
4 設定を VMware vCenter に適用します。
ウィザードで統合手順を完了したら、VMware vCenter にログインし、VM とポート プロファイル
を DVS に関連付ける必要があります。 VMware vCenter では、ポート プロファイルはポート グ
ループとして表示されます。
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ウィザードでの VMware 統合の設定
このウィザードを使用したくない場合は、これらの各手順を個別に実行できます。

操作を行う前に
[Configure VMware Integration] ウィザードを使用する前に、次の手順を実行します。
• VN-Link の VMware ESX ホストを設定します。
• VN-Link の VMware vCenter インスタンスを設定します。
• ハードウェアの VN-Link の証明書を設定します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で [Configure VMware Integration] をクリックします。

ステップ 5

[Configure VMware Integration] ウィザードで、次の手順を実行します。
• ページ 1：vCenter サーバへの接続の確立, 428 ページ
• ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義, 429 ページ
• ページ 3：ポート プロファイルの定義, 431 ページ
• ページ 4：vCenter サーバへのポート プロファイルおよび設定の適用, 433 ページ

ページ 1：vCenter サーバへの接続の確立
この手順は、 ウィザードでの VMware 統合の設定, 428 ページのステップの直後に実行します。
この手順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して VMware vCenter への接続を
確立する方法について説明します。
vCenter 拡張キー ファイルをすでにエクスポートおよび登録した場合は、このページを省略し、次
のページに進むことができます。

操作を行う前に
カスタム拡張キーを使用する場合は、このステップを実行する前に拡張キーを変更する必要があ
ります（ （オプション）vCenter 拡張キーの修正, 423 ページを参照）。
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手順
ステップ 1

vCenter 拡張ファイルをエクスポートするには、次のいずれかをクリックします。
オプション

説明

[Export]

VMware vCenter バージョン 4.0 アップデート 1 以降の場合。
単一の vCenter 拡張キー ファイルをエクスポートします。

[Export Multiple]

VMware vCenter バージョン 4.0 の場合。
9 つの vCenter 拡張キー ファイルをエクスポートします。

ステップ 2

[Export vCenter Extension] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Save Location] フィールドに、拡張ファイルを保存するディレクトリへのパスを入力します。
パスが不明である場合は、[...] ボタンをクリックして保存場所を参照します。
b) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって拡張ファイルが生成され、指定の場所に保存されます。

ステップ 3

ダウンロードされたファイルを VMware vCenter 上の場所にコピーします。

ステップ 4

VMware vCenter で vCenter 拡張ファイルを登録します。
詳細については、 WMware vCenter での vCenter 拡張ファイルの登録, 424 ページ および [Configure
VMware Integration] ウィザードのこのページに関する指示を参照してください。

ステップ 5

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義, 429 ページのステップを完了します。

ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義
この手順は、 ページ 1：vCenter サーバへの接続の確立, 428 ページのステップの直後に実行しま
す。 この手順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して VMware vCenter で分散
仮想スイッチのコンポーネントを定義する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[vCenter Server] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter への接続を定義します。
名前

説明

[vCenter Server Name] フィール vCenter サーバのユーザ定義名。
ド
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名前

説明
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

ステップ 2

[Description] フィールド

vCenter サーバの説明。

[vCenter Server Hostname or IP
Address] フィールド

vCenter サーバのホスト名または IP アドレス。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

[Datacenter] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter でデータセンターを作成し
ます。
名前

説明

[vCenter Datacenter Name] フィー vCenter Datacenter の名前。
ルド
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。
[Description] フィールド
ステップ 3

データセンターのユーザ定義による説明。

[DVS Folder] 領域で、次のフィールドに値を入力して分散仮想スイッチを含むフォルダを VMware
vCenter で作成します。
名前

説明

[Folder Name] フィールド

Distributed Virtual Switch（DVS）を含むフォルダの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド
ステップ 4

フォルダのユーザ定義による説明。

[DVS] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter で分散仮想スイッチを作成しま
す。
名前

説明

[DVS Name] フィールド

DVS の名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。
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名前

説明

[Description] フィールド

DVS のユーザ定義による説明。

[DVS] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [disable]
• [enable]
DVS をディセーブルにすると、Cisco UCS Manager によって DVS
に関する設定の変更が VMware vCenter にプッシュされません。

b
ステップ 5

[Next] をクリックします。

次の手順
ページ 3：ポート プロファイルの定義, 431 ページのステップを完了します。

ページ 3：ポート プロファイルの定義
この手順は、 ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義, 429 ページのステップの直後に
実行します。 この手順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して VMware vCenter
で分散仮想スイッチのコンポーネントを定義する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Port Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力してポート プロファイルを定義します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポート プロファイルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[QoS Policy] ドロップダウン リ このポート プロファイルと関連付けられる Quality Of Service ポ
スト
リシー。
[Network Control Policy] ドロッ このポート プロファイルと関連付けられるネットワーク制御ポ
プダウン リスト
リシー。
[Max Ports] フィールド

このポート プロファイルと関連付けることが可能なポートの最
大数。 デフォルトは 64 ポートです。
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名前

説明
1 つの Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）と関
連付けることが可能なポートの最大数は 4096 です。 DVS に関
連付けられているポート プロファイルが 1 つだけの場合、その
ポート プロファイルは最大 4096 ポートで設定できます。 一方、
DVS に関連付けられているポート プロファイルが複数ある場合
は、それらのポート プロファイルをすべて組み合せたものと関
連付けられるポートの合計数が 4096 以下になる必要がありま
す。

[Pin Group] ドロップダウン リ
スト

ステップ 2

このポート プロファイルと関連付けられるピン グループ。

[VLANs] 領域で次の作業を行い、ポート プロファイルに 1 つ以上の VLAN を割り当てます。
a) [Select] カラムで、ポート プロファイルを使用する各 VLAN の適切な行のチェックボックスを
オンにします。
b) [Native VLAN] カラムで、ネイティブ VLAN として指定する VLAN の適切な行のオプション
ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Client Profile] 領域で次の作業を行い、ポート プロファイルのプロファイル クライアントを作成
します。
名前

説明

[Name] フィールド

プロファイル クライアントのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

クライアントのユーザ定義による説明。

[Datacenter] ドロップダウン リ ドロップダウン リストからデータセンターを選択するか、この
スト
プロファイル クライアントをすべてのデータセンターに適用す
る場合には [All] を選択します。
[Folder] ドロップダウン リスト ドロップダウン リストからフォルダを選択するか、このプロ
ファイル クライアントをすべてのフォルダに適用する場合には
[All] を選択します。
[Distributed Virtual Switch] ド
ロップダウン リスト

ステップ 4

ドロップダウン リストから仮想スイッチを選択するか、このプ
ロファイル クライアントをすべての仮想スイッチに適用する場
合には [All] を選択します。

[Next] をクリックします。
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次の手順
VMware vCenter で仮想マシンの設定を完了します。

ページ 4：vCenter サーバへのポート プロファイルおよび設定の適用
この手順は、 ページ 3：ポート プロファイルの定義, 431 ページのステップの直後に実行します。
この手順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して vCenter サーバにポート プロ
ファイルを適用する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Configure VMware Integration] ウィザードの該当するページのテキストを確認します。

ステップ 2

[Finish] をクリックします。
Cisco UCS Manager は vCenter サーバに接続し、指定された DVS を作成し、ポート プロファイル
を適用します。

次の手順
VMware vCenter で、VM とポート プロファイルを DVS に関連付けます。 VMware vCenter では、
ポート プロファイルはポート グループとして表示されます。
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章

Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• 分散仮想スイッチ, 435 ページ
• 分散仮想スイッチの設定, 436 ページ
• 分散仮想スイッチの管理, 439 ページ

分散仮想スイッチ
各 VMware ESX ホストには、Virtual Machine（VM; 仮想マシン）間のスイッチング操作を実行す
る独自のソフトウェアベース仮想スイッチ（vSwitch）がハイパーバイザに搭載されています。
Cisco UCS Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）は、ESX ハイパーバイザ内で vSwitch
と一緒に稼動するソフトウェアベースの仮想スイッチであり、複数の ESX ホスト間に分散させる
ことができます。 独自のローカル ポート設定を使用する vSwitch と異なり、複数の ESX ホストに
関連付けられた DVS では、すべての ESX ホストに共通のポート設定が使用されます。
ESX ホストを DVS に関連付けた後は、vSwitch の既存の VM を DVS に移行したり、vSwitch の代
わりに DVS を使用する VM を作成したりすることができます。 ハードウェアベースの VN-Link
を実装し、VM で DVS を使用すると、すべての VM トラフィックは DVS を通過し、ファブリッ
ク インターコネクトによって Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定 用途向け集積回路）
ベースのスイッチングが実行されます。
Cisco UCS Manager では、DVS は次のように階層化されます。
vCenter
Folder (optional)
Datacenter
Folder (required)
DVS

階層の最上部は、VMware vCenter インスタンスを示す vCenter です。 各 vCenter には 1 つ以上の
データセンターと、データセンターの整理に使用できる任意の vCenter フォルダが含まれます。
各データセンターには、1 つ以上の必須のデータセンター フォルダが含まれます。 データセン
ター フォルダには DVS が含まれます。
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分散仮想スイッチの設定
操作を行う前に
最初に、VMware vCenter にデータセンターを作成する必要があります。 VMware vCenter のデータ
センターまたは Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）内にフォルダを作成しないで
ください。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VMWare] ノードを右クリックし、[Configure vCenter] を選択します。

ステップ 4

[Configure vCenter] ページで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

VMware Virtual Center（vCenter）のユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

VMware vCenter のユーザ定義による説明。

[Hostname] フィールド

VMware vCenter をホストするマシンのホスト名または IP アド
レス。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、
Cisco UCS Manager に Domain Name System（DNS;
ドメイン ネーム システム）サーバを設定する必要
があります。

b) [Next] をクリックします。
ステップ 5

[Create Folder] ページで、次のいずれかをクリックします。
オプション

説明

[Next]

次のページに移動します。 vCenter 構造でデータセンターを上位フォルダに含
める必要がない場合は、このオプションを選択します。
このオプションを選択した場合は、ステップ 7 に進みます。
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オプション

説明

[Add]

[Create Folder] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで
は、データセンター上に上位フォルダを追加できます。
このオプションを選択した場合は、ステップ 6 に進みます。

ステップ 6

（オプション） [Create Folder] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

vCenter フォルダの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

b) [Next] をクリックします。
ステップ 7

[Create Datacenter] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create Datacenter] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

データセンターの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。
Cisco UCS Manager に指定するデータセンター名は、VMware
vCenter に以前作成したデータセンターの名前と正確に一致す
る必要があります。

[Description] フィールド

データセンターのユーザ定義による説明。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 8

[Create Folder] ページで次の手順を実行してデータセンターでフォルダを作成します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create Folder] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

vCenter フォルダの名前。
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名前

説明
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 9

[Create Distributed Virtual Switches] ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。
a) [Add] をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [Create Distributed Virtual Switches] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]
DVS をディセーブルにすると、Cisco UCS Manager によって
DVS に関する設定の変更が VMware vCenter にプッシュされ
ません。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 10 すべてのデータセンター、フォルダ、および DVS を vCenter に追加したら、[Finish] をクリックし
ます。
ウィザードを終了するために、[Finish] を何度かクリックする必要がある場合があります。 任意の
ページで停止して、別のデータセンター、フォルダ、または DVS を追加できます。
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分散仮想スイッチの管理
vCenter へのフォルダの追加
vCenter 内にフォルダを追加し、その中にデータセンターを配置することができます。 ただし、こ
のフォルダは任意です。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[VMWare] ノードを展開します。

ステップ 3

データセンターを追加する vCenter を右クリックして、[Create Folder] を選択します。

ステップ 4

（オプション） [Create Folder] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

vCenter フォルダの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

b) [Next] をクリックします。
ステップ 5

[Create Datacenter] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create Datacenter] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

データセンターの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。
Cisco UCS Manager に指定するデータセンター名は、VMware
vCenter に以前作成したデータセンターの名前と正確に一致す
る必要があります。

[Description] フィールド

データセンターのユーザ定義による説明。
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c) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Create Folder] ページで次の手順を実行してデータセンターでフォルダを作成します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create Folder] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

vCenter フォルダの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 7

[Create Distributed Virtual Switches] ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。
a) [Add] をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [Create Distributed Virtual Switches] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]
DVS をディセーブルにすると、Cisco UCS Manager によって
DVS に関する設定の変更が VMware vCenter にプッシュされ
ません。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 8

すべてのデータセンター、フォルダ、および Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）
をフォルダに追加し終えたら、[Finish] をクリックします。
ウィザードを終了するために、[Finish] を何度かクリックする必要がある場合があります。 任意の
ページで停止して、別のデータセンター、フォルダ、または DVS を追加できます。
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vCenter へのデータセンターの追加
操作を行う前に
最初に、VMware vCenter にデータセンターを作成する必要があります。 VMware vCenter のデータ
センターまたは Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）内にフォルダを作成しないで
ください。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[VMWare] ノードを展開します。

ステップ 3

データセンターを追加する vCenter を右クリックして、[Create Datacenter] を選択します。

ステップ 4

[Create Datacenter] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create Datacenter] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

データセンターの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。
Cisco UCS Manager に指定するデータセンター名は、VMware
vCenter に以前作成したデータセンターの名前と正確に一致す
る必要があります。

[Description] フィールド

データセンターのユーザ定義による説明。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 5

[Create Folder] ページで次の手順を実行してデータセンターでフォルダを作成します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Create Folder] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

vCenter フォルダの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。
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名前

説明

[Description] フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Create Distributed Virtual Switches] ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。
a) [Add] をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [Create Distributed Virtual Switches] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]
DVS をディセーブルにすると、Cisco UCS Manager によって
DVS に関する設定の変更が VMware vCenter にプッシュされ
ません。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 7

データセンターにすべてのフォルダと分散仮想スイッチを追加し終えたら、[Finish] をクリックし
ます。
ウィザードを終了するために、[Finish] を何度かクリックする必要がある場合があります。 任意の
ページで停止して、別のフォルダまたは DVS をデータセンターに追加できます。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
442

OL-22801-02-J

分散仮想スイッチの管理
データセンターへのフォルダの追加

データセンターへのフォルダの追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[VMWare] ノードを展開します。

ステップ 3

フォルダを追加するデータセンターが含まれている vCenter を展開します。

ステップ 4

フォルダを追加するデータセンターを右クリックして、[Create Folder] を選択します。

ステップ 5

[Create Folder] ページで、次の手順を実行してデータセンターにフォルダを追加します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

vCenter フォルダの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド
b)

フォルダのユーザ定義による説明。

• [Next] をクリックして、フォルダ内に Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）
を作成し、ステップ 6 に進みます。
• フォルダ内に DVS を作成しない場合は、ステップ 7 に進みます。

ステップ 6

[Create Distributed Virtual Switches] ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。
a) [Add] をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [Create Distributed Virtual Switches] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]
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名前

説明
DVS をディセーブルにすると、Cisco UCS Manager によって
DVS に関する設定の変更が VMware vCenter にプッシュされ
ません。

c) [OK] をクリックします。
ステップ 7

すべてのフォルダと DVS をデータセンターに追加し終えたら、[Finish] をクリックします。
ウィザードを終了するために、[Finish] を何度かクリックする必要がある場合があります。 任意の
ページで停止して、別のフォルダまたは DVS を追加できます。

vCenter からのフォルダの削除
フォルダにデータセンターが含まれている場合、Cisco UCS Manager では、このデータセンターお
よび含まれている DVS も削除されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] を展開します。

ステップ 3

削除するフォルダが含まれる vCenter のノードを展開します。

ステップ 4

フォルダを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

データセンターの削除
データセンターにフォルダが含まれている場合、Cisco UCS Manager では、含まれているフォルダ
およびすべての DVS も削除されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] を展開します。

ステップ 3

削除するデータセンターが高いレベルのフォルダに含まれている場合、そのフォルダのノードを
展開します。

ステップ 4

データセンターを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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データセンターからのフォルダの削除
フォルダに DVS が含まれている場合、Cisco UCS Manager ではその DVS も削除されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] を展開します。

ステップ 3

変更するデータセンターが高レベルのフォルダに含まれている場合には、そのフォルダのノード
を展開します。

ステップ 4

削除するフォルダが含まれるデータセンターのノードを展開します。

ステップ 5

フォルダを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

フォルダからの分散仮想スイッチの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] を展開します。

ステップ 3

変更するデータセンターが高レベルのフォルダに含まれている場合には、そのフォルダのノード
を展開します。

ステップ 4

削除する DVS が含まれるデータセンターおよびフォルダのノードを展開します。

ステップ 5

DVS を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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章

ポート プロファイルの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• ポート プロファイル, 447 ページ
• ポート プロファイル クライアント, 448 ページ
• ポート プロファイルの作成, 448 ページ
• ポート プロファイルの VLAN の修正, 449 ページ
• ポート プロファイル用ネイティブ VLAN の変更, 450 ページ
• ポート プロファイルへの VLAN の追加, 450 ページ
• ポート プロファイルからの VLAN の削除, 451 ページ
• ポート プロファイルの削除, 451 ページ
• プロファイル クライアントの作成, 452 ページ
• プロファイル クライアントの変更, 453 ページ
• プロファイル クライアントの削除, 453 ページ

ポート プロファイル
ポート プロファイルには、ハードウェア内の VN-Link に対して Cisco UCS 内の仮想インターフェ
イスを設定するために使用されるプロパティと設定が保管されます。 ポート プロファイルは、
Cisco UCS Manager で作成および管理されます。 VMware vCenter からポート プロファイルのプロ
パティを明確に確認する方法はありません。
VMware vCenter では、ポート プロファイルはポート グループとして表現されます。 Cisco UCS
Manager からポート プロファイル名が vCenter にプッシュされ、vCenter でその名前がポート グ
ループとして表示されます。 ポート プロファイル内の個々のネットワーキング プロパティや設
定は、VMware vCenter で表示できません。
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ポート プロファイルが作成され、1 つ以上の DVS に割り当てられてアクティブに使用された後、
そのポート プロファイルのネットワーキング プロパティを Cisco UCS Manager で変更すると、変
更はそれらの DVS にただちに適用されます。
Cisco UCS Manager からポート プロファイルを VMware vCenter にプッシュする場合は、そのポー
ト プロファイルに対して少なくとも 1 つのポート プロファイル クライアントを設定する必要が
あります。

ポート プロファイル クライアント
ポート プロファイル クライアントにより、ポート プロファイルが適用される DVS が決定されま
す。 デフォルトでは、ポート プロファイル クライアントによって、関連するポート プロファイ
ルが vCenter 内のすべての DVS に適用されることが指定されます。 一方、ポート プロファイルを
特定のデータセンターまたはデータセンター フォルダ内のすべての DVS に適用したり、1 つの
DVS にだけ適用したりするように、クライアントを設定することもできます。

ポート プロファイルの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] を展開します。

ステップ 3

[Port Profiles] ノードを右クリックし、[Create Port Profile] を選択します。

ステップ 4

[Create Port Profile] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポート プロファイルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[QoS Policy] ドロップダウン リ このポート プロファイルと関連付けられる Quality Of Service ポ
スト
リシー。
[Network Control Policy] ドロッ このポート プロファイルと関連付けられるネットワーク制御ポ
プダウン リスト
リシー。
[Max Ports] フィールド

このポート プロファイルと関連付けることが可能なポートの最
大数。 デフォルトは 64 ポートです。
1 つの Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）と関
連付けることが可能なポートの最大数は 4096 です。 DVS に関
連付けられているポート プロファイルが 1 つだけの場合、その
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名前

説明
ポート プロファイルは最大 4096 ポートで設定できます。 一方、
DVS に関連付けられているポート プロファイルが複数ある場合
は、それらのポート プロファイルをすべて組み合せたものと関
連付けられるポートの合計数が 4096 以下になる必要がありま
す。

[Pin Group] ドロップダウン リ
スト

ステップ 5

ステップ 6

このポート プロファイルと関連付けられるピン グループ。

[VLANs] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Select] カラム

使用する VLAN ごとに、このカラムのチェックボックスをオン
にします。

[Name] カラム

VLAN の名前。

[Native VLAN] カラム

VLAN のいずれかをネイティブ VLAN として指定するには、こ
のカラムのオプション ボタンをクリックします。

[Finish] をクリックします。

ポート プロファイルの VLAN の修正
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

VLAN を修正するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の項目を 1 つ以上変更します。
名前

説明

[Select] カラム

使用する VLAN ごとに、このカラムのチェックボックスをオン
にします。

[Name] カラム

VLAN の名前。
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ステップ 5

名前

説明

[Native VLAN] カラム

VLAN のいずれかをネイティブ VLAN として指定するには、こ
のカラムのオプション ボタンをクリックします。

[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[OK] をクリックします。

ポート プロファイル用ネイティブ VLAN の変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

ネイティブ VLAN を変更するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択しま
す。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Native VLAN] カラムで、ネイティブ VLAN にする VLAN の行のオプション ボタンをクリッ
クします。
b) [OK] をクリックします。

ポート プロファイルへの VLAN の追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

VLAN を追加するポート プロファイルを右クリックして、[Modify VLANs] を選択します

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Select] カラムで、ポート プロファイルに追加する VLAN のローにあるチェックボックスをオ
ンにします。
b) （オプション） この VLAN をネイティブ VLAN にするには、[Native VLAN] カラムのオプショ
ン ボタンをクリックします。
c) [OK] をクリックします。
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ポート プロファイルからの VLAN の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

VLAN を削除するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Select] カラムで、ポート プロファイルから削除する VLAN の行にあるチェック ボックスをオ
フにします。
b) （オプション） 目的の VLAN がネイティブ VLAN であった場合は、そのポート プロファイ
ルに関連付けられた別の VLAN の [Native VLAN] カラムでオプション ボタンをクリックし、
その VLAN をネイティブ VLAN にします。
c) [OK] をクリックします。

ポート プロファイルの削除
Virtual Machine（VM; 仮想マシン）でアクティブに使用されているポート プロファイルは削除で
きません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

削除するポート プロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって、ポート プロファイルおよび関連付けられたすべてのポート プロファ
イル クライアントが削除されます。
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プロファイル クライアントの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを作成するポート プロファイルを右クリックし、[Create Profile Client]
を選択します。

ステップ 4

[Create Profile Client] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

プロファイル クライアントのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

クライアントのユーザ定義による説明。

[Datacenter] ドロップダウン リ ドロップダウン リストからデータセンターを選択するか、この
スト
プロファイル クライアントをすべてのデータセンターに適用す
る場合には [All] を選択します。
[Folder] ドロップダウン リスト ドロップダウン リストからフォルダを選択するか、このプロ
ファイル クライアントをすべてのフォルダに適用する場合には
[All] を選択します。
[Distributed Virtual Switch] ド
ロップダウン リスト

ステップ 5

ドロップダウン リストから仮想スイッチを選択するか、このプ
ロファイル クライアントをすべての仮想スイッチに適用する場
合には [All] を選択します。

[OK] をクリックします。

次の手順
VMware vCenter で仮想マシンの設定を完了します。
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プロファイル クライアントの変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを変更するポート プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。

ステップ 5

変更するプロファイル クライアントを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 6

プロファイル クライアントのナビゲータで、次に示す 1 つ以上のフィールドの値を変更します。

ステップ 7

名前

説明

[Name] フィールド

プロファイル クライアントのユーザ定義名。

[Description] フィールド

クライアントのユーザ定義による説明。

[Datacenter] フィールド

適切なデータセンターを選択するために使用される正規表現。

[Folder] フィールド

適切なデータセンター フォルダを選択するために使用される正
規表現。

[Distributed Virtual Switch]
フィールド

適切な仮想スイッチを選択するために使用される正規表現。

[OK] をクリックします。

プロファイル クライアントの削除
ポート プロファイル クライアントが関連付けられているポート プロファイルが VM でアクティ
ブに使用されている場合、そのクライアントは削除できません。
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プロファイル クライアントの削除

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ➤ [VMWare] ➤ [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを削除するポート プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。

ステップ 5

削除するプロファイル クライアントを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。
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VN-Link 関連ポリシーの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定, 455 ページ
• VM ライフサイクル ポリシーの設定, 457 ページ

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定
ダイナミック vNIC 接続ポリシー
このポリシーにより、VM とダイナミック vNIC の間の VN-Link 接続がどのように設定されるか
が決定されます。 このポリシーは、VM がインストールされ、ダイナミック vNIC が設定されて
いる仮想インターフェイス カード アダプタを持つサーバが Cisco UCS インスタンスに含まれてい
る場合に必要です。
各ダイナミック vNIC 接続ポリシーには、1 つのアダプタ ポリシーを含める必要があります。ま
た、そのポリシーを含むサービス プロファイルと関連付けられているサーバに対して設定可能な
vNIC の数を指定する必要があります。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定
ダイナミック vNIC 接続ポリシーの変更

ステップ 4

[Dynamic vNIC Connection Policies] ノードを右クリックし、[Create Dynamic vNIC Connection Policy]
を選択します。

ステップ 5

[Create Dynamic vNIC Connection Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や条件についての
情報を含めることを推奨します。

[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC の数。

[Adapter Policy] ドロップダウン このポリシーと関連付けられるアダプタ プロファイル。 すでに
リスト
存在しているプロファイルだけが、このドロップダウン リスト
に表示されます。
[Protection] フィールド

仮想 NIC ではフェールオーバー モードが常にイネーブルになる
ため、このフィールドは常に「protected」に設定されます。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

変更するポリシーを含む組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Dynamic vNIC Connection Policies] ノードを展開し、変更するポリシーをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

次の 1 つ以上のフィールドを変更します。
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ダイナミック vNIC 接続ポリシーの削除

名前

説明

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーを使用すべき場所や
条件についての情報を含めることを推奨しま
す。

[Number of Dynamic vNICs] フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC
の数。

[Adapter Policy] ドロップダウン リスト

このポリシーと関連付けられるアダプタ プロ
ファイル。 すでに存在しているプロファイルだ
けが、このドロップダウン リストに表示されま
す。

[Name] フィールドなどの、ポリシーの他のプロパティは変更できません。
ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

ステップ 8

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Dynamic vNIC Connection Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

VM ライフサイクル ポリシーの設定
VM ライフサイクル ポリシー
VM ライフサクル ポリシーにより、オフラインの VM およびオフラインのダイナミック vNIC が
Cisco UCS Manager のデータベース内に保持される期間が決定されます。 その期間後も VM また
はダイナミック vNIC がオフラインのままである場合、そのオブジェクトは Cisco UCS Manager の
データベースから削除されます。
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VM ライフサイクル ポリシーの設定
VM ライフサイクル ポリシーの設定

Cisco UCS サーバ上のすべての Virtual Machine（VM; 仮想マシン）は、vCenter によって管理され
ます。 Cisco UCS Manager からは、非アクティブな VM が、一時的にシャットダウンしているの
か、削除されているのか、それとも他のアクセスできない状態になっているのか判断できません。
そのため、Cisco UCS Manager では、非アクティブな VM はすべてオフライン状態であると見なさ
れます。
Cisco UCS Manager は、ダイナミック vNIC を、それに関連付けられた VM がシャットダウンして
いるか、ファブリック インターコネクトと I/O モジュールの間のリンクが失敗しているときに、
オフラインであると見なします。 非常に珍しいケースですが、内部エラーの発生により、Cisco
UCS Manager からダイナミック vNIC がオフラインであると見なされることもあります。
VM およびダイナミック vNIC のデフォルトの保持期間は 15 分です。 これには、1 ～ 7200 分（5
日）の任意の期間を設定できます。

（注）

Cisco UCS Manager では、情報の確認とモニタリングのためだけに VM が表示されます。 Cisco
UCS Manager では VM を管理できません。 したがって、VM を Cisco UCS Manager のデータ
ベースから削除しても、その VM はサーバや vCenter から削除されません。

VM ライフサイクル ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Lifecycle Policy] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VM Retention] フィールド

Cisco UCS Manager によってオフラインの Virtual Machine（VM;
仮想マシン）がデータベースに保持される期間（分単位）。 そ
の期間を過ぎても VM がオフラインのままである場合は、Cisco
UCS Manager によってその VM はデータベースから削除されま
す。
デフォルトの VM 保持時間は 15 分です。 このフィールドには、
1 分から 7,200 分（または 5 日）の範囲の期間を設定できます。

[vNIC Retention] フィールド

Cisco UCS Manager によってオフラインのダイナミック vitural
Network Interface Card（vNIC; 仮想ネットワーク インターフェイ
ス カード）がデータベースに保持される期間（分単位）。 その
期間を過ぎてもダイナミック vNIC がオフラインのままである
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VM ライフサイクル ポリシーの設定

名前

説明
場合、Cisco UCS Manager によってその vNIC はデータベースか
ら削除されます。
デフォルトの vNIC 保持時間は 15 分です。 このフィールドに
は、1 分から 7,200 分（または 5 日）の範囲の期間を設定できま
す。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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VM ライフサイクル ポリシーの設定
VM ライフサイクル ポリシーの設定
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保留中の削除の管理
この章の構成は、次のとおりです。
• VN-Link タスクの保留中の削除, 461 ページ
• 保留中の削除の表示, 462 ページ
• 保留中の削除のプロパティの変更, 462 ページ
• 保留中の削除の削除, 463 ページ

VN-Link タスクの保留中の削除
明示的に、あるいは階層内の親オブジェクトを削除して、Cisco UCS Manager から DVS を削除す
ると、Cisco UCS Manager は VMware vCenter との接続を開始し、DVS の削除プロセスを開始しま
す。 DVS が VMware vCenter から正常に削除されるまで、Cisco UCS Manager は DVS を保留中の
削除リストに入れておきます。
ただし、次のように特殊な状況が発生すると、Cisco UCS Manager は VMware vCenter から DVS を
正常に削除できません。
• VMware vCenter データベースが破損した。
• VMware vCenter がアンインストールされた。
• VMware vCenter の IP アドレスが変更された。
DVS を VMware vCenter から正常に削除できない場合、Cisco UCS Manager で保留中の削除が削除
されるか、VMware vCenter から DVS が正常に削除されるよう、保留中の削除のプロパティが変
更されるまで、DVS は保留中の削除リストに残されます。 保留中の削除を削除すると、DVS は
Cisco UCS Manager から削除されますが、VMware vCenter からは削除されません。 VMware vCenter
に残された DVS は、手動で削除する必要があります。
Cisco UCS Manager では、保留中の削除リストの表示、保留中の削除の削除、または保留中の削除
のプロパティの変更ができます。 たとえば、保留中の削除の VMware vCenter IP アドレスを修正
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保留中の削除の表示

すると、Cisco UCS Manager は接続を開始して、VMware vCenter から DVS を正常に削除できるよ
うになります。 Cisco UCS Manager からの DVS の削除を取り消すことはできません。

保留中の削除の表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Deletion Tasks] タブをクリックします。

保留中の削除のプロパティの変更
Cisco UCS Manager によって正常に接続が開始され、VMware vCenter から DVS が削除されるよ
う、必要に応じて保留中の削除のプロパティを変更できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Deletion Tasks] タブをクリックします。

ステップ 5

プロパティを変更する保留中の削除をクリックします。

ステップ 6

保留中の削除を右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 7

[Properties] ダイアログボックスで、次のプロパティを 1 つ以上変更して Cisco UCS Manager が
VMware vCenter に接続するようにします。

ステップ 8

名前

説明

[Hostname] フィールド

データセンターが存在するホスト。

[Datacenter] フィールド

データセンターの名前。

[Protocol] フィールド

データセンターのプロトコル。

[Folder] フィールド

削除するフォルダ。

[OK] をクリックします。
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Cisco UCS Manager が VMware vCenter と接続し、DVS を削除しようとします。

保留中の削除の削除
保留中の削除を実行すると、DVS は Cisco UCS Manager から削除されますが、VMware vCenter か
らは削除されません。 VMware vCenter に残された DVS は、手動で削除する必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブで、[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Deletion Tasks] タブをクリックします。

ステップ 5

削除する保留中の削除をクリックします。

ステップ 6

保留中の削除を右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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部

システム管理
• タイム ゾーンの管理, 467 ページ
• シャーシの管理, 469 ページ
• サーバの管理, 475 ページ
• I/O モジュールの管理, 493 ページ
• Call Home の設定, 497 ページ
• 設定のバックアップと復元, 517 ページ
• システム イベント ログの管理, 533 ページ
• 障害、イベント、およびログの設定, 539 ページ
• 失われたパスワードの復旧, 547 ページ
• 統計関連ポリシーの設定, 553 ページ
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タイム ゾーンの管理
この章の構成は、次のとおりです。
• タイム ゾーン, 467 ページ
• タイム ゾーンの設定, 467 ページ
• NTP サーバの追加, 468 ページ
• NTP サーバの削除, 468 ページ

タイム ゾーン
Cisco UCS では、Cisco UCS Manager で正確な時間を表示するために、インスタンス固有のタイム
ゾーン設定および NTP サーバが必要です。 これらの両方を Cisco UCS インスタンスに設定しなけ
れば、時間は正確に表示されません。

タイム ゾーンの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] を展開します。

ステップ 3

[Timezone Management] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Timezone] ドロップダウン リストから、Cisco UCS インスタンスに使用するタイム ゾーンを選択
します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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NTP サーバの追加

NTP サーバの追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] を展開します。

ステップ 3

[Timezone Management] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[NTP Servers] 領域のテーブル アイコン バーにある [+] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[Add NTP Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [NTP Server] フィールドに、この Cisco UCS インスタンスに使用する Network Time Protocol
（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
b) [OK] をクリックします。

NTP サーバの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] を展開します。

ステップ 3

[Timezone Management] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[NTP Servers] 領域で、削除するサーバを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。
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章

シャーシの管理
この章の構成は、次のとおりです。
• Cisco UCS Manager GUIでのシャーシ管理 , 469 ページ
• シャーシの確認, 469 ページ
• シャーシの削除, 470 ページ
• シャーシの稼動中止, 470 ページ
• シャーシの再稼動, 471 ページ
• ロケータ LED の切り替え, 472 ページ
• シャーシのモニタリング, 472 ページ
• シャーシの POST 結果の表示, 474 ページ

Cisco UCS Manager GUIでのシャーシ管理
Cisco UCS インスタンスのすべてのシャーシは Cisco UCS Manager GUI を使用して管理およびモニ
タできます。

シャーシの確認
シャーシをファブリック インターコネクトに接続するリンクの数を増減させた場合は、次の手順
を実行します。 シャーシを確認することにより、Cisco UCS Manager がリンク数の変化を認識し
ていること、およびトラフィックが使用可能なリンクすべてとともにフローしていることが保証
されます。
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シャーシの削除

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

確認するシャーシを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域の [Acknowledge Chassis] をクリックします。

ステップ 6

Cisco UCS Manager に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって、シャーシの接続が解除され、システム内にシャーシとファブリック
インターコネクトとの接続が再確立されます。

シャーシの削除
操作を行う前に
次の手順を実行する前に、シャーシを物理的に取り外します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

削除するシャーシを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Remove Chassis] をクリックします。

ステップ 6

Cisco UCS Manager に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
削除が完了するまでに数分かかる場合があります。

シャーシの稼動中止
この手順は、シャーシを解放し、Cisco UCS 設定から削除します。 シャーシ ハードウェアは、物
理的に Cisco UCS インスタンスに残ります。 ただし、Cisco UCS からは認識されず、稼動してい
るシャーシを示すリストには表示されません。
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シャーシの再稼動

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

稼動を停止するシャーシを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Decommission Chassis] をクリックします。

ステップ 6

Cisco UCS Manager に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
稼動が停止するまでには、数分間かかります。 シャーシが構成から削除されたら、Cisco UCS
Manager でシャーシが [Decommissioned] タブに追加されます。

シャーシの再稼動
この手順は、シャーシを設定に返し、このシャーシにシャーシディスカバリポリシーを適用しま
す。 この手順を終えると、シャーシやシャーシ内のサーバにアクセスできます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Chassis] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Decommissioned] タブをクリックします。

ステップ 5

イネーブルにするシャーシを右クリックし、[Recommission] を選択します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
この手順が終 了するまでに数分かかる場合があります。 シャーシが再稼動すると、Cisco UCS
Manager はシャーシ検出ポリシーを実行し、シャーシを [Navigation] ペインのリストに追加しま
す。
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ロケータ LED の切り替え
シャーシのロケータ LED の電源投入

ロケータ LED の切り替え
シャーシのロケータ LED の電源投入
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

位置を特定する必要があるシャーシをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Turn on Locator LED] をクリックします。
ロケータ LED の電源がすでにオンになっている場合、この処理は実行できません。
シャーシの LED が点滅を開始します。

シャーシのロケータ LED の電源切断
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

ロケータ LED の電源をオフにするシャーシを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Turn off Locator LED] をクリックします。
ロケータ LED の電源がすでにオフになっている場合、この処理は実行できません。
シャーシの LED の点滅が停止します。

シャーシのモニタリング
ヒント

シャーシ内の個々のコンポーネントをモニタするには、そのコンポーネントのノードを展開し
ます。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
472

OL-22801-02-J

シャーシのモニタリング
シャーシのロケータ LED の電源切断

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

モニタするシャーシをクリックします。

ステップ 4

次のタブのいずれかをクリックして、シャーシのステータスを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、シャーシ プロパティの概要、シャーシとそのコンポーネ
ントの物理表示など、シャーシのステータスの概要が示されます。

[Servers] タブ

シャーシ内の全サーバのステータスと選択されたプロパティが表示さ
れます。

[Service Profiles] タブ

シャーシ内のサーバに関連付けられたサービス プロファイルのステー
タスが表示されます。

[IO Modules] タブ

シャーシ内のすべての IO モジュールのステータスと選択されたプロ
パティが表示されます。

[Fans] タブ

シャーシ内のすべてのファン モジュールのステータスが表示されま
す。

[PSUs]

シャーシ内のすべての電源モジュールのステータスが表示されます。

[Hybrid Display] タブ

シャーシとファブリック インターコネクト間の接続に関する詳細情報
が表示されます。 この表示には、次のコンポーネントを表すアイコン
があります。
• システムの各ファブリック インターコネクト。
• 選択されたシャーシの I/O モジュール（IOM）。これは、接続パ
スを見やすくするために独立したユニットとして表示されます。
• サーバと PSU を示す選択されたシャーシ。

[Slots] タブ

シャーシ内のすべてのスロットのステータスが表示されます。

[Installed Firmware] タブ

シャーシ内の IO モジュールおよびサーバの現在のファームウェア バー
ジョンが表示されます。 このタブを使用して、これらのコンポーネン
トのファームウェアをアップデートおよびアクティブ化することもで
きます。

[Management Logs] タブ

シャーシ内のサーバに対するシステム イベント ログが表示され、そ
のログにアクセスできます。
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シャーシの POST 結果の表示
シャーシのロケータ LED の電源切断

オプション

説明

[Faults] タブ

シャーシで発生した障害の詳細が表示されます。

[Events] タブ

シャーシで発生したイベントの詳細が表示されます。

[FSM] タブ

シャーシに関連する FSM タスクの詳細およびステータスが表示され
ます。 この情報を使用して、これらのタスクにおけるエラーを診断で
きます。

[Statistics] タブ

シャーシとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。 こ
れらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures] タブ

シャーシのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。
これらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Power] タブ

シャーシのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。
これらの統計情報は図表形式で表示できます。

シャーシの POST 結果の表示
シャーシ内のすべてのサーバおよびアダプタに対する Power On Self-Test プロセスで収集されたす
べてのエラーを表示できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] を展開します。

ステップ 3

Power On Self-Test（POST）の結果を表示するシャーシを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [View POST Results] をクリックします。
[POST Results] ダイアログボックスに、シャーシ内の各サーバとそのアダプタに対する POST の結
果が一覧表示されます。

ステップ 6

（オプション） アダプタのプロパティを表示するには、[Affected Object] カラムをクリックしま
す。

ステップ 7

[OK] をクリックして [POST Results] ダイアログボックスを閉じます。
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章

サーバの管理
この章の構成は、次のとおりです。
• Cisco UCS Manager GUIでのサーバ管理 , 475 ページ
• サーバのブート, 476 ページ
• サーバのシャットダウン, 477 ページ
• サーバのリセット, 478 ページ
• サーバの再確認, 479 ページ
• シャーシからのサーバの削除, 480 ページ
• サーバの稼動停止, 480 ページ
• シャーシ内のサーバ スロットの再確認, 481 ページ
• 設定データベースからの存在しないサーバの削除, 482 ページ
• ロケータ LED の切り替え, 482 ページ
• KVM コンソールの起動, 483 ページ
• サーバの CMOS のリセット, 486 ページ
• サーバの CIMC のリセット, 486 ページ
• サーバ上での破損した BIOS の回復, 487 ページ
• サーバのモニタリング, 488 ページ
• サーバの POST 結果の表示, 490 ページ

Cisco UCS Manager GUIでのサーバ管理
Cisco UCS Manager GUIによってCisco UCSインスタンス内のすべてのサーバを管理およびモニタ
できます。 一部のサーバ管理タスク（電源状態の変更など）は、次の場所から実行できます。
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サーバのブート
サーバのブート

• サーバの [General] タブ
• サーバに関連付けられているサービス プロファイルの [General] タブ
残りの管理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。
シャーシ内のサーバ スロットが空の場合、そのスロットに関する情報、エラー、および障害が
Cisco UCS Manager から提供されます。 サーバ ミスマッチ エラーを解決し、そのスロット内の
サーバを Cisco UCS Manager で再検出するために、スロットを再認識することもできます。

サーバのブート
サーバのブート
[Actions] 領域で [Boot Server] リンクがグレー表示されている場合は、まず、サーバをシャットダ
ウンする必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

ブートするサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域の [Boot Server] をクリックします。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サーバがブートした後は、[General] タブの [Overall Status] フィールドに [OK] ステータスが表示さ
れます。

サービス プロファイルからのサーバのブート
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

サービス プロファイルを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。
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サーバのシャットダウン
サーバのブート順序の決定

ステップ 4

関連付けられたサーバをブートする必要があるサービス プロファイルを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域の [Boot Server] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 8

[Boot Server] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。
サーバがブートした後は、[General] タブの [Overall Status] フィールドに [ok] ステータスまたは [up]
ステータスが表示されます。

サーバのブート順序の決定
ヒント

サーバに関連付けられているサービス プロファイルの [General] タブからもブート順序タブを
表示できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

ブート順序を決定するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Boot Order Details] 領域が展開されていない場合は、見出しの右側の [Expand] アイコンをクリッ
クします。

ステップ 6

サーバに割り当てられているブート順序を表示するには、[Configured Boot Order] タブをクリック
します。

ステップ 7

物理サーバ構成内のさまざまなデバイスから何がブートされるかを表示するには、[Actual Boot
Order] タブをクリックします。
（注）
[Actual Boot Order] では、[Internal EFI Shell] は常にブート順リストの最下部に表示され
ます。

サーバのシャットダウン
サーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムとともにサーバをシャッ
トダウンした場合、Cisco UCS Manager により、この OS のグレースフル シャットダウン シーケ
ンスがトリガされます。
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サーバのリセット
サービス プロファイルからのサーバのシャットダウン

[Actions] 領域の [Shut Down] リンクがグレー表示されている場合、そのサーバは動作していませ
ん。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

シャットダウンするサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Shut Down] をクリックします。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サーバが正常にシャットダウンされると、[General] タブの [Overall Status] フィールドに電源オフ
状態が表示されます。

サービス プロファイルからのサーバのシャットダウン
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

サービス プロファイルを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

関連付けられたサーバをシャットダウンする必要があるサービス プロファイルを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で [Shut Down] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サーバが正常にシャットダウンされると、[General] タブの [Overall Status] フィールドにダウン ス
テータスまたは電源オフ状態が表示されます。

サーバのリセット
サーバをリセットすると、Cisco UCS Manager により、リセット ライン上にパルスが送信されま
す。 オペレーティング システムのグレースフル シャットダウンを選択することができます。 オ
ペレーティングシステムでグレースフルシャットダウンがサポートされていない場合、サーバ電
源の再投入が行われます。 Cisco UCS Manager に、サーバをリセットする前にすべての管理操作
を完了させるオプションでは、これらの操作がサーバのリセット前に完了するかどうかは保証さ
れていません。
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サーバの再確認
サービス プロファイルからのサーバのシャットダウン

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

リセットするサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Reset] をクリックします。

ステップ 6

[Reset Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Power Cycle] オプションをクリックします。
b) （オプション） このサーバで保留中のすべての管理操作を完了するように Cisco UCS Manager
に指示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
c) [OK] をクリックします。

リセットが完了するまでに数分かかる場合があります。 サーバがリセットされると、[General] タ
ブの [Overall Status] フィールドに OK ステータスが表示されます。

サーバの再確認
Cisco UCS Manager にサーバとサーバ内のすべてのエンドポイントを再検出させる必要がある場合
は、次の手順を実行します。 たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状
態から抜け出せなくなっている場合に、この手順を使用します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

再確認するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Server Maintenance] をクリックします。

ステップ 6

[Maintenance] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Re-acknowledge] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager はサーバを切断し、その後、サーバとシステム内の 1 つまたは複数のファブ
リックインターコネクトとの接続を確立します。確認が終了するまでに数分かかる場合がありま
す。 サーバが確認されると、[General] タブの [Overall Status] フィールドに OK ステータスが表示
されます。
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シャーシからのサーバの削除
操作を行う前に
次の手順を実行する前に、シャーシからサーバを物理的に取り外します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

シャーシから削除するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Server Maintenance] をクリックします。

ステップ 6

[Maintenance] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Decommission] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。
サーバが Cisco UCS 構成から削除されます。

ステップ 7

シャーシの物理的な配置場所で、スロットからサーバ ハードウェアを取り外します。
サーバ ハードウェアの取り外し方法については、お使いのシャーシの『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。

次の手順
サーバを物理的に取り付けなおす場合は、Cisco UCS Manager によってサーバが再検出されるよう
にスロットを再認識する必要があります。
詳細については、次を参照してください。 シャーシ内のサーバ スロットの再確認, 481 ページ

サーバの稼動停止
この手順は、サーバを解放し、Cisco UCS 設定から削除します。 サーバ ハードウェアは、物理的
に Cisco UCS インスタンスに残ります。 ただし、Cisco UCS Manager からは認識されず、シャー
シ内のサーバを示すリストには表示されません。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

稼動を停止するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Server Maintenance] をクリックします。

ステップ 6

[Maintenance] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Decommission] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。
サーバが Cisco UCS 構成から削除されます。

次の手順
サーバを物理的に取り付けなおす場合は、Cisco UCS Manager によってサーバが再検出されるよう
にスロットを再認識する必要があります。
詳細については、次を参照してください。 シャーシ内のサーバ スロットの再確認, 481 ページ

シャーシ内のサーバ スロットの再確認
物理ハードウェアを取り外さずにサーバを解放した場合に、Cisco UCS Manager にサーバを再検出
させ、再稼動させるには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

スロットを再確認するサーバを選択します。

ステップ 4

Cisco UCS Manager に [Resolve Slot Issue] ダイアログボックスが表示された場合は、次のいずれか
の手順を実行します。
オプション

説明

[Situation] 領域の [here]
リンク

このリンクをクリックし、次に確認ダイアログ ボックスの [Yes] をク
リックします。 Cisco UCS Manager はスロットを再確認し、スロット
内のサーバを検出します。

[OK]

[General] タブに移動するには、このボタンをクリックします。 [Actions]
領域の [Reacknowledge Slot] リンクを使用すると、Cisco UCS Manager
でスロットを再確認し、スロット内のサーバを検出できます。
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設定データベースからの存在しないサーバの削除
最初にサーバを解放せずに、シャーシ内のスロットからサーバを物理的に取り外した場合は次の
手順を実行します。 シャーシのスロットにサーバが物理的に存在する場合、この手順は実行でき
ません。
サーバを物理的に削除する場合は、次を参照してください。 シャーシからのサーバの削除, 480
ページ

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

設定データベースから削除するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Server Maintenance] をクリックします。

ステップ 6

[Maintenance] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Remove] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager は、設定データベースからそのサーバに関するすべてのデータを削除します。
サーバ スロットは、新しいサーバ ハードウェアの挿入に使用できます。

ロケータ LED の切り替え
サーバのロケータ LED の電源投入
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

位置を特定する必要があるサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Turn on Locator LED] をクリックします。
ロケータ LED の電源がすでにオンになっている場合、この処理は実行できません。
シャーシの LED が点滅を開始します。
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サーバのロケータ LED の電源切断
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

ロケータ LED の電源をオフにするサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Turn off Locator LED] をクリックします。
ロケータ LED の電源がすでにオフになっている場合、この処理は実行できません。
サーバの LED の点滅が停止します。

KVM コンソールの起動
KVM コンソール
KVM コンソールは、Cisco UCS Manager GUI または KVM の直接接続をエミュレートする KVM
Launch Manager からアクセスできるインターフェイスです。 サーバに物理的に接続する必要があ
る KVM ドングルとは異なり、KVM コンソールを使用すると、ネットワーク上のリモート ロケー
ションからサーバに接続できます。
CD、DVD、またはフロッピー ドライブを使用してサーバに直接接続する代わりに、KVM コン
ソールでは仮想メディアを使用します。仮想メディアは、仮想 CD、DVD、またはフロッピー ド
ライブにマップされた実際のディスク ドライブまたはディスク イメージ ファイルです。 次に示
す任意の仮想ドライブをマップできます。
• お使いのコンピュータ上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• お使いのコンピュータ上のディスク イメージ ファイル
• ネットワーク上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• ネットワーク上のディスク イメージ ファイル
仮想 CD/DVD またはフロッピー ドライブから OS をインストールするには、その仮想 CD/DVD ま
たはフロッピー ドライブがサービス プロファイルで最初のブート デバイスとして設定されてい
る必要があります。
KVM コンソールを使用した OS のインストールは、KVM ドングルを使用する場合よりも時間が
かかることがあります。これは、ネットワークを介してインストール ファイルをサーバにダウン
ロードする必要があるためです。 ディスク ドライブまたはディスク イメージ ファイルをネット
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ワーク共有から仮想ドライブにマップする場合は、インストールにさらに時間がかかることがあ
ります。これは、インストール ファイルをネットワークから KVM コンソール（お使いのコン
ピュータ）にダウンロードした後、KVM コンソールからサーバにダウンロードする必要があるか
らです。 このインストール方式を使用する場合は、KVM コンソールを搭載したシステムのでき
る限り近くにインストール メディアを配置することを推奨します。

サーバからの KVM コンソールの起動
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

KVM コンソール経由でアクセスするサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [KVM Console] をクリックします。
別のウィンドウで KVM コンソールが開きます。
ヒント

KVM セッションを開いたときにキーボードの Caps Lock キーがオンになっており、そ
の後に続いて Caps Lock キーをオフにすると、KVM コンソールは Caps Lock キーがオン
のときのように動作する場合があります。 KVM コンソールとキーボードを同期させる
には、KVM コンソールにフォーカスがない状態で Caps Lock キーを 1 度押し、次に
KVM コンソールにフォーカスを置いて Caps Lock キーをもう一度押します。

サービス プロファイルからの KVM コンソールの起動
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

KVM コンソールを起動するサービス プロファイルがインクルードされた組織に対応するノード
を展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

関連付けられたサーバへの KVM アクセスが必要なサービス プロファイルを選択します。

ステップ 5

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 6

[Actions] 領域で [KVM Console] をクリックします。
別のウィンドウで KVM コンソールが開きます。
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ヒント

KVM セッションを開いたときにキーボードの Caps Lock キーがオンになっており、そ
の後に続いて Caps Lock キーをオフにすると、KVM コンソールは Caps Lock キーがオン
のときのように動作する場合があります。 KVM コンソールとキーボードを同期させる
には、KVM コンソールにフォーカスがない状態で Caps Lock キーを 1 度押し、次に
KVM コンソールにフォーカスを置いて Caps Lock キーをもう一度押します。

KVM Launch Manager からの KVM コンソールの起動
KVM Launch Manager では、Cisco UCS Manager にログインせずに KVM コンソールからサーバに
アクセスできます。

操作を行う前に
KVM Launch Manager からサーバの KVM コンソールにアクセスするには、次の情報が必要です。
• Cisco UCS ユーザ名とパスワード
• アクセスする KVM のサーバに関連付けられたサービス プロファイル

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Manager GUI への Web リンクを入力または選択します。
例:

デフォルトの Web リンク： http://UCSManager_IP または https://UCSManager_IP。 ス
タンドアロン設定の場合： UCSManager_IP はファブリック インターコネクトの管理ポートの
IP アドレスです。 クラスタ設定の場合： UCSManager_IP は Cisco UCS Manager に割り当てられ
た IP アドレスです。
ステップ 2

Cisco UCS Manager ページで [KVM Launch Manager] をクリックします。

ステップ 3

[UCS - KVM Launch Manager Login] ページで、次の手順を実行します。
a) Cisco UCS ユーザ名とパスワードを入力します。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 4

KVM Launch Manager の [Service Profiles] テーブルで、次の手順を実行します。
a) 関連付けられたサーバへの KVM アクセスが必要なサービス プロファイルを選択します。
b) 選択したサービス プロファイルの [Launch KVM] 行で [Launch] をクリックします。
別のウィンドウで KVM コンソールが開きます。
ヒント

KVM セッションを開いたときにキーボードの Caps Lock キーがオンになっており、
その後に続いて Caps Lock キーをオフにすると、KVM コンソールは Caps Lock キー
がオンのときのように動作する場合があります。 KVM コンソールとキーボードを
同期させるには、KVM コンソールにフォーカスがない状態で Caps Lock キーを 1 度
押し、次に KVM コンソールにフォーカスを置いて Caps Lock キーをもう一度押しま
す。
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サーバの CMOS のリセット
非常に珍しいケースですが、サーバのトラブルシューティング時に、CMOS のリセットが必要に
なることがあります。 この手順は、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

CMOS をリセットするサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域の [Recover Server] をクリックします。

ステップ 6

[Recover Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Reset CMOS] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。

サーバの CIMC のリセット
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー
バのトラブルシューティング時に、CIMC のリセットが必要になることがあります。 この手順は、
通常のサーバ メンテナンスには含まれません。 CIMC のリセット後、サーバは、そのサーバで実
行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

CIMC をリセットするサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域の [Recover Server] をクリックします。

ステップ 6

[Recover Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Reset iCIMC (Server Controller)] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。
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サーバ上での破損した BIOS の回復
非常に珍しいケースですが、サーバの問題により、破損した BIOS の復旧が必要になることがあ
ります。 この手順は、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。 BIOS の復旧後、サーバ
は、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。 BIOS
が復旧を必要としていない場合、またはそのサーバではこのオプションが使用できない場合は、
このオプション ボタンが淡色表示されることがあります。

操作を行う前に

重要

サーバ上で破損している BIOS の復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて
いる USB ストレージをすべて取り外します。 外部 USB ドライブが vMedia からサーバに取り
付けられた、またはマップされている場合、BIOS の回復に失敗します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

BIOS を回復させるサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域の [Recover Server] をクリックします。

ステップ 6

[Recover Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Recover Corrupt BIOS] をクリックします。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 7

[Recover Corrupt BIOS] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Version To Be Activated] ド
ロップダウン リスト

アクティブ化するファームウェア バージョンをドロップダウ
ン リストから選択します。

[Ignore Compatibility Check]
チェックボックス

デフォルトでは、Cisco UCS によって、ファームウェア バー
ジョンがアクティブ化される前に、サーバ上で実行中のすべ
てのプログラムとそのバージョンに互換性があるかが確認さ
れます。
最初に互換性があることを確認せずにファームウェアをアク
ティブ化するよう、Cisco UCS を設定する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。
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名前

説明
（注）

テクニカル サポートの担当者から明確に指示され
た場合にだけ、このオプションを使用することを推
奨します。

b) [OK] をクリックします。

サーバのモニタリング
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

モニタするサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで次のタブのいずれかをクリックして、サーバのステータスを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、サーバ プロパティの概要、サーバとそのコンポーネントの物
理表示など、サーバのステータスの概要が示されます。
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サーバのモニタリング
KVM Launch Manager からの KVM コンソールの起動

オプション

説明

[Inventory] タブ

サーバのコンポーネントのプロパティとステータスに関する詳細情報が次の
サブタブに表示されます。
• [Motherboard]：マザーボードとサーバ BIOS 設定に関する情報。 この
サブタブから、破損した BIOS ファームウェアを復旧させることもでき
ます。
• [CIMC]：CIMC とそのファームウェアに関する情報。サーバの SEL に
もアクセスできます。 このサブタブから、CIMC ファームウェアをアッ
プデートおよびアクティブ化することもできます。
• [CPU]：サーバの各 CPU に関する情報。
• [Memory]：サーバの各メモリ スロットと、スロットの DIMM に関する
情報。
• [Interface cards]：サーバに取り付けられた各アダプタに関する情報。
• [HBAs]：各 HBA のプロパティと、サーバに関連付けられたサービス
プロファイルでの HBA の設定。
• [NICs]：各 NIC のプロパティと、サーバに関連付けられたサービス プ
ロファイルでの NIC の設定。 各行を展開すると、関連する VIF および
vNIC に関する情報を表示できます。
• [Storage]：ストレージ コントローラのプロパティ、サーバに関連付け
られたサービス プロファイルでのローカル ディスク設定ポリシー、
サーバの各ハード ディスクに関する情報。
ヒント

ハード ディスク ドライブやソリッド ステート ドライブなどの
SATA デバイスがサーバに 1 つ以上 搭載されている場合、Cisco
UCS Manager GUI の [Vendor] フィールドにはその SATA デバイス
のベンダー名が表示されます。
ただし Cisco UCS Manager CLI では、[Vendor] フィールドに ATA
が表示され、ベンダー名などのベンダー情報は [Vendor Description]
フィールドに表示されます。 この 2 番目のフィールドは Cisco UCS
Manager GUI にはありません。

[Virtual Machines] サーバでホストされている仮想マシンの詳細情報が表示されます。
[Installed Firmware] CIMC、アダプタ、その他のサーバ コンポーネントのファームウェア バー
タブ
ジョンが表示されます。 このタブを使用して、これらのコンポーネントの
ファームウェアをアップデートおよびアクティブ化することもできます。
[Management Logs] サーバのシステム イベント ログが表示されます。
タブ
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サーバの POST 結果の表示
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オプション

説明

[Faults] タブ

サーバで発生した障害の概要が表示されます。 詳細情報を表示するには、
任意の障害をクリックします。

[Events] タブ

サーバで発生したイベントの概要が表示されます。 詳細情報を表示するに
は、任意のイベントをクリックします。

[FSM] タブ

タスクのステータスなど、サーバで実行されている現在の FSM タスクに関
する詳細情報が表示されます。 この情報を使用して、これらのタスクにお
けるエラーを診断できます。

[Statistics] タブ

サーバとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。 これらの
統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures] タブ サーバのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。 これら
の統計情報は図表形式で表示できます。
[Power] タブ

サーバのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。 これら
の統計情報は図表形式で表示できます。

ステップ 5

[Navigation] ペインで、[Server_ID] ➤ [Interface Cards] ➤ [Interface_Card_ID] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、次のインターフェイス カードのコンポーネントを 1 つ以上右クリックしてナビ
ゲータを開き、コンポーネントのステータスを表示します。
• インターフェイス カード
• DCE インターフェイス
• HBA
• NIC
ヒント

子ノードを表示するには、テーブル内のノードを展開します。 たとえば、[NIC] ノード
を展開すると、その NIC で作成された各 VIF を表示できます。

サーバの POST 結果の表示
サーバとそのアダプタに対する Power On Self-Test プロセスで収集された任意のエラーを表示でき
ます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

POST の結果を表示するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [View POST Results] をクリックします。
[POST Results] ダイアログボックスに、サーバとそのアダプタに対する POST の結果が一覧表示さ
れます。

ステップ 6

（オプション） アダプタのプロパティを表示するには、[Affected Object] カラムをクリックしま
す。

ステップ 7

[OK] をクリックして [POST Results] ダイアログボックスを閉じます。
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サーバの POST 結果の表示
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章

I/O モジュールの管理
この章の構成は、次のとおりです。
• Cisco UCS Manager GUI での I/O モジュール管理 , 493 ページ
• I/O モジュールのリセット, 493 ページ
• I/O モジュールのモニタリング, 494 ページ
• I/O モジュールの POST 結果の表示, 494 ページ

Cisco UCS Manager GUI での I/O モジュール管理
Cisco UCS インスタンス内のすべての I/O モジュールは、Cisco UCS Manager GUI を使用して管理
およびモニタできます。

I/O モジュールのリセット
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [IO Modules] を展開します。

ステップ 3

リセットする I/O モジュールをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Reset IO Module] をクリックします。

ステップ 6

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

493

I/O モジュールのモニタリング

I/O モジュールのモニタリング
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [IO Modules] を展開します。

ステップ 3

モニタする I/O モジュールをクリックします。

ステップ 4

次のタブのいずれかをクリックして、I/O モジュールのステータスを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、モジュール プロパティの概要、モジュールとそのコン
ポーネントの物理表示など、I/O モジュールのステータスの概要が示
されます。

[Fabric Ports] タブ

I/O モジュールのすべてのファブリック ポートのステータスおよび選
択されたプロパティが表示されます。

[Backplane Ports] タブ

I/O モジュールのすべてのバックアップ ポートのステータスおよび選
択されたプロパティが表示されます。

[Faults] タブ

I/O モジュールで発生した障害の詳細が表示されます。

[Events] タブ

I/O モジュールで発生したイベントの詳細が表示されます。

[FSM] タブ

I/O モジュールに関連する FSM タスクの詳細およびステータスが表
示されます。 この情報を使用して、これらのタスクにおけるエラー
を診断できます。

[Statistics] タブ

I/O モジュールとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されま
す。 これらの統計情報は図表形式で表示できます。

I/O モジュールの POST 結果の表示
I/O モジュールに対する Power On Self-Test プロセスで収集された任意のエラーを表示できます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [IO Modules] を展開します。

ステップ 3

POST の結果を表示する I/O モジュールを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [View POST Results] をクリックします。
[POST Results] ダイアログボックスに、I/O モジュールの POST の結果が一覧表示されます。

ステップ 6

[OK] をクリックして [POST Results] ダイアログボックスを閉じます。
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I/O モジュールの POST 結果の表示
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章

Call Home の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• Call Home, 497 ページ
• Call Home の考慮事項とガイドライン, 499 ページ
• Cisco UCS の障害と Call Home の重大度, 500 ページ
• Cisco Smart Call Home, 501 ページ
• Call Home の設定, 502 ページ
• Call Home のディセーブル化, 504 ページ
• Call Home のイネーブル化, 504 ページ
• システム インベントリ メッセージの設定, 505 ページ
• Call Home プロファイルの設定, 506 ページ
• Call Home ポリシーの設定, 509 ページ
• 例：Smart Call Home の Call Home の設定, 513 ページ

Call Home
Call Home では、重要なシステム ポリシーに対して電子メールベースの通知が提供されます。 ポ
ケットベル サービスや XML ベースの自動化された解析アプリケーションとの互換性のために、
さまざまなメッセージ フォーマットが用意されています。 この機能を使用して、ネットワーク
サポート エンジニアにポケットベルで連絡したり、ネットワーク オペレーション センターに電
子メールを送信したりできます。また、Cisco Smart Call Home サービスを使用して TAC のケース
を生成できます。
Call Home 機能では、診断情報および環境の障害とイベントに関する情報が含まれるアラート メッ
セージを配信できます。
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Call Home

Call Home 機能では、複数の受信者（Call Home 宛先プロファイルと呼びます）にアラートを配信
できます。 各プロファイルには、設定可能なメッセージ フォーマットとコンテンツ カテゴリが
含まれます。 Cisco TAC へアラートを送信するための宛先プロファイルが事前に定義されていま
すが、独自の宛先プロファイルを定義することもできます。
メッセージを送信するように Call Home を設定すると、Cisco UCS Manager によって適切な CLI
show コマンドが実行され、コマンド出力がメッセージに添付されます。
Cisco UCS では、Call Home メッセージが次のフォーマットで配信されます。
• 1 または 2 行で障害を説明する、ポケットベルや印刷レポートに適したショート テキスト
フォーマット
• 詳細な情報を十分に書式が整えられたメッセージで提供する、ユーザが読むのに適したフル
テキスト フォーマット
• Extensible Markup Language（XML）と Adaptive Messaging Language（AML）XML schema
definition（XSD）を使用する、コンピュータで読み取り可能な XML フォーマット。 この
AML XSD は、Cisco.com Web サイト（ http://www.cisco.com/）で公開されています。 XML
フォーマットでは、シスコシステムズの TAC との通信が可能になります。
Call Home 電子メール アラートを発信可能な障害についての情報は、『Cisco UCS Faults Reference』
を参照してください。
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次の図に、Call Home が設定されたシステムで Cisco UCS が引き起こされた後のイベントの流れを
示します。
図 4：障害発生後のイベントの流れ

Call Home の考慮事項とガイドライン
Call Home の設定方法は、その機能の使用目的によって異なります。 Call Home を設定する前に考
慮すべき情報には次のものがあります。
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Cisco UCS の障害と Call Home の重大度

宛先プロファイル
少なくとも 1 つの宛先プロファイルを設定する必要があります。 使用する 1 つまたは複数の宛先
プロファイルは、受信エンティティがポケットベル、電子メール、または自動化されたサービス
（Cisco Smart Call Home など）のいずれであるかによって異なります。
宛先プロファイルで電子メール メッセージ配信を使用する場合は、Call Home を設定するときに
Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロトコル）サーバを指定する必要があ
ります。
連絡先情報
受信者が受信メッセージの発信元を判別できるように、連絡先の電子メール、電話番号、および
所在地住所の情報を設定する必要があります。
電子メール サーバまたは HTTP サーバへの IP 接続
ファブリック インターコネクトに、電子メール サーバまたは宛先 HTTP サーバへの IP 接続を与
える必要があります。 クラスタ設定の場合は、両方のファブリック インターコネクトに IP 接続
を与える必要があります。この接続により、現在のアクティブなファブリックインターコネクト
で Call Home 電子メール メッセージを送信できることが保証されます。 これらの電子メール メッ
セージの発信元は、常にファブリック インターコネクトの IP アドレスになります。 クラスタ設
定で Cisco UCS Manager により割り当てられた仮想 IP アドレスが、電子メールの発信元になるこ
とはありません。
Smart Call Home
Cisco Smart Call Home を使用する場合は、次のことが必要です。
• 設定するデバイスが、有効なサービス契約でカバーされている必要があります。
• Cisco UCS 内で Smart Call Home 設定と関連付けられるカスタマー ID は、Smart Call Home が
含まれるサポート契約と関連付けられている CCO（Cisco.com）アカウント名にする必要が
あります。

Cisco UCS の障害と Call Home の重大度
Call Home は複数の Cisco 製品ラインにまたがって存在するため、独自に標準化された重大度が開
発されています。 次の表に、基礎をなす Cisco UCS の障害レベルと Call Home の重大度のマッピ
ングを示します。 Call Home のプロファイルにレベルを設定するときには、このマッピングを理
解しておくことが必要です。
表 8：障害と Call Home の重大度のマッピング

Call Home の重大度

Cisco UCS の障害

Call Home での意味

(9) Catastrophic

適用外

ネットワーク全体におよぶ壊滅的な障
害。
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Cisco Smart Call Home

Call Home の重大度

Cisco UCS の障害

Call Home での意味

(8) Disaster

適用外

ネットワークに対する重大な影響。

(7) Fatal

適用外

システムを使用できません。

(6) Critical

Critical

応急処置を必要とする危機的な状況。

(5) Major

Major

重要な状況。

(4) Minor

Minor

重要でない状況。

(3) Warning

Warning

警告段階の状況。

(2) Notification

Info

基本的な通知と情報メッセージ。 個々は
あまり重要でないことが考えられます。

(1) Normal

Clear

通常のイベント。通常の状態に戻ること
を意味します。

(0) debug

適用外

デバッグ メッセージ。

Cisco Smart Call Home
Cisco Smart Call Home は、Cisco UCS の Call Home 機能を強化する Web アプリケーションです。
Smart Call Home により、予防的な診断および重要なシステム イベントのリアルタイムの電子メー
ル アラートが提供されます。それにより、ネットワークの可用性が高まり、運用効率が向上しま
す。 Smart Call Home は、Cisco UCS の Cisco Unified Computing Support Service と Cisco Unified
Computing Mission Critical Support Service によって提供されるセキュア接続のサービスです。

（注）

Smart Call Home を使用するには、次のものが必要です。
• 対応する Cisco Unified Computing Support Service 契約または Cisco Unified Computing Mission
Critical Support Service 契約と関連付けられた CCO ID
• 登録されるデバイス用の Cisco Unified Computing Support Service または Cisco Unified
Computing Mission Critical Support Service
Smart Call Home 電子メール アラートを Smart Call Home System またはセキュアな Transport Gateway
のいずれかに送信するように、Cisco UCS Manager を設定し、登録できます。 セキュアな Transport
Gateway に送信された電子メール アラートは、HTTPS を使用して Smart Call Home System に転送
されます。
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（注）

セキュリティ上の理由から、Transport Gateway オプションの使用を推奨します。 Transport
Gateway は、シスコからダウンロードできます。
Smart Call Home を設定するには、次の手順を実行する必要があります。
• Smart Call Home 機能をイネーブルにします。
• 連絡先情報を設定します。
• 電子メール情報を設定します。
• SMTP サーバ情報を設定します。
• デフォルトの CiscoTAC-1 プロファイルを設定します。
• Smart Call Home コンポーネント メッセージを送信して、登録プロセスを開始します。
• Cisco UCS インスタンスの Call Home Customer ID として使用する予定の CCO ID に、その資
格として登録の契約番号が追加されていることを確認します。 この ID は、CCO の Profile
Manager の Additional Access の下にあるアカウント プロパティ内で更新できます。

Call Home の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Admin] 領域で次の作業を行い、Call Home をイネーブルにします。
a) [State] フィールドで、[on] をクリックします。
（注）

Cisco UCS Manager GUI では、このフィールドを [on] に設定すると、このタブに残り
のフィールドが表示されます。

b) [Switch Priority] ドロップダウン リストから、次のいずれかのレベルを選択します。
• [alerts]
• [critical]
• [debugging]
• [emergencies]
• [errors]
• [information]
• [notifications]
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• [warnings]
ファブリック インターコネクトの複数のペアがある大規模な Cisco UCS の展開の場合は、メッ
セージの受信者がメッセージの優先度を判断できるようこのフィールドを使用して特定の 1 つ
の Cisco UCS インスタンスからのメッセージに重大度を割り当てることができます。 このフィー
ルドは、小規模な Cisco UCS の展開（単一の Cisco UCS インスタンスなど）には有用でないこ
とがあります。
ステップ 6

[Contact Information] 領域で、次のフィールドに必要な連絡先情報を入力します。
名前

説明

[Contact] フィールド

主要 Call Home 連絡先。

[Phone] フィールド

主要連絡先の電話番号。
+（プラス記号）と国番号から始まる国際形式の番号を入力しま
す。

ステップ 7

ステップ 8

[Email] フィールド

主要連絡先の電子メール アドレス。

[Address] フィールド

主要連絡先の住所。

[Ids] 領域で、Call Home が使用する ID 情報を次のフィールドに入力します。
ヒント
Smart Call Home を設定しない場合は、この手順を省略できま
す。
名前

説明

[Customer Id] フィールド

ライセンス上のサポート契約の契約番号を含む Cisco Connection
Online（CCO）ID。

[Contract Id] フィールド

お客様の Call Home 契約番号。

[Site Id] フィールド

お客様のサイトに固有の Call Home ID。

[Email Addresses] 領域で、Call Home アラート メッセージの電子メール情報を次のフィールドに入
力します。
名前

説明

[From] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される電子メール アドレス。

[Reply To] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される返信電子メール アドレス。
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ステップ 9

[SMTP Server] 領域で、Call Home が電子メール メッセージを送信する SMTP サーバに関する情報
を次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Host] フィールド

Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロ
トコル）サーバの IP アドレスまたはホスト名。
（注）

[Port] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

SMTP サーバとの通信に使用されるポート番号。

ステップ 10 [Save Changes] をクリックします。

Call Home のディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Admin] 領域の [State] フィールドで、[off] をクリックします。
（注）
このフィールドが [off] に設定されている場合、Cisco UCS Manager ではこのタブの残り
のフィールドが表示されません。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

Call Home のイネーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Admin] 領域の [State] フィールドで、[on] をクリックします。
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（注）

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI では、このフィールドを [on] に設定すると、このタブに残りの
フィールドが表示されます。

[Save Changes] をクリックします。

次の手順
Call Home が完全に設定されていることを確認します。

システム インベントリ メッセージの設定
システム インベントリ メッセージの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Send Periodically] フィールド

このフィールドを [on] に設定すると、Cisco UCS によってシス
テム インベントリが Call Home データベースに送信されます。
この情報がいつ送信されるかは、この領域の他のフィールドに
よって決まります。

[Send Interval] フィールド

自動システム インベントリ データ収集の間隔（日数）。

[Hour of Day to Send] フィール
ド

データを送信する時間（24 時間時計形式）。

[Minute of Hour] フィールド

データを送信する時間（分数）。

[Time Last Sent] フィールド

情報が最後に送信された日時。
（注）

[Next Scheduled] フィールド

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。

次のデータ収集の日時。
（注）

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。
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ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

システム インベントリ メッセージの送信
スケジュール済みメッセージ以外のシステムインベントリメッセージを手動で送信する必要があ
る場合は、この手順を使用します。

（注）

システム インベントリ メッセージは、CiscoTAC-1 プロファイルで定義された受信者だけに送
信されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Send System Inventory Now] をクリックします。
Cisco UCS Manager は、ただちに Call Home に設定された受信者にシステム インベントリ メッセー
ジを送信します。

Call Home プロファイルの設定
Call Home プロファイル
Call Home プロファイルは、特定の重大度で発生したイベントのアラート メールを受信するアラー
トグループおよび受信者を決定します。また、これらのプロファイルを使用して特定の受信者お
よびアラート グループのセットに対してアラートの形式を指定することもできます。
デフォルトでは、Cisco TAC-1 プロファイルを設定する必要があります。 しかし、指定したレベ
ルでイベントが発生したときに、指定された 1 つ以上のグループにアラート メールを送信するた
めのプロファイルを追加作成することもできます。
たとえば、高い重大度の障害に対して次の 2 つのプロファイルを設定できます。
• アラート グループにアラートを送信する短いテキスト形式のプロファイル。 このグループ
のメンバーは、障害に関する 1 ～ 2 行の説明を受け取ります（この説明を使用して問題を追
跡できます）。
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• CiscoTAC アラート グループにアラートを送信する XML 形式のプロファイル。 このグルー
プのメンバーは、マシンが読み取り可能な形式で詳細なメッセージを受け取ります（Cisco
Systems Technical Assistance Center 推奨）。

Call Home プロファイルの作成
デフォルトでは、Cisco TAC-1 プロファイルを設定する必要があります。 しかし、指定したレベ
ルでイベントが発生したときに、指定された 1 つ以上のグループにアラート メールを送信するた
めのプロファイルを追加作成することもできます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 5

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。

ステップ 6

[Create Call Home Profile] ダイアログボックスで、次の情報フィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

このプロファイルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
や特殊記号を使用することはできません。また、オブジェクト
を保存した後にこの名前を変更できません。

[Level] フィールド

Cisco UCS の障害がこのレベル以上の場合は、プロファイルが
トリガーされます。 ここに指定できる値は次のとおりです。
• [critical]
• [debug]
• [disaster]
• [fatal]
• [major]
• [minor]
• [normal]
• [notification]
• [warning]
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名前

説明

[Alert Groups] フィールド

この Call Home プロファイルに基づいて警告されるグループ。
これは次のいずれか、または複数の値になります。
• [ciscoTac]
• [diagnostic]
• [environmental]
• [inventory]
• [license]
• [lifeCycle]
• [linecard]
• [supervisor]
• [syslogPort]
• [system]
• [test]

ステップ 7

[Email Configuration] 領域で、次のフィールドに値を入力して電子メール アラートを設定します。
名前

説明

[Format] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [xml]：Extensible Markup Language（XML）と Adaptive
Messaging Language（AML）XML Schema Definition（XSD）
を使用するマシンが読み取り可能な形式。 この形式によ
り、Cisco Systems Technical Assistance Center との通信が可
能になります。
• [fullTxt]：人間が判読するのに適している完全にフォーマッ
トされたメッセージ（詳細な情報付き）。
• [shortTxt]：ポケットベルまたは印刷されたレポートに適し
ている 1 ～ 2 行の障害の説明。

[Max Message Size] フィールド 指定された Call Home 受信者に送信される最大メッセージ サイ
ズ。
デフォルト値は 1000000 です。 フルテキストおよび XML メッ
セージの場合、推奨される最大サイズは 5000000 です。 ショー
トテキスト メッセージの場合、推奨される最大サイズは 100000
です。 CiscoTAC-1 の場合、最大メッセージ サイズは 5000000
である必要があります。
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ステップ 8

[Recipients] 領域で次の手順を実行して電子メール アラートの 1 つ以上の電子メール受信者を追加
します。
a) テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
b) [Add Email Recipients] ダイアログボックスで、 [Email] フィールドでの Call Home アラートの送
信先となる電子メール アドレスを入力します。
保存した電子メール アドレスは削除できますが、変更はできません。
c) [OK] をクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

Call Home プロファイルの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 5

削除するプロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

Call Home ポリシーの設定
Call Home ポリシー
Call Home ポリシーは、特定の種類の障害またはシステム イベントに対して Call Home アラート
を送信するかどうかを決定します。デフォルトでは、特定の種類の障害およびシステムイベント
に対してアラートを送信するよう Call Home がイネーブルになります。 ただし、Cisco UCS が特
定の種類を処理しないよう設定できます。
ある種類の障害またはイベントに対してアラートをディセーブルするには、その種類に対して Call
Home ポリシーを作成する必要があります。まず最初にその種類に対してポリシーを作成し、次に
ポリシーをディセーブルにします。
デフォルトでは、Cisco UCS は次の種類の障害およびシステム イベントに対して Call Home アラー
トを送信します。
• [association-failed]
• [configuration-failure]
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• [connectivity-problem]
• [election-failure]
• [equipment-inaccessible]
• [equipment-inoperable]
• [equipment-problem]
• [fru-problem]
• [identity-unestablishable]
• [link-down]
• [management-services-failure]
• [management-services-unresponsive]
• [power-problem]
• [thermal-problem]
• [unspecified]
• [version-incompatible]
• [voltage-problem]

Call Home ポリシー
ヒント

デフォルトでは、すべての重大なシステム イベントに関するアラート メールが送信されるよ
う、すべての Call Home ポリシーがイネーブルになります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 5

テーブルの右側にあるアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルである場合は、テーブル内のエントリをクリックしてイネーブルにし
ます。

ステップ 6

[Create Call Home Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[State] フィールド

このフィールドが [enabled] の場合、関連付けられた原因と一致
するエラーが発生した際にシステムはこのポリシーを使用しま
す。 それ以外の場合、一致するエラーが発生しても、システム
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名前

説明
はこのポリシーを無視します。 デフォルトでは、すべてのポリ
シーがイネーブルになります。

[Cause] フィールド

アラートを発信するイベント。 各ポリシーには、あるタイプの
イベントについてアラートを送信するかどうかが定義されます。
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [association-failed]
• [configuration-failure]
• [connectivity-problem]
• [election-failure]
• [equipment-inaccessible]
• [equipment-inoperable]
• [equipment-problem]
• [fru-problem]
• [identity-unestablishable]
• [link-down]
• [management-services-failure]
• [management-services-unresponsive]
• [power-problem]
• [thermal-problem]
• [unspecified]
• [version-incompatible]
• [voltage-problem]

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

異なる種類の障害またはイベントに Call Home ポリシーを設定する場合は、ステップ 6 および 7
を繰り返します。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

511

Call Home ポリシーの設定
Call Home ポリシーのディセーブル化

Call Home ポリシーのディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 5

ディセーブルにするポリシーを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 6

[State] フィールドで、[Disabled] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

Call Home ポリシーのイネーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 5

イネーブルにするポリシーを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 6

[State] フィールドで、[Enabled] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

Call Home ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 5

ディセーブルにするポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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例：Smart Call Home の Call Home の設定
Smart Call Home の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Admin] 領域で次の作業を行い、Call Home をイネーブルにします。
a) [State] フィールドで、[on] をクリックします。
（注）

Cisco UCS Manager GUI では、このフィールドを [on] に設定すると、このタブに残り
のフィールドが表示されます。

b) [Switch Priority] ドロップダウン リストから、次の緊急度レベルのいずれかを選択します。
• [alerts]
• [critical]
• [debugging]
• [emergencies]
• [errors]
• [information]
• [notifications]
• [warnings]
ステップ 6

[Contact Information] 領域で、次のフィールドに必要な連絡先情報を入力します。
名前

説明

[Contact] フィールド

主要 Call Home 連絡先。

[Phone] フィールド

主要連絡先の電話番号。
+（プラス記号）と国番号から始まる国際形式の番号を入力しま
す。

[Email] フィールド

主要連絡先の電子メール アドレス。

[Address] フィールド

主要連絡先の住所。
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ステップ 7

ステップ 8

ステップ 9

[Ids] 領域で、次のフィールドに Smart Call Home ID 情報を入力します。
名前

説明

[Customer Id] フィールド

ライセンス上のサポート契約の契約番号を含む Cisco Connection
Online（CCO）ID。

[Contract Id] フィールド

お客様の Call Home 契約番号。

[Site Id] フィールド

お客様のサイトに固有の Call Home ID。

[Email Addresses] 領域で、次のフィールドに Smart Call Home アラート メッセージの電子メール情
報を入力します。
名前

説明

[From] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される電子メール アドレス。

[Reply To] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される返信電子メール アドレス。

[SMTP Server] 領域で、次のフィールドに Call Home が電子メール メッセージを送信するために使
用する SMTP サーバに関する情報を入力します。
名前

説明

[Host] フィールド

Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロ
トコル）サーバの IP アドレスまたはホスト名。
（注）

[Port] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

SMTP サーバとの通信に使用されるポート番号。

ステップ 10 [Save Changes] をクリックします。

デフォルトの Cisco TAC-1 プロファイルの設定
次に、CiscoTAC-1 プロファイルのデフォルト設定を示します。
• レベルは標準です。
• CiscoTAC 警報グループだけが選択されています。
• 形式は xml です。
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例：Smart Call Home の Call Home の設定
Smart Call Home に対するシステム インベントリ メッセージの設定

• 最大メッセージ サイズは 5000000 です。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 5

Cisco TAC-1 プロファイルを右クリックし、[Recipient] を選択します。

ステップ 6

[Add Email Recipients] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Email] フィールドで、Call Home アラートの送信先の電子メール アドレスを入力します。
たとえば、「callhome@cisco.com」と入力します。
保存した電子メール アドレスは削除できますが、変更はできません。
b) [OK] をクリックします。

Smart Call Home に対するシステム インベントリ メッセージの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域で、次のフィールドに値を入力して、システム インベントリ メッセージを Smart
Call Home に送信する方法を指定します。
名前

説明

[Send Periodically] フィールド

このフィールドを [on] に設定すると、Cisco UCS によってシス
テム インベントリが Call Home データベースに送信されます。
この情報がいつ送信されるかは、この領域の他のフィールドに
よって決まります。

[Send Interval] フィールド

自動システム インベントリ データ収集の間隔（日数）。

[Hour of Day to Send] フィール
ド

データを送信する時間（24 時間時計形式）。

[Minute of Hour] フィールド

データを送信する時間（分数）。
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例：Smart Call Home の Call Home の設定
Smart Call Home の登録

名前

説明

[Time Last Sent] フィールド

情報が最後に送信された日時。
（注）

[Next Scheduled] フィールド

次のデータ収集の日時。
（注）

ステップ 6

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。

[Save Changes] をクリックします。

Smart Call Home の登録
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Communication Services] を展開します。

ステップ 3

[Call Home] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で [Send System Inventory Now] をクリックし、登録プロセスを開始します。

ステップ 6

シスコから電子メールの応答を受信したら、その電子メールのリンクをクリックして、Smart Call
Home の登録を完了します。
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章

設定のバックアップと復元
この章の構成は、次のとおりです。
• バックアップおよびエクスポートの設定, 517 ページ
• バックアップ タイプ, 517 ページ
• バックアップ操作の考慮事項と推奨事項, 518 ページ
• 設定のインポート, 519 ページ
• インポート方法, 519 ページ
• システムの復元, 520 ページ
• バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザ ロール, 520 ページ
• バックアップ操作, 520 ページ
• インポート操作, 525 ページ
• ファブリック インターコネクトの設定の復元, 529 ページ

バックアップおよびエクスポートの設定
Cisco UCS Manager からバックアップを実行する場合は、システム設定全体またはその一部のス
ナップショットを作成し、ファイルをネットワーク上の場所にエクスポートします。 Cisco UCS
Manager を使用して、サーバにデータをバックアップすることはできません。
バックアップは、システムが起動されて動作している間に実行できます。 バックアップ操作で
は、管理プレーンからの情報だけが保存されます。 バックアップは、サーバまたはネットワーク
トラフィックには影響しません。

バックアップ タイプ
Cisco UCS Manager から次のタイプのバックアップを 1 つ以上実行できます。
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バックアップ操作の考慮事項と推奨事項

• [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。 このバックアッ
プにより生成されたファイルを使用して、障害回復時にシステムを復元できます。 このファ
イルにより、元のファブリック インターコネクト上で設定を復元または再構築できます。ま
た、別のファブリック インターコネクト上で設定を再現することもできます。 このファイ
ルは、インポートには使用できません。
• [All configuration]：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。 このバッ
クアップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を元のファブリック インター
コネクトまたは別のファブリック インターコネクトにインポートできます。 このファイル
は、システムの復元には使用できません。
• [System configuration]：ユーザ名、ロール、ロケールなどのすべてのシステム設定が含まれる
XML ファイル。 このバックアップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を
元のファブリック インターコネクトまたは別のファブリック インターコネクトにインポー
トできます。 このファイルは、システムの復元には使用できません。
• [Logical configuration]：サービス プロファイル、VLAN、VSAN、プール、ポリシーなどのす
べての論理設定が含まれる XML ファイル。 このバックアップにより生成されたファイルを
使用して、これらの設定を元のファブリック インターコネクトまたは別のファブリック イ
ンターコネクトにインポートできます。 このファイルは、システムの復元には使用できませ
ん。

バックアップ操作の考慮事項と推奨事項
バックアップ操作を作成する前に、次のことを考慮してください。
バックアップ場所

バックアップ場所とは、Cisco UCS Manager でバックアップ ファイルをエ
クスポートするネットワーク上の宛先またはフォルダのことです。 バック
アップ操作は、バックアップ ファイルを保存する場所ごとに 1 つしか保持
できません。

バックアップ ファイ ファイル名を変更しないでバックアップ操作を再実行すると、サーバ上に
すでに存在するファイルが Cisco UCS Manager によって上書きされます。
ルの上書き
既存のバックアップ ファイルが上書きされるのを回避するには、バック
アップ操作内のファイル名を変更するか、既存のファイルを別の場所にコ
ピーします。
複数種類のバック
アップ

同じ場所に対して複数種類のバックアップを実行し、エクスポートできま
す。 バックアップ操作を再実行する前に、バックアップ タイプを変更する
必要があります。 バックアップ タイプの識別を容易にし、また既存のバッ
クアップ ファイルが上書きされるのを回避するために、ファイル名を変更
することを推奨します。

バックアップのスケ バックアップ操作はスケジュールできません。 ただし、バックアップ操作
を前もって作成し、そのバックアップの実行準備が整うまで管理状態をディ
ジュール設定
セーブルのままにしておくことはできます。 Cisco UCS Manager は、バッ
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設定のインポート

クアップ操作の管理状態がイネーブルに設定されるまで、バックアップ操
作を実行したり、コンフィギュレーション ファイルを保存したり、エクス
ポートしたりしません。
増分バックアップ

Cisco UCS Manager システム設定の増分バックアップは実行できません。

下位互換性

Cisco UCS Manager のリリース 1.1(1) からは、パスワードなどの機密情報が
クリア テキストでエクスポートされないように、完全な状態のバックアッ
プは暗号化されます。 したがって、リリース 1.1(1) 以降で作成された完全
な状態のバックアップは、それらよりも前のソフトウェア リリースを実行
している Cisco UCS インスタンスに対して復元できません。

設定のインポート
Cisco UCS Manager からエクスポートされたコンフィギュレーション ファイルをインポートでき
ます。 ファイルは、同じ Cisco UCS Manager からエクスポートされる必要はありません。
インポート機能は、すべてのコンフィギュレーションファイル、システムコンフィギュレーショ
ン ファイル、および論理コンフィギュレーション ファイルで使用できます。 インポートは、シ
ステムがアップ状態で、稼動中に実行できます。 インポート操作によって情報が変更されるの
は、管理プレーンだけです。 インポート操作によって行われる一部の変更（サーバに割り当てら
れた Virtual Network Interface Card [vNIC; 仮想ネットワーク インターフェイス カード] に対する変
更など）により、サーバのリブートまたはトラフィックを中断する他の動作が行われることがあ
ります。
インポート操作はスケジュールできません。 ただし、インポート操作を前もって作成し、そのイ
ンポートの実行準備が整うまで管理状態をディセーブルのままにしておくことはできます。 Cisco
UCS Manager では、管理状態がイネーブルに設定されるまで、コンフィギュレーション ファイル
でインポート操作が実行されません。
インポート操作は、コンフィギュレーション バックアップ ファイルを保存する場所ごとに 1 つし
か保持できません。

インポート方法
次のいずれかの方法を使用して、Cisco UCS Manager によるシステム設定のインポートおよびアッ
プデートを実行できます。
• [Merge]：インポートされたコンフィギュレーション ファイルの情報は、既存の設定情報と
比較されます。 矛盾が存在する場合、インポートされたコンフィギュレーション ファイル
の情報で Cisco UCS インスタンスの情報が上書きされます。
• [Replace]：現在の設定情報が、インポートされたコンフィギュレーション ファイルの情報で
一度に 1 つのオブジェクトについて置き換えられます。
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システムの復元
バックアップ操作の作成

システムの復元
Cisco UCS Managerからエクスポートされた任意の完全な状態のバックアップ ファイルからシステ
ム設定を復元できます。 このファイルは、復元するシステム上の Cisco UCS Manager からエクス
ポートされたものでなくてもかまいません。
この復元機能は、完全な状態のバックアップファイルにだけ使用できます。完全な状態のバック
アップ ファイルはインポートできません。 復元は、初期システム セットアップで実行します。
この復元機能は、障害回復に使用できます。

バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザ ロール
バックアップ操作とインポート操作を作成し、実行するには、管理ロールを持つユーザ アカウン
トが必要です。

バックアップ操作
バックアップ操作の作成
操作を行う前に
バックアップ サーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャルを取得します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Backup Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Backup Configuration] ダイアログボックスで [Create Backup Operation] をクリックします。

ステップ 6

[Create Backup Operation] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]：[OK] をクリックするとただちに、Cisco UCS
Manager によってバックアップ操作が実行されます。
• [disabled]：[OK] をクリックすると、Cisco UCS Manager に
よるバックアップ操作は実行されません。 このオプション
を選択すると、ダイアログボックス内のすべてのフィール
ドは表示されたままになります。 ただし、バックアップは
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バックアップ操作
バックアップ操作の作成

名前

説明
[Backup Configuration] ダイアログボックスから手動で実行
する必要があります。

[Type] フィールド

バックアップ設定ファイルに保存された情報。 ここに指定でき
る値は次のとおりです。
• [Full state]：システム全体のスナップショットが含まれま
す。 このファイルは、障害回復でファブリック インター
コネクトの各設定を再作成したり、ファブリック インター
コネクトを再構築したりする必要がある場合に使用できま
す。
• [All configuration]：すべてのシステムおよび論理設定情報
が含まれます。
• [System configuration]：ユーザ名、ロール、ロケールなどの
すべてのシステム設定が含まれます。
• [Logical configuration]：サービス プロファイル、LAN 設
定、SAN 設定、プール、ポリシーなどのすべての論理設定
が含まれます。

[Preserve Identities] チェックボッ このチェックボックスをオンにすると、バックアップ ファイル
クス
に MAC アドレス、World Wide Port Name（WWPN）、World
Wide Node Name（WWNN）、および Universally Unique Identifier
（UUID）を含む、プールから派生されたすべての ID が保存さ
れます。
[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。 ここに指定
できる値は次のとおりです。
• [FTP]
• [TFTP]
• [SCP]
• [SFTP]

[Hostname] フィールド

バックアップ ファイルが保存される場所のホスト名または IP
アドレス。 これは、サーバ、ストレージ アレイ、ローカル ド
ライブ、またはファブリック インターコネクトがネットワーク
からアクセスできる任意の読み取り/書き込みメディアのいずれ
かになります。
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バックアップ操作
バックアップ操作の作成

名前

説明
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

[Remote File] フィールド

バックアップ設定ファイルのフル パス。 このフィールドには、
ファイル名とパスを入力できます。 ファイル名を省略した場合
は、バックアップ手順でファイルに名前が割り当てられます。

[User] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィールドは適用
されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。
Cisco UCS Manager では、このパスワードは保存されません。
したがって、バックアップ操作をイネーブルにしてただちに実
行する場合を除き、このパスワードを入力する必要はありませ
ん。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

Cisco UCS Manager によって確認ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。
[Admin State] フィールド をイネーブルに設定した場合は、Cisco UCS Manager が、選択した設定
タイプのスナップショットを取得し、そのファイルをネットワークの場所にエクスポートします。
バックアップ操作は [Backup Configuration] ダイアログボックスの [Backup Operations] テーブルに
表示されます。

ステップ 9

（オプション） バックアップ操作の進捗を確認するには、次の手順を実行します。
a) バックアップ操作が [Properties] 領域に表示されない場合は、[Backup Operations] テーブルの
バックアップ操作をクリックします。
b) [Properties] 領域で、[FSM Details] バーの下矢印をクリックします。
[FSM Details] 領域が展開され、操作のステータスが表示されます。

ステップ 10 [OK] をクリックして [Backup Configuration] ダイアログボックスを閉じます。
バックアップ操作は、完了するまで続行されます。 進捗状況を確認するには、再度 [Backup
Configuration] ダイアログボックスを開きます。
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バックアップ操作
バックアップ操作の実行

バックアップ操作の実行
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Backup Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Backup Configuration] ダイアログボックスの [Backup Operations] テーブルで、実行するバックアッ
プ操作をクリックします。
選択されたバックアップ操作の詳細が [Properties] 領域に表示されます。

ステップ 6

[Properties] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
a) [Admin State] フィールドで、[Enabled] オプション ボタンをクリックします。
b) TFTP を除くすべてのプロトコルについて、ユーザ名に対応するパスワードを [Password] フィー
ルドに入力します。
c) （オプション） その他の使用可能なフィールドでコンテンツを変更します。

ステップ 7

[Apply] をクリックします。
Cisco UCS Manager は、選択された設定タイプのスナップショットを作成し、ファイルをネット
ワークの場所にエクスポートします。 バックアップ操作は [Backup Configuration] ダイアログボッ
クスの [Backup Operations] テーブルに表示されます。

ステップ 8

（オプション） バックアップ操作の進捗状況を確認するには、[FSM Details] バーの下矢印をク
リックします。
[FSM Details] 領域が展開され、操作のステータスが表示されます。

ステップ 9

[OK] をクリックして [Backup Configuration] ダイアログボックスを閉じます。
バックアップ操作は、完了するまで続行されます。 進捗状況を確認するには、再度 [Backup
Configuration] ダイアログボックスを開きます。

バックアップ操作の変更
バックアップ操作を修正して、別のバックアップ タイプのファイルをその場所に保存したり、前
のバックアップ ファイルが上書きされないようにファイル名を変更したりすることができます。
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バックアップ操作
1 つまたは複数のバックアップ操作の削除

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Backup Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Backup Configuration] ダイアログボックスの [Backup Operations] 領域で、変更するバックアップ操
作をクリックします。
選択されたバックアップ操作の詳細が [Properties] 領域に表示されます。 バックアップ操作がディ
セーブル状態の場合、このフィールドはグレー表示されています。

ステップ 6

[Admin State] フィールドで、[enabled] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

該当するフィールドを変更します。
バックアップ操作をただちに実行する場合を除き、パスワードを入力する必要はありません。

ステップ 8

（オプション） バックアップ操作を今すぐに実行しない場合は、[Admin State] フィールドの
[disabled] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

1 つまたは複数のバックアップ操作の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Backup Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Backup Configuration] ダイアログボックスの [Backup Operations] テーブルで、削除するバックアッ
プ操作をクリックします。
ヒント
操作の管理状態が [Enabled] に設定されている場合、テーブルでバックアップ操作をク
リックすることはできません。

ステップ 6

[Backup Operations] テーブルのアイコン バーの [Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 8

[Backup Configuration] ダイアログボックスで、次のいずれかをクリックします。
オプション

説明

[Apply]

ダイアログボックスを閉じずに、選択したバックアップ操作を削除
します。
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オプション

説明

[OK]

選択したバックアップ操作を削除し、ダイアログボックスを閉じま
す。

インポート操作
インポート操作の作成
Full State 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。 次のコンフィギュレーショ
ン ファイルのいずれでもインポートできます。
• All コンフィギュレーション
• System コンフィギュレーション
• Logical コンフィギュレーション

操作を行う前に
コンフィギュレーション ファイルのインポートに必要な次の情報を収集します。
• バックアップ サーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャル
• バックアップ ファイルの完全修飾名

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Import Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Import Configuration] ダイアログボックスで、[Create Import Operation] をクリックします。

ステップ 6

[Create Import Operation] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]：[OK] をクリックするとただちに、Cisco UCS に
よってインポート操作が実行されます。
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名前

説明
• [disabled]：[OK] をクリックすると、Cisco UCS によるイン
ポート操作は実行されません。 このオプションを選択する
と、ダイアログボックス内のすべてのフィールドは表示さ
れたままになります。 ただし、インポートは [Import
Configuration] ダイアログボックスから手動で実行する必要
があります。

[Action] フィールド

次のオプションを選択できます。
• [Merge]：設定情報が既存の情報とマージされます。 競合
する場合、現在のシステム上の情報が、インポート設定
ファイル内の情報に置き換えられます。
• [Replace]：インポート設定ファイル内の各オブジェクトが
採用され、現在の設定内の対応するオブジェクトは上書き
されます。

[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。 ここに指定
できる値は次のとおりです。
• [FTP]
• [TFTP]
• [SCP]
• [SFTP]

[Hostname] フィールド

設定ファイルのインポート元のホスト名または IP アドレス。
（注）

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

[Remote File] フィールド

インポートされる設定ファイルの名前。

[User] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィールドは適用
されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。
Cisco UCS Manager では、このパスワードは保存されません。
したがって、インポート操作をイネーブルにしてただちに実行
する場合を除き、このパスワードを入力する必要はありません。
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ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

確認ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
[Admin State] をイネーブルに設定した場合、Cisco UCS Manager は、ネットワークの場所から設定
をインポートします。 選択した処理に応じて、ファイル内の情報が既存の設定と結合されるか、
既存の設定と置き換えられます。 インポート操作は、[Import Configuration] ダイアログボックス
の [Import Operations] テーブルに表示されます。

ステップ 9

（オプション） インポート操作の進捗状況を表示するには、次の手順を実行します。
a) [Properties] 領域にインポート操作が自動的に表示されない場合は、[Import Operations] テーブル
でインポート操作をクリックします。
b) [Properties] 領域で、[FSM Details] バーの下矢印をクリックします。
[FSM Details] 領域が展開され、操作のステータスが表示されます。

ステップ 10 [OK] をクリックして、[Import Configuration] ダイアログボックスを閉じます。
インポート操作は、終了するまで実行されます。 進捗状況を表示するには、[Import Configuration]
を再度開きます。

インポート操作の実行
Full State 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。 次のコンフィギュレーショ
ン ファイルのいずれでもインポートできます。
• All コンフィギュレーション
• System コンフィギュレーション
• Logical コンフィギュレーション

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Import Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Import Configuration] ダイアログボックスの [Import Operations] テーブルで、実行する操作をクリッ
クします。
選択されたインポート操作の詳細が [Properties] 領域に表示されます。

ステップ 6

[Properties] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
a) [Admin State] フィールドで、[Enabled] オプション ボタンをクリックします。
b) TFTP を除くすべてのプロトコルについて、ユーザ名に対応するパスワードを [Password] フィー
ルドに入力します。
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c) （オプション） その他の使用可能なフィールドでコンテンツを変更します。
ステップ 7

[Apply] をクリックします。
Cisco UCS Manager は、ネットワークの場所から設定ファイルをインポートします。 選択した処
理に応じて、ファイル内の情報が既存の設定と結合されるか、既存の設定と置き換えられます。
インポート操作は、[Import Configuration] ダイアログボックスの [Import Operations] テーブルに表
示されます。

ステップ 8

（オプション） インポート操作の進捗状況を確認するには、[FSM Details] バーの下矢印をクリッ
クします。
[FSM Details] 領域が展開され、操作のステータスが表示されます。

ステップ 9

[OK] をクリックして、[Import Configuration] ダイアログボックスを閉じます。
インポート操作は、終了するまで実行されます。 進捗状況を表示するには、[Import Configuration]
を再度開きます。

インポート操作の変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Import Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Import Configuration] ダイアログボックスの [Import Operations] 領域で、変更するインポート操作
をクリックします。
選択されたインポート操作の詳細が [Properties] 領域に表示されます。 インポート操作がディセー
ブル状態の場合、このフィールドはグレー表示されています。

ステップ 6

[Admin State] フィールドで、[enabled] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

該当するフィールドを変更します。
インポート操作をただちに実行する場合を除き、パスワードを入力する必要はありません。

ステップ 8

（オプション） インポート操作を今すぐに実行しない場合は、[Admin State] フィールドの [disabled]
オプション ボタンをクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。
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1 つまたは複数のインポート操作の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[All] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Import Configuration] をクリックします。

ステップ 5

[Backup Configuration] ダイアログボックスの [Import Operations] テーブルで、削除するインポート
操作をクリックします。
ヒント
操作の管理状態が [Enabled] に設定されている場合、テーブルでインポート操作をクリッ
クすることはできません。

ステップ 6

[Import Operations] テーブルのアイコン バーの [Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 8

[Import Configuration] ダイアログボックスで、次のいずれかをクリックします。
オプション

説明

[Apply]

ダイアログボックスを閉じずに、選択したインポート操作を削除し
ます。

[OK]

選択したインポート操作を削除し、ダイアログボックスを閉じま
す。

ファブリック インターコネクトの設定の復元
操作を行う前に
システム コンフィギュレーションを復元するために必要な次の情報を収集します。
• ファブリック インターコネクト管理ポートの IP アドレスおよびサブネット マスク
• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス
• バックアップ サーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャル
• Full State バックアップ ファイルの完全修飾名
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（注）

システムを復元するには、Full State コンフィギュレーション ファイルへのア
クセス権が必要です。 その他のタイプのコンフィギュレーション ファイルや
バックアップ ファイルでは、システムを復元することはできません。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトがオフの場合はオンにします。
ファブリック インターコネクトがブートする際、Power On Self-Test のメッセージが表示されま
す。

ステップ 3

インストール方式プロンプトに gui と入力します。

ステップ 4

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合、次の情報を入力するよう求められることがあ
ります。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IP アドレス
• ファブリック インターコネクトの管理ポートのサブネット マスク
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IP アドレス

ステップ 5

プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページに
移動します。

ステップ 6

起動ページで [Express Setup] を選択します。

ステップ 7

[Express Setup] ページで [Restore From Backup] を選択し、[Submit] をクリックします。

ステップ 8

[Cisco UCS Manager Initial Setup] ページの [Protocol] 領域で、完全な状態のバックアップ ファイル
をアップロードするために使用するプロトコルを選択します。
• [SCP]
• [TFTP]
• [FTP]
• [SFTP]

ステップ 9

[Server Information] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Server IP]

完全な状態のバックアップ ファイルがあるコン
ピュータの IP アドレス。 これは、サーバ、ス
トレージ アレイ、ローカル ドライブ、または
ファブリック インターコネクトがネットワーク
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名前

説明
からアクセスできる任意の読み取り/書き込みメ
ディアのいずれかになります。

[Backup File Path]

フォルダ名やファイル名など、完全な状態の
バックアップ ファイルがあるファイルのパス。

[User ID]

システムがリモート サーバへのログインに使用
する必要のあるユーザ名。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。

[Password]

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プ
ロトコルが TFTP の場合、このフィールドは適
用されません。

ステップ 10 [Submit] をクリックします。
コンソールに戻ってシステム復元の進捗状況を確認できます。
ファブリック インターコネクトはバックアップ サーバにログインし、指定された完全な状態の
バックアップ ファイルのコピーを取得し、システム設定を復元します。
クラスタ設定の場合、セカンダリファブリックインターコネクトを復元する必要はありません。
セカンダリ ファブリック インターコネクトがリブートすると、Cisco UCS Manager はただちにそ
の設定をプライマリ ファブリック インターコネクトと同期させます。
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章

システム イベント ログの管理
この章の構成は、次のとおりです。
• システム イベント ログ, 533 ページ
• 各サーバのシステム イベント ログの表示, 534 ページ
• シャーシ内のサーバのシステム イベント ログの表示, 534 ページ
• SEL ポリシーの設定, 534 ページ
• サーバのシステム イベント ログの管理, 536 ページ

システム イベント ログ
System Event Log（SEL; システム イベント ログ）は、NVRAM 内の CIMC に存在します。 過不足
の電圧、温度イベント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、ほとんどのサーバ関連イ
ベントが記録されます。 SEL は、主にトラブルシューティングのために使用します。
SEL ファイルのサイズは約 40KB であり、一杯になるとそれ以降のイベントは記録されません。
新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があります。
SEL ポリシーを使用して、SEL をリモート サーバにバックアップできます。また、必要に応じ
て、バックアップ操作後に SEL をクリアすることもできます。 バックアップ操作は、特定のアク
ションに基づいて起動するか、定期的に実行できます。 SEL のバックアップやクリアは、手動で
行うこともできます。
バックアップ ファイルは、自動的に生成されます。 このファイル名の形式は、
sel-SystemName-ChassisID-ServerID-ServerSerialNumber-Timestamp です。たとえば、
sel-UCS-A-ch01-serv01-QCI12522939-20091121160736 となります。
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各サーバのシステム イベント ログの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis Number] ➤ [Servers] を展開します。

ステップ 3

システム イベント ログを表示するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Management Logs] タブをクリックします。
Cisco UCS Manager でサーバに関するシステム イベント ログが取得され、イベントのリストが表
示されます。

シャーシ内のサーバのシステム イベント ログの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Chassis] ➤ [Chassis_Name] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [Management Logs] タブをクリックします。

ステップ 4

[Server] テーブルで、システム イベント ログを表示するサーバを選択します。
Cisco UCS Manager でサーバに関するシステム イベント ログが取得され、イベントのリストが表
示されます。

SEL ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[SEL Policy] サブタブをクリックします。

ステップ 5

（オプション） [General] 領域で、[Description] フィールドにポリシーの説明を入力します。
この領域の他のフィールドは読み取り専用です。
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ステップ 6

[Backup Configuration] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。 ここに指定
できる値は次のとおりです。
• [FTP]
• [TFTP]
• [SCP]
• [SFTP]

[Hostname] フィールド

バックアップ設定が存在する場所のサーバのホスト名または IP
アドレス。 IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、
Cisco UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン ネー
ム システム）サーバを設定する必要があります。
（注）

[Remote Path] フィールド

バックアップ ファイルの名前は、Cisco UCS によって生成され
式は次のとおりです。
sel-system-name-chchassis-id-servblade-id-blade-

リモート サーバ上でのファイルの絶対パス（必要な場合）。
SCP を使用する場合、絶対パスは必ず必要です。 他のプロトコ
ルを使用する場合は、対象のファイルがデフォルトのダウンロー
ド フォルダに保管されていれば、リモート パスを指定しなくて
もかまいません。 使用するファイル サーバの設定状況の詳細に
ついては、システム管理者にお問い合せください。

[Backup Interval] ドロップダウ
ン リスト

自動バックアップ間の待機時間。 ここに指定できる値は次のと
おりです。
• [1 Hour]
• [24 Hours]
• [2 Hours]
• [4 Hours]
• [8 Hours]
• [Never]：自動 SEL データ バックアップを実行しません。
（注）

[Format] フィールド

システムによって自動バックアップを作成する場合
は、[Action] オプション ボックス内の [Timer] チェッ
クボックスがオンになっていることを確認してくださ
い。

バックアップ ファイルに使用する形式。 ここに指定できる値は
次のとおりです。
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名前

説明
• [ASCII]
• [Binary]

[Clear on Backup] チェックボッ このチェックボックスをオンにすると、バックアップ後に、す
クス
べてのシステム イベント ログが Cisco UCS によってクリアされ
ます。
[User] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィールドは適用
されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。

[Action] オプション ボックス

オンにした各チェックボックスのイベントが発生したとき、シ
ステムによって SEL バックアップが作成されます。
• [Log Full]：ログが許容される最大サイズに到達。
• [On Change of Association]：サーバとそのサービス プロファ
イルの間のアソシエーションが変化。
• [On Clear]：システム イベント ログがユーザによって手動
でクリア。
• [Timer]：[Backup Interval] ドロップダウン リストで指定さ
れた時間間隔に到達。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

サーバのシステム イベント ログの管理
システム イベント ログの 1 つ以上のエントリのコピー
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [Management Logs] タブからサーバのシステム イベン
ト ログが表示されていることを前提にしています。
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手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager GUI によって [Management Logs] タブにシステム イベント ログが表示された
ら、マウスを使用してシステム イベント ログからコピーするエントリを強調表示します。

ステップ 2

[Copy] をクリックして、強調表示されたテキストをクリップボードにコピーします。

ステップ 3

強調表示されたテキストをテキスト エディタまたは他のドキュメントに貼り付けます。

システム イベント ログの印刷
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [Management Logs] タブからサーバのシステム イベン
ト ログが表示されていることを前提にしています。

手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager GUI の [Management Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、[Print]
をクリックします。

ステップ 2

[Print] ダイアログボックスで次の手順を実行します。
a) （オプション） デフォルト プリンタ、あるいはその他の任意のフィールドまたはオプション
を修正します。
b) [Print] をクリックします。

システム イベント ログのリフレッシュ
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [Management Logs] タブからサーバのシステム イベン
ト ログが表示されていることを前提にしています。

手順
Cisco UCS Manager GUI の [Management Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、
[Refresh] をクリックします。
Cisco UCS Manager はサーバのシステム イベント ログを取得し、アップデートされたイベント リ
ストを表示します。

システム イベント ログの手動バックアップ
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [Management Logs] タブからサーバのシステム イベン
ト ログが表示されていることを前提にしています。
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操作を行う前に
システム イベント ログ ポリシーを設定します。 手動によるバックアップ操作には、システム イ
ベント ログ ポリシーに設定されたリモート宛先が使用されます。

手順
Cisco UCS Manager GUI の [Management Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、
[Backup]をクリックします。
Cisco UCS Manager は、SEL ポリシーで指定された場所にシステム イベント ログをバックアップ
します。

システム イベント ログの手動クリア
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [Management Logs] タブからサーバのシステム イベン
ト ログが表示されていることを前提にしています。

手順
Cisco UCS Manager GUI の [Management Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、
[Clear] をクリックします。
（注）
SEL ポリシーの [Action] オプション ボックスで [Clear] がイネーブルになっていると、
この処理によって自動バックアップが実行されます。
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章

障害、イベント、およびログの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• 障害収集ポリシーの設定, 539 ページ
• Core File Exporter の設定, 541 ページ
• syslog の設定, 543 ページ

障害収集ポリシーの設定
障害収集ポリシー
障害収集ポリシーは、障害がクリアされた日時、フラッピング間隔（障害発生とクリア状態の間
の時間）、保持間隔（システムで障害が発生していた時間）など、Cisco UCS インスタンスの障
害のライフサイクルを制御します。
Cisco UCS の障害には次のライフサイクルがあります。
1 ある状況がシステムで発生し、Cisco UCS Manager 障害が発生します。 これはアクティブな状
態です。
2 障害が取り除かれると、障害発生からクリア状態までの時間がフラッピング間隔よりも長い場
合、クリアされます。そうでない場合は、障害発生状態が続きますが、ステータスは徐々にク
リアに変化します。 障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生しま
す。 フラッピング間隔中、障害収集ポリシーで指定した期間の間は、障害の重大度は変わりま
せん。
3 フラッピング間隔中に同じ状況が再発生すると、障害発生状態が続き、ステータスがフラッピ
ングに変わります。 フラッピング間隔中に同じ条件が再発生しない場合は、障害がクリアされ
ます。
4 障害がクリアされ、クリア処理が削除に設定された場合や、障害が以前に認識された場合は、
障害が削除されます。そうでない場合や障害が認識されている場合は、保持間隔が終わるまで
障害が保持されます。
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5 この状況が保持間隔中に再発生する場合は、障害がアクティブ状態に戻ります。 この状況が再
発生しない場合は、障害が削除されます。

障害収集ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Faults, Events, and Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Settings] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Fault Collection Policy] 領域の次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Flapping Interval] フィールド

障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが
発生します。 これを防止するため、システムでは、最後に状態
が変更されてからこの時間が経過するまで、障害が発生しても
状態は変更されません。
フラッピング間隔中に同じ条件が再発生した場合は、障害がア
クティブ状態に戻ります。 フラッピング間隔中に同じ条件が再
発生しない場合は、障害がクリアされます。 その時点で何が発
生するかは、[Clear Action] フィールドの設定によって異なりま
す。
5 ～ 3,600 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 10 です。

[Clear Action] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [retain]：Cisco UCS Manager GUI によって [Length of time to
retain cleared faults] セクションが表示されます。
• [delete]：障害メッセージにクリアのマークが付いた時点
で、それらのメッセージはすべて削除されます。

[Length of Time to Retain Cleared Faults] セクション
[Retention Interval] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [forever]：システムに存在している期間に関係なく、ファ
ブリック インターコネクト上でクリアされたすべての障害
メッセージはそのまま残されます。
• [other]：Cisco UCS Manager GUI によって [dd:hh:mm:ss]
フィールドが表示されます。
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ステップ 5

名前

説明

[dd:hh:mm:ss] フィールド

クリアされた障害メッセージが削除されるまでの時間（日、時、
分、および秒）。

[Save Changes] をクリックします。

Core File Exporter の設定
Core File Exporter
コア ファイルが発生すると、Cisco UCS Manager によってただちに Core File Exporter が使用され、
それらのファイルが Trivial File Transfer Protocol（TFTP; トリビアル ファイル転送プロトコル）を
介してネットワーク上の指定の場所にエクスポートされます。 この機能を使用することにより、
tar ファイルをコア ファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。

Core File Exporter の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Faults, Events, and Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Settings] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[TFTP Core Exporter] 領域の次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]：エラーによってサーバでコア ダンプが実行され
た場合に、File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プロト
コル）を介して所定の場所にコア ダンプ ファイルが送信
されます。 Cisco UCS Manager GUIでは、このオプション
を選択するとこの領域にその他のフィールドが表示され、
FTP エクスポート オプションの指定が可能になります。
• [disabled]：コア ダンプ ファイルは自動的にエクスポート
されません。

[Description] フィールド

コア ファイルのユーザ定義による説明。
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名前

説明

[Port] フィールド

Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコ
ル）を介してコア ダンプ ファイルをエクスポートするときに使
用されるポート番号。

[Hostname] フィールド

TFTP を介して接続されるホスト名または IP アドレス。
（注）

[Path] フィールド

ステップ 5

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

リモート システムにコア ダンプ ファイルを保存するときに使
用するパス。

[Save Changes] をクリックします。

Core File Exporter のディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Faults, Events, and Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Settings] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Settings] タブをクリックします。

ステップ 5

[TFTP Core Exporter] 領域で、[Admin State] フィールドの [disabled] オプション ボタンをクリック
します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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syslog の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Faults, Events, and Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Syslog] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Syslog] タブをクリックします。

ステップ 5

[Local Destinations] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Console] セクション
[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]

[Level] フィールド

[Admin State] フィールドが [enabled] である場合、表示するメッ
セージの最も低いレベルを選択します。 コンソールにはそのレ
ベル以上のメッセージが表示されます。
• [emergencies]
• [alerts]
• [critical]

[Monitor] セクション
[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]
[Admin State] がイネーブルの場合、このセクションの残りの
フィールドが表示されます。

[Level] ドロップダウン リスト [Admin State] フィールドが [enabled] である場合、表示するメッ
セージの最も低いレベルを選択します。 モニタにはそのレベル
以上のメッセージが表示されます。
• [alerts]
• [critical]
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名前

説明
• [debugging]
• [emergencies]
• [errors]
• [information]
• [notifications]
• [warnings]

[File] セクション
[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]
[Admin State] がイネーブルの場合、このセクションの残りの
フィールドが表示されます。

[Level] ドロップダウン リスト システムに保存するメッセージの最も低いレベルを選択します。
ファブリック インターコネクトのファイル内に、そのレベル以
上のメッセージが保存されます。
• [alerts]
• [critical]
• [debugging]
• [emergencies]
• [errors]
• [information]
• [notifications]
• [warnings]

ステップ 6

[Name] フィールド

メッセージが記録されるファイルの名前。

[Size] フィールド

ファイルの可能最大サイズ（バイト単位）。ファイルがこのサ
イズを超えると、Cisco UCS Manager GUI によって最も古いメッ
セージから最新メッセージへの上書きが開始されます。

[Remote Destinations] 領域で、次のフィールドに情報を入力し、Cisco UCS コンポーネントにより
生成されたメッセージを保存できる最大 3 つの外部ログを設定します。
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名前

説明

[Admin State] フィールド

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [enabled]
• [disabled]
[Admin State] がイネーブルの場合、このセクションの残りの
フィールドが表示されます。

[Level] ドロップダウン リスト システムに保存するメッセージの最も低いレベルを選択します。
リモート ファイルにそのレベル以上のメッセージが保存されま
す。
• [alerts]
• [critical]
• [debugging]
• [emergencies]
• [errors]
• [information]
• [notifications]
• [warnings]
[Hostname] フィールド

リモート ログ ファイルが存在するホスト名または IP アドレス。
（注）

[Facility] ドロップダウン リス
ト

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合は、Cisco
UCS Manager に Domain Name System（DNS; ドメイン
ネームシステム）サーバを設定する必要があります。

ここに指定できる値は次のとおりです。
• [local0]
• [local1]
• [local2]
• [local3]
• [local4]
• [local5]
• [local6]
• [local7]

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。
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章

失われたパスワードの復旧
この章の構成は、次のとおりです。
• 失われたパスワードの復旧, 547 ページ

失われたパスワードの復旧
amin アカウントのパスワードの復旧
admin アカウントは、システム アドミニストレータまたはスーパーユーザのアカウントです。 ア
ドミニストレータが admin アカウントのパスワードを失うと、重大なセキュリティ上の問題が発
生する可能性があります。 その結果、admin アカウントのパスワードを復旧するために、Cisco
UCS インスタンスのすべてのファブリック インターコネクトの電源を再投入する必要が生じま
す。
admin アカウントのパスワードを復旧する場合、実際にはそのアカウントのパスワードを変更し
ます。 admin アカウントに対応する元のパスワードを取得することはできません。
admin 以外のすべてのローカル アカウントのパスワードは、Cisco UCS Manager からリセットでき
ます。 ただし、aaa または admin 権限を持つアカウントを使用して Cisco UCS Manager にログイン
する必要があります。

注意

この手順では、Cisco UCS インスタンスのすべてのファブリック インターコネクトの電源を切
断する必要があります。 したがって、インスタンス内のすべてのデータ送信は、ファブリッ
ク インターコネクトが再起動されるまで停止します。
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失われたパスワードの復旧
ファブリック インターコネクトのリーダーシップ ロールの決定

ファブリック インターコネクトのリーダーシップ ロールの決定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ➤ [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

ロールを識別するファブリック インターコネクトをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[General] タブで、[High Availability Details] バーの下矢印をクリックしてこの領域を展開します。

ステップ 6

[Leadership] フィールドを表示して、このファブリック インターコネクトがプライマリ ファブリッ
ク インターコネクトか、従属ファブリック インターコネクトかを決定します。

ファブリック インターコネクトのファームウェア バージョンの確認
次の手順を使用して、Cisco UCS インスタンスのすべてのファブリック インターコネクトのファー
ムウェア バージョンを確認できます。 ファブリック インターコネクトの [Installed Firmware] タブ
を使用すると、単一のファブリック インターコネクトのファームウェアを確認できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで [Equipment] ノードをクリックします。

ステップ 3

[Work] ペインで [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで、次に示す各ファブリック インターコネクトのファームウェア バージョ
ンが、アップデートしたファームウェアのバージョンと一致していることを確認します。
• カーネル バージョン
• システム バージョン

スタンドアロン設定の admin アカウント パスワードの復旧
この手順により、ファブリック インターコネクトで初期システム セットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。 admin アカウントは、システム アドミニスト
レータまたはスーパーユーザのアカウントです。
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操作を行う前に
1 ファブリック インターコネクトのコンソール ポートを、コンピュータ ターミナルまたはコン
ソール サーバに物理的に接続します。
2 次のファームウェアの実行中のバージョンを確認します。
• ファブリック インターコネクトのファームウェア カーネル バージョン
• ファームウェア システム バージョン

ヒント

この情報を検索するには、Cisco UCS インスタンスで任意のユーザ アカウントを使用してログ
インします。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を次のように再投入します。
a) ファブリック インターコネクトの電源をオフにします。
b) ファブリック インターコネクトの電源をオンにします。

ステップ 3

起動時にコンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、 loader プロンプトを表示し
ます。
• Ctrl+l
• Ctrl+Shift+r
場合によっては、 loader プロンプトが表示されるまで、選択したソフトキーの組み合わせを複
数回押す必要があります。

ステップ 4

ファブリック インターコネクトのカーネル ファームウェア バージョンをブートします。
loader > boot /installables/switch/kernel_firmware_version
例:
loader >

boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

ステップ 5

config ターミナル モードを入力します。
Fabric(boot)# config terminal

ステップ 6

admin パスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)# admin-passwordpassword
大文字と数字がそれぞれ 1 つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。 このパスワードは空
にできません。
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新しいパスワードはクリア テキスト モードで表示されます。
ステップ 7

config ターミナル モードを終了し、ブート プロンプトに戻ります。

ステップ 8

ファブリック インターコネクトのシステム ファームウェア バージョンをブートします。
Fabric(boot)# load /installables/switch/system_firmware_version
例:
Fabric(boot)#

ステップ 9

load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

システム イメージがロードされたら、Cisco UCS Manager にログインします。

クラスタ設定の admin アカウント パスワードの復旧
この手順により、ファブリック インターコネクトで初期システム セットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。admin アカウントは、システム アドミニスト
レータまたはスーパーユーザのアカウントです。

操作を行う前に
1 ファブリック インターコネクトのコンソール ポートのいずれか 1 つを、コンピュータ ターミ
ナルまたはコンソール サーバに物理的に接続します。
2 次の情報を入手します。
• ファブリック インターコネクトのファームウェア カーネル バージョン
• ファームウェア システム バージョン
• プライマリ リーダーシップ ロールを持つファブリック インターコネクトと、従属ファブ
リック インターコネクト

ヒント

この情報を検索するには、Cisco UCS インスタンスで任意のユーザ アカウントを使用してログ
インします。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

従属ファブリック インターコネクトの場合は、次の手順を実行します。
a) ファブリック インターコネクトの電源をオフにします。
b) ファブリック インターコネクトの電源をオンにします。
c) 起動時にコンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、 loader プロンプトを表示
します。
• Ctrl+l
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• Ctrl+Shift+r
場合によっては、 loader プロンプトが表示されるまで、選択したソフトキーの組み合わせを
複数回押す必要があります。
ステップ 3

プライマリ ファブリック インターコネクトの電源を次のように再投入します。
a) ファブリック インターコネクトの電源をオフにします。
b) ファブリック インターコネクトの電源をオンにします。

ステップ 4

起動時にコンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、 loader プロンプトを表示し
ます。
• Ctrl+l
• Ctrl+Shift+r
場合によっては、 loader プロンプトが表示されるまで、選択したソフトキーの組み合わせを複
数回押す必要があります。

ステップ 5

プライマリ ファブリック インターコネクトのカーネル ファームウェア バージョンをブートしま
す。
loader > boot /installables/switch/kernel_firmware_version

例:
loader > boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

ステップ 6

config ターミナル モードを入力します。
Fabric(boot)# config terminal

ステップ 7

admin パスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)# admin-password password

大文字と数字がそれぞれ 1 つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。 このパスワードは空
にできません。
新しいパスワードはクリア テキスト モードで表示されます。
ステップ 8

config ターミナル モードを終了し、ブート プロンプトに戻ります。

ステップ 9

プライマリ ファブリック インターコネクトのシステム ファームウェア バージョンをブートしま
す。
Fabric(boot)# load /installables/switch/system_firmware_version

例:
Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

ステップ 10 システム イメージがロードされたら、Cisco UCS Manager にログインします。
ステップ 11 従属ファブリック インターコネクトのコンソールで、次の手順を実行してシステムを起動しま
す。
a) 従属ファブリック インターコネクトのカーネル ファームウェア バージョンをブートします。
loader > boot /installables/switch/kernel_firmware_version

b) 従属ファブリック インターコネクトのシステム ファームウェア バージョンをブートします。
Fabric(boot)# load /installables/switch/system_firmware_version
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章

統計関連ポリシーの設定
この章の構成は、次のとおりです。
• 統計情報収集ポリシーの設定, 553 ページ
• 統計情報のしきい値ポリシーの設定, 555 ページ

統計情報収集ポリシーの設定
統計情報収集ポリシー
統計情報収集ポリシーは、統計情報を収集する頻度（収集インターバル）、および統計情報を報
告する頻度（報告インターバル）を定義します。報告インターバル中に複数の統計データポイン
トが収集できるように、報告インターバルは収集インターバルよりも長くします。これにより、
最小値、最大値、平均値を計算して報告するために十分なデータが Cisco UCS Manager に提供さ
れます。
NIC 統計情報の場合、最後に統計情報が収集されてからの変化の平均値、最小値、および最大値
が Cisco UCS Manager によって表示されます。 これらの値が 0 の場合は、最後に収集してから変
化がないことを意味します。
統計情報は、Cisco UCS システムの次の 5 種類の機能エリアについて収集し、報告できます。
• アダプタ：アダプタに関連した統計情報
• シャーシ：ブレード シャーシに関連した統計情報
• ホスト：このポリシーは、将来サポートされる機能のためのプレースホルダです。
• ポート：ポートに関連した統計情報（サーバ ポート、アップリンク イーサネット ポート、
アップリンク ファイバ チャネル ポートなど）
• サーバ：サーバに関連した統計情報
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（注）

Cisco UCS Manager には、5 つの機能エリアそれぞれについて、デフォルト統計情報収集ポリ
シーが 1 つずつあります。 追加で統計情報収集ポリシーを作成することはできません。また、
既存のデフォルト ポリシーを削除することはできません。 デフォルト ポリシーを変更するこ
とだけが可能です。

統計情報収集ポリシーの変更
（注）

Cisco UCS Manager には、5 つの機能エリアそれぞれについて、デフォルト統計情報収集ポリ
シーが 1 つずつあります。 追加で統計情報収集ポリシーを作成することはできません。また、
既存のデフォルト ポリシーを削除することはできません。 デフォルト ポリシーを変更するこ
とだけが可能です。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] ➤ [Stats Management] ➤ [Stats] を展開します。

ステップ 3

変更するポリシーを右クリックし、[Modify Collection Policy] を選択します。

ステップ 4

[Modify Collection Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Collection Interval] フィールド データのレコーディングから次のレコーディングまでファブリッ
ク インターコネクトが待機する時間の長さ。 ここに指定できる
値は次のとおりです。
• [30 Seconds]
• [1 Minute]
• [2 Minutes]
• [5 Minutes]
[Reporting Interval] フィールド

カウンタについて収集されたデータが Cisco UCS Manager GUI
に送信されるまでファブリック インターコネクトが待機する時
間の長さ。
ここに指定できる値は次のとおりです。
• [15 Minutes]
• [30 Minutes]
• [60 Minutes]
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名前

説明
この時間が経過すると、ファブリック インターコネクトによっ
て、Cisco UCS Manager GUI に最後に情報を送信してから収集さ
れたすべてのデータがグループ化され、そのグループから次の
4 種類の情報が抽出されて Cisco UCS Manager GUI に送信されま
す。
• 最後に収集された統計情報
• このグループの統計情報の平均値
• このグループ内の最大値
• このグループ内の最小値
たとえば、収集インターバルを 1 分に設定し、報告インターバ
ルを 15 分に設定した場合、ファブリック インターコネクトに
よって 15 分の報告インターバルに 15 個のサンプルが収集され
ます。 Cisco UCS Manager GUI に 15 個の統計情報が送信される
代わりに、グループ全体の平均値、最小値、および最大値と一
緒に最新のレコーディングだけが送信されます。

[States] セクション
[Current Task] フィールド

このフィールドは、このコンポーネントの代わりに実行中のタ
スクを表示します。 詳細については、関連する [FSM] タブを参
照してください。
（注）

ステップ 5

現在のタスクが存在しない場合、このフィールドは表
示されません。

[OK] をクリックします。

統計情報のしきい値ポリシーの設定
統計情報のしきい値ポリシー
統計情報のしきい値ポリシーは、システムの特定の側面についての統計情報をモニタし、しきい
値を超えた場合にはイベントを生成します。 最小値と最大値の両方のしきい値を設定できます。
たとえば、CPU の温度が特定の値を超えた場合や、サーバを過度に使用していたり、サーバの使
用に余裕がある場合には、アラームを発生するようにポリシーを設定できます。
これらのしきい値ポリシーによって、エンドポイント（CIMC など）で適用されるハードウェア
レベルまたはデバイスレベルのしきい値が制御されることはありません。このしきい値は、製造
時にハードウェア コンポーネントに焼き付けられます。
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Cisco UCS を使用して、次のコンポーネントに対して統計情報のしきい値ポリシーを設定できま
す。
• サーバおよびサーバ コンポーネント
• アップリンクのイーサネット ポート
• イーサネット サーバ ポート、シャーシ、およびファブリック インターコネクト
• ファイバ チャネル ポート

（注）

イーサネット サーバ ポート、アップリンクのイーサネット ポート、またはアップリンクの
ファイバ チャネル ポートには、統計情報のしきい値ポリシーを作成したり、削除することは
できません。 既存のデフォルト ポリシーの設定だけを行うことができます。

サーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーの作成
ヒント

この手順では、[Server] タブでサーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーを作成
する方法について説明します。 これらのしきい値は、[LAN] タブ、[SAN] タブの [Policies] ノー
ドの適切な組織内、および [Admin] タブの [Stats Management] ノードでも作成し、設定できま
す。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が搭載されていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Threshold Policies] を右クリックし、[Create Threshold Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次の手順を実行し
ます。
a) 次のフィールドに情報を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

しきい値ポリシーに割り当てられている名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペー
スや特殊記号を使用することはできません。また、オブジェ
クトを保存した後にこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

しきい値ポリシーの説明。
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b) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Threshold Classes] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Choose Statistics Class] ダイアログボックスで、設定する次のクラスのいずれかを [Stat Class]
ドロップダウン リストから選択します。
• [ethernet-port-stats-by-size-large-packets]
• [ethernet-port-stats-by-size-small-packets]
• [ethernet-port-err-stats]
• [ethernet-port-multicast-stats]
• [ethernet-port-over-under-sized-stats]
• [ethernet-port-stats]
• [fc-port-stats]
• [vnic-stats]
• [cpu-stats]
• [dimm-stats]
• [mb-power-stats]
• [mb-temp-stats]
（注）

表示される統計情報クラスのリストが異なる場合は、組織内でしきい値ポリシーを
作成していることを確認してください。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 7

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つ以上をオン
にします。
• [Critical]
• [Major]
• [Minor]
• [Warning]
• [Condition]
• [Info]
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
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f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つ以上をオン
にします。
• [Info]
• [Condition]
• [Warning]
• [Minor]
• [Major]
• [Critical]
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のいずれかの手順を実行します。
• クラスに別のしきい値のプロパティを定義するには、ステップ 7 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 8

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Threshold Classes] ページで、次の手順を実行します。
• ポリシーの別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 6 および 7 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

サーバおよびサーバ コンポーネントしきい値ポリシーへのしきい値クラスの追加
ヒント

この手順では、[Server] タブでサーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーにしき
い値クラスを追加する方法を示します。 これらのしきい値は、[LAN] タブ、[SAN] タブの
[Policies] ノードの適切な組織内、および [Admin] タブの [Stats Management] ノードでも作成し、
設定できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

しきい値クラスを追加するポリシーを右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次の手順を実行します。
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a) [Add] をクリックします。
b) [Statistics Class] ダイアログボックスの [Stat Class] ドロップダウン リストから、設定する次の
いずれかのクラスを選択します。
• [ethernet-port-stats-by-size-large-packets]
• [ethernet-port-stats-by-size-small-packets]
• [ethernet-port-err-stats]
• [ethernet-port-multicast-stats]
• [ethernet-port-over-under-sized-stats]
• [ethernet-port-stats]
• [fc-port-stats]
• [vnic-stats]
• [cpu-stats]
• [dimm-stats]
• [mb-power-stats]
• [mb-temp-stats]
（注）

表示される統計情報クラスのリストが異なる場合は、組織内でしきい値ポリシーを
作成していることを確認してください。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• [Critical]
• [Major]
• [Minor]
• [Warning]
• [Condition]
• [Info]
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
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• [Info]
• [Condition]
• [Warning]
• [Minor]
• [Major]
• [Critical]
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のいずれかの手順を実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次のいずれかの手順を実
行します。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

サーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] ➤ [Policies] ➤ [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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アップリンク イーサネット ポートしきい値ポリシーへのしきい値クラスの追加
ヒント

アップリンク イーサネット ポートしきい値ポリシーは作成できません。 デフォルト ポリシー
を修正または削除するだけです。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

[Thr-policy-default] を右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Class] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Statistics Class] ダイアログボックスの [Stat Class] ドロップダウン リストから、設定する次の
いずれかのクラスを選択します。
• [ether-error-stats]
• [ether-loss-stats]
• [ether-rx-stats]
• [ether-tx-stats]
（注）

表示される統計情報クラスのリストが異なる場合は、[LAN Cloud] ノードでしきい値
ポリシーを作成していることを確認してください。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• [Critical]
• [Major]
• [Minor]
• [Warning]
• [Condition]
• [Info]

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

561

統計情報のしきい値ポリシーの設定
イーサネット サービス ポート、シャーシ、およびファブリック インターコネクトのしきい値ポリシーへ
のしきい値クラスの追加

e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• [Info]
• [Condition]
• [Warning]
• [Minor]
• [Major]
• [Critical]
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のいずれかの手順を実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次のいずれかの手順を実
行します。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。

イーサネット サービス ポート、シャーシ、およびファブリック インターコネクトのし
きい値ポリシーへのしきい値クラスの追加
ヒント

イーサネット サーバ ポート、シャーシ、およびファブリック インターコネクトのしきい値ポ
リシーは作成できません。 デフォルト ポリシーを修正または削除するだけです。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] ➤ [Internal LAN] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

[Thr-policy-default] を右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Class] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Statistics Class] ダイアログボックスの [Stat Class] ドロップダウン リストから、設定する次の
いずれかのクラスを選択します。
• [chassis-stats]
• [fan-module-stats]
• [fan-stats]
• [io-card-stats]
• [psu-input-stats]
• [psu-stats]
• [ether-error-stats]
• [ether-loss-stats]
• [ether-rx-stats]
• [ether-tx-stats]
• [env-stats]
• [system-stats]
（注）

表示される統計情報クラスのリストが異なる場合は、[Internal LAN] ノードでしきい
値ポリシーを作成していることを確認してください。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• [Critical]
• [Major]
• [Minor]
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• [Warning]
• [Condition]
• [Info]
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• [Info]
• [Condition]
• [Warning]
• [Minor]
• [Major]
• [Critical]
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のいずれかの手順を実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次のいずれかの手順を実
行します。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。

ファイバ チャネル ポートしきい値ポリシーへのしきい値クラスの追加
ファイバ チャネル ポートしきい値ポリシーは作成できません。 デフォルト ポリシーを修正また
は削除するだけです。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] ➤ [SAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

[Thr-policy-default] を右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Class] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Statistics Class] ダイアログボックスの [Stat Class] ドロップダウン リストから、設定する次の
いずれかのクラスを選択します。
• [fc-error-stats]
• [fc-stats]
（注）

表示される統計情報クラスのリストが異なる場合は、[SAN Cloud] ノードでしきい値
ポリシーを作成していることを確認してください。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• [Critical]
• [Major]
• [Minor]
• [Warning]
• [Condition]
• [Info]
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• [Info]
• [Condition]
• [Warning]
• [Minor]
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• [Major]
• [Critical]
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のいずれかの手順を実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次のいずれかの手順を実
行します。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。
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Q
QoS ポリシー
概要 18, 33, 227
削除 230
作成 228
Quality Of Service
概要 32, 223
システム クラス 32, 210, 223, 224, 226, 227
LAN アップリンク マネージャ 210
イネーブル化 226
設定 224
ディセーブル化 227
フロー制御ポリシー 23, 33, 230
ポリシー 18, 33, 227, 228, 230

R
RADIUS プロバイダー
概要 100
削除 107
作成 105
プロパティの設定 105
ユーザ アトリビュート 101
RSA 89

S
SAN
vHBA ポリシー 20, 265
VSAN 249
ネームド VSAN
削除 251
作成 249
ピン グループ 253, 254
SAN ピン グループ
削除 254
作成 254
SEL
概要 533
SEL ポリシー
設定 534
Serial over LAN ポリシー
概要 24, 315
削除 316
作成 315

[service profile template] ウィザード
開く 361
ページ 1、ID 362
ページ 2、ストレージ 363
ページ 3、ネットワーキング 369
ページ 4、vNIC/vHBA 配置 373
ページ 5、サーバのブート順序 375
ページ 6、サーバの割り当て 379
ページ 7、ポリシー 380
[service profile] ウィザード
開く 335
ページ 1、ID 336
ページ 2、ストレージ 337
ページ 3、ネットワーキング 343
ページ 4、vNIC/vHBA 配置 347
ページ 5、サーバのブート順序 349
ページ 6、サーバの割り当て 353
ページ 7、ポリシー 355
silver システム クラス 32, 224
Smart Call Home
Cisco TAC-1 プロファイル 514
概要 501
考慮事項 499
システム インベントリ メッセージ 515
重大度 500
設定 513
登録 516
SNMP
SNMPv3 ユーザ 96, 97
イネーブル化 94
コミュニティ 94
トラップ ホスト 95
削除 95
作成 95
ユーザ
削除 97
作成 96
SSH、設定 58
syslog 543
system configuration 517

T
TACACS+ プロバイダー
概要 100
作成 107
ユーザ アトリビュート 101
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TACACS プロバイダー
削除 109
プロパティの設定 107
Telnet、イネーブル化 97
TFTP Core Exporter 541, 542

U
UCS Manager
GUI 49
UUID
サービス プロファイル テンプレートでの変更 385
変更 389
リセット 390
UUID 接尾辞プール
概要 26, 280
削除 281
作成 280

V
vCenter
データセンターの追加 441
フォルダの削除 444
フォルダの追加 439, 443
vCon
概要 21, 329
vHBA
vHBA テンプレートからのバインド解除 268
vHBA テンプレートへのバインディング 267
WWPN の変更 401
WWPN のリセット 401
永続的なバインディングのクリア 402
サービス プロファイルからの削除 403
サービス プロファイルに対する作成 398
vHBA SAN 接続ポリシー
vHBA のバインディング 267
vHBA のバインド解除 268
概要 20, 265
削除 267
作成 265
vHBA テンプレート
vHBA のバインディング 267
vHBA のバインド解除 268
概要 20, 265
削除 267
作成 265

VIC アダプタ
バーチャライゼーション 37, 411
VIF ステータス 490
VLAN
ネームド
概要 213
削除 209, 215
作成 208, 213
VMware 36, 423
拡張キー 423
拡張ファイル 423
VMware、統合の設定 427, 428
VM ライフサイクル ポリシー
概要 21, 457
設定 458
VN-Link
概要 38, 412
拡張ファイル 39, 413
ポート プロファイル 40, 414, 447
VN-Link、ハードウェアの
概要 38, 412
考慮事項 41, 415
コンポーネント 417
証明書 420, 421
作成 421
証明書のコピー 420
vNIC
MAC アドレスのリセット 397
vNIC テンプレートからのバインド解除 237
vNIC テンプレートへのバインディング 236
サービス プロファイルからの削除 398
サービス プロファイルに対する作成 394
ダイナミック vNIC 接続ポリシー 14, 455
ポリシー 21, 233
vNIC/vHBA 配置ポリシー
vCon 21, 329
概要 21, 329
削除 331
作成 330
vNIC LAN 接続ポリシー
vNIC のバインディング 236
vNIC のバインド解除 237
概要 21, 233
削除 236
作成 233
vNIC テンプレート
vNIC のバインディング 236
vNIC のバインド解除 237
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vNIC テンプレート (続き)
概要 21, 233
削除 236
作成 233
VSAN
削除 251
作成 249
ネームド 249

WWPN プール (続き)
作成 260

X
XML、のコピー 60

あ
W
Work ペイン 53
WWN
削除
WWNN プール 259
WWPN プール 263
作成
WWNN プール 256
WWPN プール 260
WWNN イニシエータ
WWNN プールへの追加 258
削除 259
WWNN プール
WWNN イニシエータの削除 259
WWNN イニシエータ追加 258
WWN ブロックの削除 258
WWN ブロックの追加 257
概要 27, 256
削除 259
作成 256
WWN プール
概要 26, 255
WWN ブロック
WWNN プールからの削除 258
WWNN プールへの追加 257
WWPN プールからの削除 261
WWPN プールへの追加 261
WWPN イニシエータ
WWPN プールへの追加 262
削除 263
WWPN プール
WWN ブロックの削除 261
WWN ブロックの追加 261
WWPN イニシエータの削除 263
WWPN イニシエータの追加 262
概要 27, 256
削除 263

アーキテクチャの単純化 3
アカウント
admin 120
有効期限 120
ユーザ 120, 121
ユーザの作成 130
ユーザ名ガイドライン 120
ローカルの削除 134
アクティブ化
CIMC ファームウェア 165
IOM ファームウェア 166
アダプタ ファームウェア 163
従属ファブリック インターコネクト 168
スタンドアロン ファブリック インターコネクト 171
プライマリ ファブリック インターコネクト 170
ボード コントローラ ファームウェア 167
アクティブ化、ファームウェアの 142
アソシエーションの解除、サーバの 388
アダプタ 37, 155, 162, 163, 411
NIC 37
VIC 37, 411
アップデート、ファームウェア 162
ステータスの確認 155
バーチャライゼーション 37
ファームウェアのアクティブ化 163
アップグレード
機能カタログ 179
前提条件 150
ファームウェア 139, 143, 149
ファームウェア、ガイドライン 140
ファームウェア、サービス プロファイル 147
ファームウェア、直接 143
アップグレード、ファームウェア
CIMC 164
IOM 165
アダプタ 162
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アップグレード、ファームウェアの
UCS Manager 168
アップデート 160
イメージのダウンロード 156, 158
パッケージの入手方法 155
ファブリック インターコネクト 168, 170, 171
アップデート
管理ファームウェア ポリシー 177
機能カタログ 180
ファームウェア順序 145
ホスト ファームウェア パッケージ 174
アップデート テンプレート 9, 334
アップデート、ファームウェア 162, 164, 165
アップデート、ファームウェアの 160, 168
アップリンク、LAN マネージャ 55, 199
アップリンク イーサネット ポート
イネーブル化 202
設定
[Equipment] タブ 78
LAN アップリンク マネージャ 201
設定解除 203
ディセーブル化 203
アップリンク ポート
イーサネット 78
概要 77
ピン グループ 206, 207, 217, 218, 219, 253, 254
削除 207, 219
作成 206, 218
フロー制御ポリシー 23, 33, 230
アップリンク ポート チャネル
イネーブル化 82, 205
削除 84, 206
作成 81, 204
ディセーブル化 82, 205
ポートの削除 83, 206
ポートの追加 83, 205

い
イーサネット
Fibre Channel over 5
アップリンク ポート 77, 78
アップリンク ポート チャネル 81, 82, 84, 204
サーバ ポート 78
スイッチング モード 72, 200
フロー制御ポリシー 23, 33, 230

イーサネット アダプタ ポリシー
概要 14, 237, 269
削除 242
作成 239
イーサネット スイッチング モード
概要 71
変更 72
位置特定
サーバ 482
シャーシ 472
イニシエータ
WWNN 258, 259
WWPN 262, 263
イネーブル化
Call Home 502, 504
Core File Exporter 541
Smart Call Home 513
SNMP 94
Telnet 97
アップリンク イーサネット ポート 202
アップリンク イーサネット ポート チャネル 82
稼動停止しているシャーシ 471
サーバ ポート 201
ポート 80, 85
ポート チャネル 205
イベント
SEL ポリシー 534
システム イベント ログ
印刷 537
クリア 538
コピー 536
バックアップ 537
表示 534
リフレッシュ 537
イメージ 137, 138, 139, 155, 156, 158, 159
コンテンツ 139, 158
コンポーネント 138
削除 159
ダウンロード 156
入手方法 155
パッケージ、削除 159
バンドル 138
ヘッダー 138
印刷、システム イベント ログの 537
インターフェイス カード。参照先：アダプタ
インポート
概要 519
操作の削除 529
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インポート (続き)
操作の作成 525
操作の変更 528
復元方法 519
ユーザ ロール 520
インポート操作
削除 529
作成 525
実行 527
変更 528

う
上書き
サーバ ID 335
上書き、サーバ ID の 8, 333, 336

え
永続的なバインディング、クリア 402
エージング タイム
MAC アドレス テーブル 188, 189
エクスポート
拡張ファイル 423
設定 517
バックアップ 520
バックアップ タイプ 517
ユーザ ロール 520
エンドポイント
サービス プロファイルのアップグレード 147
ファームウェアの直接アップグレード 143, 146
エンドホスト モード 72, 200

お
オーバーサブスクリプション
ガイドライン 29
概要 27
考慮事項 28
オプトアウト 33, 35, 36
ステートレス コンピューティング 35
マルチテナント機能 36
オプトイン
概要 33
ステートレス コンピューティング 34

オプトイン (続き)
マルチテナント機能 36
オペレーティング システムのインストール
KVM コンソール 483

か
解決、名前 183
ガイドライン
オーバーサブスクリプション 29
パスワード 121
ピン接続 31
ユーザ名 120
ローカル ディスク設定ポリシー 309
回復、BIOS 487
概要 3
書き込まれた値 9, 334
拡張ファイル
エクスポート 423
概要 39, 413
キーの修正 423
確認
サーバ 479
シャーシ 469
確認、ファームウェアの 178
仮想 IP アドレス、変更 74
仮想スイッチ
削除 445
仮想レーン 32, 223
カタログ
機能 179
ファームウェア イメージ 139
稼動停止
サーバ 480
シャーシ 470
管理 43, 469, 475, 493
I/O モジュール 493
サーバ 475
シャーシ 469
管理 IP プール
IP アドレス ブロックの削除 282
IP アドレス ブロックの作成 282
概要 27, 281
管理ファームウェア パック
アップデート 177
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管理ファームウェア パッケージ
概要 18, 148, 175
サービス プロファイルへの追加 178
作成 176
管理ポートの IP アドレス 64

クローン化、サービス プロファイルの 387

け
継承、サーバ 19, 320
継承値 9, 334
権限
概要 123
削除 127
追加 127

き
キー リング
概要 89
削除 93
作成 90
証明書のインポート 92
証明書要求 91
トラスト ポイント 91
起動
GUI 56, 57
GUI、HTTP 57
GUI、HTTPS 56
Internal Fabric Manager 84
KVM Launch Manager 485
LAN アップリンク マネージャ 200
サーバから KVM コンソール 484
サービス プロファイルから KVM 484
起動、サーバの 476
機能
オプトイン 33
ステートレス コンピューティング 34
機能カタログ
アップデート 180
概要 179
更新 179
内容 179
バージョンの確認 182
プロバイダーの表示 182
キャンセル、イメージ ダウンロードの 158

こ
工程、ファームウェア アップグレード 143, 149
考慮事項
Call Home 499
VN-Link、ハードウェアの 41, 415
バックアップ操作 518
コピー、XML の 60
コピー、システム イベント ログの 536
コミュニティ、SNMP 94
コンソール、KVM 483, 484, 485
コンポーネント、ファームウェア 138

さ

く
クラスタ設定
概要 47
従属ファブリック インターコネクト 70
ハイ アベイラビリティ ステータス 152
プライマリ ファブリック インターコネクト 67
クリア、システム イベント ログ 538
グレースフル シャットダウン 478

サーバ
BIOS 設定 283
BIOS のデフォルト 285, 293
BIOS ポリシー 285, 286
DNS 183, 184
IPMI アクセス 17, 307, 308
KVM コンソール 484, 485
POST 結果 490
SEL ポリシー 534
UUID の変更 389
UUID のリセット 390
回復、BIOS 487
確認 479
稼動停止 480
管理 475
クローン化、サービス プロファイルの 387
継承ポリシー 19, 320
サービス プロファイル 6, 8, 333, 404
サービス プロファイルからのテンプレート 384
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サーバ (続き)
サービス プロファイル テンプレートの作成 361, 362
サービスプロファイルとのアソシエーションの解除 388
サービス プロファイルとの関連付け 387
サービス プロファイルの作成 335, 336, 357
削除
シャーシから 480
データベースから 482
システム イベント ログ 534
実際の BIOS 設定 301
シャットダウン 477, 478
ステータスの確認 154
ステートレス 34
スロットの再確認 481
設定 7
ディスカバリ ポリシー 19, 319, 320
電源の再投入 478
テンプレートからのサービス プロファイル 382
テンプレート ベースのサービス プロファイル 383
電力使用量 405
電力使用量の設定 406
電力使用量の表示 406
統計情報しきい値ポリシー 556, 558, 560
ハードウェアベースのサービス プロファイル 360
ハード リセット 478
ピン接続 30
ブート 476
ブート順序 477
ブート ポリシー 11, 302, 303, 307
プール 25, 277, 278
プールからの削除 279
プール資格 20, 323, 324, 328, 329
プールへの追加 279
プール ポリシー 20, 322, 323
マルチテナント機能 35
モニタリング 488
リセット
CIMC 486
CMOS 486
ローカル ディスク設定 17, 309, 310, 312, 313
ロケータ LED
電源切断 483
電源投入 482
サーバ管理 475
サーバ継承ポリシー
概要 19, 320
削除 322

サーバ継承ポリシー (続き)
作成 321
サーバ自動構成ポリシー
概要 19, 317
削除 318
作成 317
サーバ ディスカバリ ポリシー
概要 19, 319
削除 320
作成 319
サーバの関連付け 387
サーバ バーチャライゼーション 4
サーバ プール
サーバの削除 279
サーバの追加 279
サービス プロファイル テンプレートのアソシエーショ
ンの解除 386
サービス プロファイル テンプレートの関連付け 385
サービス プロファイルのアソシエーションの解除 388
サービス プロファイルの関連付け 387
削除 278
作成 278
サーバ プール ポリシー
概要 20, 322
削除 323
作成 322
サーバ プール ポリシーの資格情報
概要 20, 323
削除 328
作成 324
資格の削除 329
サーバ ポート
Internal Fabric Manager 55, 84
イネーブル化 85, 201
Internal Fabric Manager 85
概要 77
設定
[Equipment] タブ 78
Internal Fabric Manager 85
LAN アップリンク マネージャ 201
設定解除 85, 202
Internal Fabric Manager 85
ディセーブル化 86, 202
Internal Fabric Manager 86
サービス プロファイル
ID の上書き 8, 333
MAC アドレスのリセット 397
UUID の変更 389
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サービス プロファイル (続き)
UUID のリセット 390
vHBA 398, 401, 402, 403
vNIC 394, 398
WWPN のリセット 401
アソシエーションの解除 388
ウィザードを使用した作成 335, 336, 337, 343, 347, 349, 353,
355

ID 336
vNIC/vHBA 配置 347
サーバのブート順序 349
サーバの割り当て 353
ストレージ 337
ネットワーキング 343
ポリシー 355
概要 6
関連付け 387
クローン化 387
継承値 9, 334, 360
継承値を使っての作成 357
サーバ
KVM コンソール 484
シャットダウン 478
ブート 476
設定 7
テンプレート 9, 334
テンプレートからの作成 382
テンプレートからのバインド解除 404
テンプレートの作成 384
テンプレート ベースでの作成 383
テンプレートへのバインディング 403
ネットワーク接続 7
ハードウェアベースの作成 360
ファームウェア アップグレード 147
ファームウェア パッケージの追加 178
ブート順序の変更 391
サービス プロファイル テンプレート
UUID の変更 385
サーバ プールとのアソシエーションの解除 386
サーバ プールへの関連付け 385
サービス プロファイルのバインディング 403
サービス プロファイルのバインド解除 404
作成 361, 362, 363, 369, 373, 375, 379, 380
ID 362
vNIC/vHBA 配置 373
サーバのブート順序 375
サーバの割り当て 379
ネットワーキング 369

サービス プロファイル テンプレート (続き)
作成 (続き)
ポリシー 380
再確認
サーバ 479
サーバ スロット 481
再稼動、シャーシ 471
再接続インターバル 58
削除
サービス プロファイル 404
シャーシ 470
シャーシからサーバ 480
設定からサーバ 482
ポート チャネル 84
ポート チャネルからポート 83, 206
削除タスク
概要 461
削除 463
表示 462
プロパティの変更 462
作成
サービス プロファイル 382
サービス プロファイル テンプレート 384
サブ組織 116
サブネット、変更 74
サポートされていないタスク 46
サポートされているタスク 45

し
しきい値ポリシー
アップリンク イーサネット ポート
しきい値クラスの追加 561
イーサネット サーバ ポート
しきい値クラスの追加 562
概要 24, 555
サーバおよびサーバ コンポーネント
削除 560
作成 556
しきい値クラスの追加 558
ファイバ チャネル ポート
しきい値クラスの追加 564
シスコ検出プロトコル 18, 243
システム イベント ログ
概要 533

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)
OL-22801-02-J

IN-11

索引

システム インベントリ メッセージ 505, 506, 515
設定 505
送信 506
システム管理
I/O モジュール 493
サーバ 475
シャーシ 469
システム クラス 32, 223, 224, 226, 227
best effort 32, 224
bronze 32, 224
gold 32, 224
platinum 32, 224
silver 32, 224
イネーブル化 226
設定 224
ディセーブル化 227
ファイバ チャネル 32, 224
実行
インポート操作 527
バックアップ操作 523
自動構成ポリシー
概要 19, 317
削除 318
作成 317
自動的な再接続 58
シャーシ
POST 結果 474
確認 469
稼動停止 470
稼動停止しているシャーシのイネーブル化 471
管理 469
サーバの確認 479
サーバの削除 480
削除 470
スロットの再確認 481
ディスカバリ ポリシー 12, 185, 187
ハイブリッド表示 55
モニタリング 472
ロケータ LED の電源切断 472
ロケータ LED の電源投入 472
シャーシ管理 469, 470, 471, 472
確認 469
稼動停止しているシャーシのイネーブル化 471
削除 470
モニタリング 472
ロケータ LED の電源切断 472
ロケータ LED の電源投入 472

シャーシ ディスカバリ ポリシー
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設定 187
シャットダウン、グレースフル 478
シャットダウン、サーバの 477, 478
修正、拡張キーの 423
従属ファブリック インターコネクト
初期セットアップ 70
重大度、Call Home 500
柔軟性 4
終了 57
障害
Call Home の重大度 500
Core File Exporter 541, 542
収集ポリシー 22, 539, 540
ライフサイクル 22, 539
障害回復 517, 520
障害収集ポリシー
概要 22, 539
設定 540
使用状況、ポート ライセンス 195
証明書
HTTPS 91
VN-Link、ハードウェアの 420, 421
作成 421
概要 89
初期セットアップ
概要 63
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クラスタ設定 67, 70
スタンドアロン設定 65
セットアップ モード 64
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推奨事項
バックアップ操作 518
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アダプタ 155
サーバ 154
ファブリック インターコネクト 152
ステータスバー 53
ステートレス コンピューティング
オプトアウト 35
オプトイン 34
概要 34
ステートレス状態 34
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制限、サーバ電力使用量の 406
セッション プロパティ 58
セッション、ユーザ 134
設定
CIM-XML 88
HTTP 89
HTTPS 90, 91, 92, 93
インポート 519
インポート方法 519
サーバ ポート 78
スイッチング モード 72, 200
セッション プロパティ 58
通信サービス 97
バックアップ 150, 520, 523
復元 520, 525, 529
ポート 85, 201
設定、VMware 統合の
ウィザード 427, 428
設定解除
ポート 85
設定解除、ポート 80
設定解除、ポートの 202, 203
設定、クラスタ 67, 70
設定、スタンドアロン 65
設定の置き換え 519
設定の結合 519
セットアップ
従属ファブリック インターコネクト 70
プライマリ ファブリック インターコネクト 67
セットアップ モード 64
選択、プライマリ認証の 109

操作
インポート 525, 529
確認 58
バックアップ 520, 523, 524
組織
概要 113
削除 117
作成 116
名前解決 114
マルチテナント機能 35
ロケール 125
ローケールカらの削除 129
ロケールの削除 130
ロケールの作成 128
ロケールへの追加 129
ソフトウェア 137

た
ダイナミック vNIC 接続ポリシー
概要 14, 455
削除 457
作成 455
変更 456
タイム ゾーン
概要 467
設定 467
ダウングレード
前提条件 150
ファームウェア 149
ダウンロード
イメージ 156
キャンセル 158
ダウンロード、ファームウェアの 142
タスク
サポートされていない 46
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NTP サーバ 468
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停止、サーバの 477, 478
停止の影響
Cisco UCS Manager 146
ファームウェアのアップグレード 146
ファブリック インターコネクト 146
ディスカバリ ポリシー
サーバ 19, 319, 320
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Call Home 504
Core File Exporter 542
アップリンク イーサネット ポート 203
アップリンク イーサネット ポート チャネル 82
サーバ ポート 202
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ポート 80, 86
ポート チャネル 205
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削除 444
フォルダの削除 445
データベース
バックアップ 517
復元 520
テーブル
カスタマイズ 53
テーブルのカスタマイズ 53
フィルタリング 54
デフォルト サービス プロファイル 9, 334, 360
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サーバ ロケータ LED 483
シャーシ ロケータ LED 472
電源投入
サーバ ロケータ LED 482
シャーシ ロケータ LED 472

電源の再投入、サーバの 478
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概要 18, 187
設定 188
テンプレート
サービス プロファイル 9, 334
サービス プロファイルからの作成 384
サービス プロファイルの作成 382
テンプレート ベースのサービス プロファイル 383
電力使用量
サーバ 405
サーバの設定 406
表示 406
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統計情報
しきい値ポリシー 24, 555, 556, 558, 560, 561, 562, 564
アップリンク イーサネット ポート 561
イーサネット サーバ ポート 562
サーバおよびサーバ コンポーネント 556, 558, 560
ファイバ チャネル ポート 564
統計情報収集ポリシー
概要 24, 553
変更 554
統合ネットワーク アダプタ
バーチャライゼーション 37
登録、Smart Call Home 516
トラスト ポイント
概要 89
削除 94
作成 91
トラップ ホスト
削除 95
作成 95
トラフィック管理
Quality Of Service 32, 223
オーバーサブスクリプション 27, 28, 29
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機能カタログのアップデート 180
ファームウェア イメージのバンドル 155
認証
プライマリ 99
リモート 100

ね
ネームド VLAN
概要 213
削除 209, 215
作成 208, 213
ネームド VSAN
概要 249
削除 251
作成 249
ネットワーク
作成 249
接続 7
ネームド VLAN 208, 209, 213, 215
削除 209, 215
作成 208, 213
ネームド VSAN 249, 251
削除 251
ネットワーク制御ポリシー 18, 243, 245
削除 245
作成 243
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バーチャライゼーション
NIC アダプタ 37
Palo アダプタ
拡張キー 423
拡張ファイル 423
VIC アダプタ 37, 411
VM ライフサイクル ポリシー 21, 457, 458
VN-Link
概要 38, 412
ハードウェア 38, 412
VN-Link、ハードウェアの
考慮事項 41, 415
コンポーネント 417

バーチャライゼーション (続き)
VN-Link、ハードウェアの (続き)
証明書 420, 421
証明書のコピー 420
概要 36
サポート 36
統合ネットワーク アダプタ 37
ハードウェアの VN-Link
削除タスク 462
保留中の削除 461
ハードウェア、ステートレス 34
ハードウェアの VN-Link
ウィザードでの設定 427, 428
保留中の削除 461, 462
ハードウェアベースのサービス プロファイル 9, 334, 360
ハード リセット、サーバ 478
ハイ アベイラビリティ 4, 47, 67, 70, 152
概要 47
初期セットアップ 67, 70
ステータスの確認 152
ハイブリッド表示 55
バインディング
vHBA 267
vNIC 236
サービス プロファイル 403
バインド解除
vHBA 268
vNIC 237
サービス プロファイル 404
パススルー スイッチング 38, 412
パスワード、admin の復旧 547, 548, 550
パスワード、ガイドライン 121
破損した BIOS 487
パック
管理ファームウェア 18, 148, 175, 177
ホスト ファームウェア 16, 147, 172
バックアップ
概要 517
考慮事項 518
システム イベント ログ
手動 537
スケジュール済み 534
操作の削除 524
操作の作成 150, 520
操作の実行 150, 523
操作の変更 523
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ユーザ ロール 520
Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 1.3(1)

OL-22801-02-J

IN-15

索引

バックアップ操作
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作成 150, 520
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パッケージ
管理ファームウェア 176
サービス プロファイルへの追加 178
ダウンロード 156
入手方法 155
ホスト ファームウェア 173, 174
バンドル、ファームウェア 138

ひ
ビーコン
サーバ 482, 483
シャーシ 472
表示
サーバ電力使用量 406
システム イベント ログ 534
ピン グループ
LAN 206, 207, 217, 218, 219
SAN 253, 254
概要 30
ピン接続
ガイドライン 31
概要 30
サーバからサーバ ポート 30
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ファームウェア
CIMC のアクティブ化 165
CIMC のアップデート 164
IOM のアクティブ化 166
IOM のアップデート 165
UCS Manager のアップデート 168
アダプタのアクティブ化 163
アダプタのアップデート 162
アップグレード 139
アップグレード順序 145
アップグレードの工程 143, 149
アップデート 160
イメージ 138, 139
イメージ コンテンツ 158

ファームウェア (続き)
イメージ ダウンロードのキャンセル 158
イメージの削除 159
イメージ ヘッダー 138
ガイドライン 140
概要 137
確認 178
管理 142
管理パッケージ 18, 148, 175, 176, 177
サービス プロファイル 147
前提条件 150
ダウングレード 149
直接アップグレード 143
停止の影響 146
パッケージの削除 159
パッケージのダウンロード 156
パッケージの入手方法 155
ファブリック インターコネクト 548
ファブリック インターコネクトのアップグレード 168,
170, 171

ボード コントローラのアクティブ化 167
ホスト パッケージ 16, 147, 172, 173, 174
ファイバ チャネル
over Ethernet 5
アップリンク ポート 77
プライオリティ フロー制御 6
リンクレベル フロー制御 6
ファイバ チャネル アダプタ ポリシー
概要 14, 237, 269
削除 274
作成 270
ファブリック インターコネクト
admin パスワードの復旧 547, 548, 550
UCS Manager のアップデート 168
アップグレード、ファームウェアの 168, 170, 171
イーサネット スイッチング モード 71
確認、ファームウェアの 548
クラスタ 47
システム設定タイプ 64
使用可能容量 158
初期セットアップ
概要 63
管理ポート 64
スタンドアロン 65
セットアップ モード 64
第 1 67
第 2 70
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ファブリック インターコネクト (続き)
スタンドアロンに対するクラスタのイネーブル化 71
設定解除、ポート 80
設定の復元 529
全体的ステータス 152
ハイ アベイラビリティ 47
ハイ アベイラビリティ ステータス 152
ファームウェア アップグレードの影響 146
変更
仮想 IP アドレス 74
サブネット 74
ポートのイネーブル化 80
ポートのディセーブル化 80
ポートの変更 79
ポート ライセンス 191, 193, 194, 195
アンインストール 195
インストール 193
使用状況の表示 195
表示 194
ホスト ID 192
モード 72
モニタリング 73
リーダーシップ ロールの決定 76, 548
ファブリック フェールオーバー 243
フィルタリング、テーブルの 54
ブート
サーバ 476
サービス プロファイルからのサーバのブート 476
ブート順序の決定 477
ブート順序、サーバ 477
ブート順序、変更 391
ブートフラッシュ、使用可能容量 158
ブート ポリシー
概要 11, 302
削除 307
作成 303
プール
MAC 26, 221, 222
UUID 接尾辞 26, 280, 281
WWN 26, 255
WWNN 256
WWPN 260
概要 25
管理 IP 27, 281, 282
サーバ 25, 277, 278, 279
フォルダ
DVSの削除 445
vCenter への追加 439

フォルダ (続き)
削除 444, 445
データセンターへの追加 443
復元
インポート操作 525
概要 520
設定 529
ユーザ ロール 520
復旧、admin パスワード 547, 548, 550
プライオリティ フロー制御 6
プライマリ認証
LDAP プロバイダー 103, 104
RADIUS プロバイダー 105, 107
TACACS+ プロバイダー 107
TACACS プロバイダー 109
概要 99
選択 109
リモート 100
フロー制御
プライオリティ 6
リンクレベル 6
フロー制御ポリシー
概要 23, 33, 230
削除 232
作成 231
プロバイダー
LDAP 103, 104
RADIUS 105, 107
TACACS 109
TACACS+ 107
プロバイダー、機能カタログ 179, 182
プロパティ
セッション 58
ファブリック インターコネクト 74
プロファイル 6, 40, 414, 447, 506
Call Home 506
ポート 40, 414, 447
プロファイル クライアント
削除 453
作成 452
変更 453

へ
ペイン
[Navigation] 50
Work 53
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プロパティ 58
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ポート
MAC セキュリティ 243
アップリンク 77
アップリンク イーサネット 78, 201, 561
イーサネット サーバ ポート 562
イネーブル化 80, 201, 202
管理 64
サーバ 77, 78, 85, 86, 201
サーバ トラフィックのピン接続 30
設定解除 80, 202, 203
ディセーブル化 80, 202, 203
ピン グループ 206, 207, 217, 218, 219, 253, 254
ファイバ チャネル ポート 564
ファブリック インターコネクト 77
変更 79
ライセンス 191
ボード コントローラ、ファームウェアのアクティブ化 167
ポート チャネル
イネーブル化 82, 205
削除 84, 206
作成 81, 204
ディセーブル化 82, 205
ポートの削除 83, 206
ポートの追加 83, 205
ポート プロファイル
VLAN の修正 449
VLAN の追加 450, 451
概要 40, 414, 447
削除 451
作成 448
ネイティブ VLAN の変更 450
プロファイル クライアントの削除 453
プロファイル クライアントの作成 452
プロファイル クライアントの変更 453
ポート ライセンス
アンインストール 195
インストール 193
概要 191
使用状況の表示 195

ポート ライセンス (続き)
入手方法 192
表示 194
ホスト ID の入手方法 192
ホスト ID、入手方法 192
ホスト ファームウェア パッケージ
アップデート 174
概要 16, 147, 172
サービス プロファイルへの追加 178
作成 173
ポリシー
BIOS 285, 286
Call Home 509, 510, 512
IPMI アクセス 17, 307, 308
PSU 18, 187
QoS 18, 33, 227, 228, 230
SEL 534
Serial over LAN
概要 24, 315
削除 316
作成 315
vHBA 20, 265
VM ライフサイクル 21, 457, 458
vNIC 21, 233
vNIC/vHBA 配置 21, 329
イーサネット 14, 237, 269
概要 10
管理ファームウェア 18, 148, 175, 176, 177
サーバ継承
概要 19, 320
削除 322
作成 321
サーバ ディスカバリ 19, 319, 320
サーバ プール 20, 322, 323
サーバ プール資格 20, 323, 324, 328, 329
しきい値 24, 555, 556, 558, 560
自動構成 19, 317, 318
シャーシ ディスカバリ 12, 185, 187
障害収集 22, 539, 540
スクラブ 23, 313, 314, 315
ダイナミック vNIC 接続
概要 14, 455
削除 457
作成 455
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電源 18, 187, 188
統計情報収集 24, 553, 554
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ファイバ チャネル アダプタ 14, 237, 269
ブート 11, 302, 303, 307
フロー制御 23, 33, 230, 231, 232
ホスト ファームウェア 16, 147, 172, 173, 174
ローカル ディスク設定 17, 309, 310, 312, 313
保留中の削除
概要 461
削除 463
表示 462
プロパティの変更 462
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マルチテナント機能
オプトアウト 36
オプトイン 36
概要 35
組織 113, 116, 117
削除 117
作成 116
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メッセージ、システム インベントリ 505, 506, 515
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モード
イーサネット スイッチング 71
エンドホスト 71, 72, 200
スイッチング 72, 200
セットアップ 64
モニタリング
I/O モジュール 494
サーバ 488
シャーシ 472
ファブリック インターコネクト 73
ユーザ セッション 134
モビリティ 34

ゆ
有効期限、アカウント 120
ユーザ
SNMPv3 96, 97
アカウント 120, 121
アカウントの作成 130
アクセス コントロール 119
ガイドライン 120
権限 123
権限の削除 127
権限の追加 127
セッションのモニタリング 134
認証 99
復旧、admin パスワード 547, 548, 550
リモート認証 100
ローカル アカウントの削除 134
ロール 121, 134
変更 134
ロールの削除 127
ロールの作成 126
ロケール
概要 125
削除 130
作成 128
組織の削除 129
組織の追加 129
変更 133
ユーザ アカウント
概要 120, 121
削除 134
作成 130
ユーザ名ガイドライン 120
ロケールの変更 133
ユーザ アトリビュート
LDAP 100
RADIUS 101
TACACS+ 101
ユーザ名、ガイドライン 120
ユーザ ロール
概要 121
権限 123
権限の削除 127
権限の追加 127
削除 127
作成 126
ユニファイド ファブリック
概要 5
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リセット
CIMC 486
CMOS 486
IOM 493
リセット、サーバの、ハード 478
リブート、サーバの 478
リフレッシュ、システム イベント ログの 537
リモート認証
ユーザ アカウント 100
ユーザ ロール 100
領域、[Fault Summary] 50
リンクレベル フロー制御 6

る
ルート組織 116
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レーン、仮想 32, 223

ろ
ローカル ディスク設定ポリシー
ガイドライン 309
概要 17, 309
削除 313
作成 310
変更 312
ローカルに認証されたユーザ
削除 134
作成 130
ロール
概要 121
権限 123
権限の削除 127
権限の追加 127
削除 127
作成 126
バックアップ 520
ユーザに対する変更 134
ロールベース アクセス コントロール 119
ログ
システム イベント 534
ログアウト 57
ログイン
HTTP 57
HTTPS 56
ログ、システム 543
ログ、システム イベント
概要 533
ロケール
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ユーザに対する変更 133
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