
サービスプロファイルの設定
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• サービスプロファイルテンプレート, 3 ページ

• サービスプロファイルの注意事項および推奨事項, 3 ページ

• サービスプロファイルの作成, 4 ページ

• サービスプロファイルテンプレートの操作, 46 ページ

• サービスプロファイルの管理, 84 ページ

• サービスプロファイルテンプレートの管理, 106 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

ルを使用すると、関連付けの時点でサーバにある IDの値を上書きし、CiscoUCSManagerのリソー
スプールとポリシー設定を使用して管理タスクの一部を自動化できます。

このサービスプロファイルとサーバの関連付けを解除して、このプロファイルを別のサーバに関

連付けることができます。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。新しいサーバのハードウェアが持つUUIDやMAC
アドレスなどの工場出荷時の設定は、サービスプロファイル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
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•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

サービスプロファイルに電源管理ポリシー、サーバプールの資格ポリシー、または個々のハード

ウェア設定を必要とする別のポリシーが含まれている場合、プロファイルは、Cisco UCSドメイ
ンで、任意のタイプのサーバを使用できます。

これらのサービスプロファイルは、ラックマウントサーバまたはブレードサーバと関連付ける

ことができます。サービスプロファイルを移行する機能は、サービスプロファイルの移行の制

限を選択するかどうかにより異なります。

移行を制限しない場合は、既存のサービスプロファイルを移行する前に、Cisco UCS Manager
による新規サーバに対する互換性チェックは実行されません。両方のサーバのハードウェア

が類似していない場合、アソシエーションが失敗することがあります。

（注）

サーバ ID を継承するサービスプロファイル
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。このプロ

ファイルは特定のサーバに結び付けられており、別のサーバへの移動または移行はできません。

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については、2つの HBAの
WWNアドレス

• BIOSバージョン

•サーバの UUID

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。

重要
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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により、同一の基本パラメータ（vNICおよび vHBAの数な
ど）や、同じプールから取得された ID情報が含まれる複数のサービスプロファイルを迅速に作
成できます。

既存のサービスプロファイルに類似した値が含まれるサービスプロファイルが 1つだけ必要
な場合は、Cisco UCS Manager GUIでサービスプロファイルのクローニングが可能です。

ヒント

たとえば、サーバをホストデータベースソフトウェアに設定するために同様の値が含まれた複数

のサービスプロファイルが必要な場合は、手作業でも既存のサービスプロファイルからでもサー

ビスプロファイルテンプレートを作成できます。次に、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は、次のタイプのサービスプロファイルテンプレートをサポートします。

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。

アップデートテンプレート

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では、テンプレートのす

べてのプロパティが継承され、テンプレートへのつながりが保持されます。テンプレート

の何らかの変更があると、テンプレートから作成されたサービスプロファイルは自動的に

アップデートされます。

サービスプロファイルの注意事項および推奨事項
ローカルディスク設定ポリシーなどの、サービスプロファイルとサービスプロファイルテンプ

レートに含まれるポリシーとプールに固有な注意事項や推奨事項に加えて、サービスプロファイ

ルとサーバを関連付ける機能に影響する次の注意事項と推奨事項に留意する必要があります。

ラックマウントサーバで設定できる vNIC 数の制限

CiscoUCSManagerと統合されるすべてのラックマウントサーバに、CiscoUCSP81E仮想インター
フェイスカード（N2XX-ACPCI01）などのサポート対象アダプタについて、それぞれ最大56個の
vNICを設定できます。
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ラックマウントサーバの電力制限のサポートなし

電力制限はラックサーバではサポートされません。ラックマウントサーバに関連付けられたサー

ビスプロファイルに電力制御ポリシーを含めると、そのポリシーは設定されません。

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]ペインの [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備えられていない場合は、[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 , （4ページ）

•ページ 2：ネットワーキングオプションの設定, （6ページ）

•ページ 3：ストレージオプションの設定, （14ページ）

•ページ 4:ファイバチャネルの [Zoning]オプションの設定, （21ページ）

•ページ 5：vNIC/vHBA配置の設定, （23ページ）

•ページ 6：サーバのブート順序の設定, （28ページ）

•ページ 7：メンテナンスポリシーの追加, （33ページ）

•ページ 8：サーバの割り当ての指定, （35ページ）

•ページ 9：動作ポリシーの追加, （37ページ）

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, （4ページ）に記載
されているステップから直接続くものです。 [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。
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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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、この
名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレートで一

意である必要があります。

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。

説明オプション

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。

[Select (pool default used by 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。

[Hardware Default]

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。

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
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説明オプション

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。

Pools Pool_Name

ステップ 3 （任意） XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX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 （任意） このサービスプロファイルで使用するために新しい UUIDサフィックスプールを作成
する場合は、[CreateUUIDSuffix Pool]をクリックして [CreateUUIDSuffix 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、UUID接尾辞プールの作成を参照してください。

ステップ 5 （任意） 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。

このサービスプロファイルのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バックスラッシュ）、^（キャラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）を除く
文字やスペースを使用できます。

ステップ 6 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 2：ネットワーキングオプションの設定, （6ページ）の手順を完了します。

ページ 2：ネットワーキングオプションの設定
この手順は、ページ 1：サービスプロファイルの識別 , （4ページ）から直接続くものです。
[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。

   Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1
6 OL-28301-02-J  

サービスプロファイルの設定

[Expert] ウィザードを使用したサービスプロファイルの作成

b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_1_chapter_011100.pdf#unique_470


手順

ステップ 1 （任意） ダイナミック vNICをサポートするアダプタを備えた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から次のいずれか
のオプションを選択します。

説明オプション

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。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルまたはテンプレートを設
定する場合は、このオプションを選択します。

ステップ 4に進みます。

[Select a Policy to use]

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
接続ポリシーを作成できます。

ステップ 2に進みます。

[Create a Specific Dynamic
vNIC Connection Policy]

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。

[Dynamic vNICConnection
Policies] Policy_Name

ステップ 2 （任意） [Create a Specific Dynamic vNIC Connection Policy]をクリックした場合、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には、次の手順
を実行します。

a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNICの数。[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

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。

[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリスト
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説明名前

ダイナミック vNICは Cisco UCSで常に保護されますが、優
先するファブリックがある場合はこのフィールドを使用して

それを選択することができます。次のいずれかを選択できま

す。

• [Protected Pref A]：Cisco UCSはファブリックAを使用し
ようとしますが、必要に応じてファブリックBにフェー
ルオーバーします。

• [Protected Pref B]：Cisco UCSはファブリック Bを使用し
ようとしますが、必要に応じてファブリックAにフェー
ルオーバーします。

• [Protected]：CiscoUCSは、使用可能であればどのファブ
リックでも使用します。

[Protection]フィールド

b) ステップ 4に進みます。

ステップ 3 （任意） 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、『Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware GUI Configuration Guide』を参照し
てください。

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。

説明オプション

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。

[Simple]

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。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルまたはテンプレートを設定する
場合は、このオプションを選択します。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルを設定する場合は、ステップ 7
に進みます。そのほかすべての設定については、ステップ 6に進みます。

[Expert]
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説明オプション

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 9に進みます。

[No vNICs]

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 9に進みます。

[Hardware Inherited]

このサービスプロファイルに対してLAN接続ポリシーを使用できるように
します。

ステップ 8に進みます。

同じサービスプロファイルに、LAN接続ポリシーと、ローカル
で作成された vNICを設定することはできません。サービスプロ
ファイルにLAN接続ポリシーを追加すると、既存の vNIC設定は
すべて消去されます。

（注）

[Use Connectivity
Policy]

ステップ 5 （任意） 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。

• [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、ネームド VLANの作成を参照してください。

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 9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、iSCSIブート用にこのサービスプロファイルを設定
していない場合、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。
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説明名前

この vNIC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。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

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。CiscoUCSManagerGUIに [vNIC
Template]ドロップダウンリストが表示され、それを使用して
適切なテンプレートと [Adapter Performance Profile]領域を選
択し、そこからアダプタプロファイルを選択できます。

1つ以上の vNICテンプレートがシステムに存在す
る場合のみ、このオプションを選択できます。

（注）

[Use vNIC Template]チェック
ボックス

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。

[Create vNIC Template]リンク

項目

•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。

[MAC Address Assignment]ド
ロップダウンリスト

c) [Fabric Interconnect]領域で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

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

クトです。

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、[EnableFailover]チェッ
クボックスをオンにします。

次の状況では、vNICのファブリックのフェールオー
バーをイネーブルにしないでください。

（注）

• Cisco UCSドメインがイーサネットスイッチ
モードで実行している場合。 vNICのファブ
リックフェールオーバーは、このモードでは

サポートされません。 1つのファブリックイ
ンターコネクトですべてのイーサネットアッ

プリンクが失敗すると、vNICsは別のものに
フェールオーバーしません。

•ファブリックフェールオーバーをサポートし
ないアダプタ（CiscoUCS82598KR-CI 10-Gigabit
EthernetAdapterなど）があるサーバをこのvNIC
に関連付ける予定がある場合。選択した場合、

サービスプロファイルとサーバを関連付けた

ときに、CiscoUCSManagerによって設定エラー
が生成されます。

[Fabric ID]フィールド

次の表には、この vNICに関連付けることができる VLANが
リストされています。各カラムの説明は次のとおりです。

• [Select]：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]：VLANの名前。

• [Native VLAN]：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。

[VLANs]テーブル

VLANを作成する場合は、このリンクをクリックします。[Create VLAN]リンク
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説明名前

この vNICで受け入れられる最大伝送単位、つまりパケット
サイズ。

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。

関連付けられたQoSポリシーが vNICにある場合、
ここで指定されるMTUは、関連付けられたQoSシ
ステムクラスで指定されたMTU以下でなければな
りません。このMTU値が QoSシステムクラスの
MTU値を超えると、データ伝送中にパケットがド
ロップされる可能性があります。

（注）

[MTU]フィールド

この vNICと関連付ける LANピングループを選択します。[Pin Group]ドロップダウンリ
スト

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。

[Create LAN Pin Group]リンク

[Operational Parameters]セクション

この vNICと関連付ける統計情報収集ポリシー。[Stats Threshold Policy]ドロッ
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。

説明名前

この vNICと関連付けるイーサネットアダプタポリシー。[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリスト

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

クをクリックします。

[Create Ethernet Adapter Policy]
リンク

この vNICが関連付けられているダイナミック vNIC接続ポリ
シー。

[Dynamic vNIC Connection
Policy]ドロップダウンリスト

ダイナミック vNIC接続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。

[Create Dynamic vNIC
Connection Policy]リンク

この vNICと関連付ける Quality Of Serviceポリシー。[QoS]ドロップダウンリスト

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。

[Create QoS Policy]リンク
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説明名前

この vNICと関連付けるネットワーク制御ポリシー。[Network Control Policy]ドロッ
プダウンリスト

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。

[Create Network Control Policy
Policy]リンク

e) [OK]をクリックします。
f) ステップ 9に進みます。

ステップ 7 エキスパート LAN接続オプションを選択し、iSCSIブート用にこのサービスプロファイルを設定
している場合、次の手順を実行します。

a) 下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]バーを展開します。
b) テーブルのアイコンバーで [Add]をクリックし、[Create iSCSI vNIC]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、iSCSI vNICの ID情報を指定します。

説明名前

iSCSI vNICの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

この iSCSI vNICに関連付けられた LAN vNIC（ある場合）。[Overlay vNIC]ドロップダウン
リスト

この iSCSI vNICに関連付けられた iSCSIアダプタポリシー
（ある場合）。

[iSCSIAdapter Policy]ドロップ
ダウンリスト

すべての iSCSI vNICに使用可能な新しい iSCSIアダプタポリ
シーを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Adapter Policy]リ
ンク

この iSCSI vNICに関連付けられたMACアドレス（ある場
合）。MACアドレスが設定されていない場合、Cisco UCS
Manager GUIには [Derived]が表示されます。

[MAC Address]フィールド

この iSCSIvNICに関連付けられたMACプール（ある場合）。[MAC Pool]フィールド

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 13

サービスプロファイルの設定

[Expert] ウィザードを使用したサービスプロファイルの作成



説明名前

この iSCSI vNICに関連付けられた仮想 LAN（ある場合）。
デフォルトの VLANは defaultです。

Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードお
よび Cisco UCS M82-8P仮想インターフェイスカー
ドの場合、指定する VLANはオーバーレイ vNIC
上のネイティブ VLANと同じである必要がありま
す。

Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ
の場合、指定するVLANはオーバーレイ vNICに割
り当てられたどの VLANにすることもできます。

（注）

[VLAN]ドロップダウンリス
ト

d) [OK]をクリックします。
e) 追加の iSCSI vNICを設定するために、ステップ bから dを繰り返します。
f) ステップ 9に進みます。

ステップ 8 [Use Connectivity Policy]を選択した場合、次の手順を実行します。

•既存の LAN接続ポリシーを使用するには、[LAN Connectivity Policy]ドロップダウンリスト
でそのポリシーを選択します。

•既存の LAN接続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 LAN Connectivity Policy]リンクをクリック
し、フィールドに値を入力します。

LAN接続のポリシーの詳細については、LAN接続ポリシーの作成を参照してください。

ステップ 9 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 3：ストレージオプションの設定, （14ページ）を実行します。

ページ 3：ストレージオプションの設定
この手順は、ページ 2：ネットワーキングオプションの設定, （6ページ）から直接続くもので
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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説明オプション

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

レージポリシーを割り当てます。

ステップ 4に進みます。

[Select Local Storage Policy
to use]

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。

[Create a Specific Storage
Policy]

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。

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。

[Storage Policies
Policy_Name]

ステップ 2 （任意） [Create a Specific Storage Policy]を選択し、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、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。

• [No Local Storage]：ディスクレスサーバまたは SAN専用の設定で使用します。このオプ
ションを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、ロー

カルディスクを持つサーバに関連付けることができません。

• [RAID 0 Striped]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スルー
プットを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、

すべてのデータが失われます。

• [RAID 1 Mirrored]：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生
した場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの
小さい方の空き容量に等しくなります。

• [Any Configuration]：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用しま
す。

• [NoRAID]：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままに
するサーバ設定で使用します。

[No RAID]を選択し、このポリシーをすでにRAIDストレージが設定されているオペレー
ティングシステムを使用するサーバに適用した場合、システムによってディスクの内容

が削除されません。そのため、[No RAID]モードの適用後に違いがわからないことがあ
ります。これにより、ポリシー内の RAID設定と、サーバの[Inventory] > [Storage]タブに
表示される実際のディスク設定の間に不一致が生じる場合があります。
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以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除させるには、No RAIDコンフィギュ
レーションモードの適用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。

• [RAID 5 Striped Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各
ディスクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ

情報が格納されます。 RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切
なデータスループットを提供します。

• [RAID 6 Striped Dual Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、2
つのパリティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する保護を提供
します。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• [RAID10 Mirrored and Striped]：RAID 10はミラー化されたディスクのペアを使用して、完
全なデータ冗長性と高いスループットレートを提供します。

一部の Cisco UCSサーバでは、特定の RAID設定オプションにライセンスが必要で
す。 Cisco UCSManagerがこのローカルディスクポリシーを含むサービスプロファ
イルをサーバに関連付けると、Cisco UCSManagerは、選択した RAIDオプションに
適切なライセンスが付与されていることを確認します。問題がある場合は、サービ

スプロファイルの関連付け中に Cisco UCS Managerによって設定エラーが表示され
ます。

特定のCiscoUCSサーバのRAIDライセンス情報については、そのサーバの『Hardware
Installation Guide』を参照してください。

（注）

b) サーバとサービスプロファイルとの関連付けが解除されても、ローカルディスク設定ポリシー
内の設定を保持したい場合、[Protect Configuration]チェックボックスをオンにします。
サービスプロファイルがサーバから関連付けを解除され、新しいサービスプロファイルが関

連付けられると、新しいサービスプロファイルのProtectConfigurationプロパティが優先され、
前のサービスプロファイルの設定は上書きされます。

このオプションがイネーブルの状態でサーバとサービスプロファイルの関連付けを

解除した後、そのサーバに新しいサービスプロファイルを関連付け、そのサービス

プロファイル内のローカルディスク設定ポリシーに前とは異なるプロパティが含ま

れていると、サーバから設定不一致のエラーが返され、関連付けは失敗します。

（注）

c) ステップ 4に進みます。

ステップ 3 （任意） 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、ローカルディスク設定ポリシーの作成を参照してください。

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。
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説明オプション

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 5に進みます。

[Simple]

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 6に進みます。

[Expert]

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。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルまたはテンプレートを設定
する場合は、このオプションを選択します。

ステップ 8に進みます。

[No vHBAs]

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 8に進みます。

[Hardware Inherited]

このサービスプロファイルに対してSAN接続ポリシーを使用できるよう
にします。

ステップ 7に進みます。

同じサービスプロファイルに、SAN接続ポリシーと、ローカ
ルで作成されたvHBAを設定することはできません。サービス
プロファイルにSAN接続ポリシーを追加すると、既存のvHBA
設定はすべて消去されます。

（注）

[Use Connectivity
Policy]

ステップ 5 （任意） 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プールを使用するには、[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。
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• [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、ネームド VSANの作成を参照してください。

c) この vHBAにVSANを作成するには、[vHBA 1 (Fabric B)]領域でステップ 5bを繰り返します。
d) ステップ 8に進みます。

ステップ 6 （任意） 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プールを使用するには、[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。

説明名前

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。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

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。CiscoUCSManagerGUIに [vHBA
Template]ドロップダウンリストが表示され、それを使用して
適切なテンプレートと [Adapter Performance Profile]領域を選
択し、そこからアダプタプロファイルを選択できます。

1つ以上の vHBAテンプレートがシステムに存在す
る場合のみ、このオプションを選択できます。

（注）

[Use vHBA Template]チェック
ボックス
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説明名前

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。

[Create vHBA Template]リンク

Cisco UCSがWorld Wide Port Nodeを vHBAに割り当てる方
法。 Cisco UCSについて、次のように設定します。

•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、[Derived]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。

WWPNが Cisco MDSファイバチャネルスイッチと互換
性を持つようにするには、WWPNテンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使用します。

•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

用可能なアドレスの数であり、2番めの数字はそのプー
ル内のアドレスの合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録され
ている場合、2つのプールカテゴリがある可能性があり
ます。 [Domain Pools]は Cisco UCSドメインにローカル
に定義され、[Global Pools]はCisco UCS Centralに定義さ
れます。

[WWPN Assignment]ドロップ
ダウンリスト

Cisco UCSドメイン内のすべてのオブジェクトで使用可能な
新しいWWPNプールを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。

[Create WWPN Pool]リンク
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説明名前

[WWPNAssignment]ドロップダウンリストが手動テンプレー
トのいずれかに設定されている場合、手動で割り当てた

WWPN。

WWPN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。

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。

[WWPN]フィールド

d) [VSAN]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

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

クトです。

[Fabric ID]フィールド

この vHBAと関連付ける VSAN。[Select VSAN]ドロップダウン
リストボックス

VSANを作成する場合は、このリンクをクリックします。[Create VSAN]リンク

この vHBAが関連付けられる SANピングループ。[Pin Group]ドロップダウンリ
ストボックス

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。

[Create SAN Pin Group]リンク

次のいずれかになります。

• Disabled

• Enabled

[Persistent Binding]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。

[Max Data Field Size]フィール
ド

[Operational Parameters]セクション

この vHBAと関連付ける統計しきい値ポリシー。[Stats Threshold Policy]ドロッ
プダウンリストボックス
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e) [Adapter Performance Profile]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

この vHBAと関連付けるファイバチャネルアダプタポリ
シー。

[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリストボックス

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。

[Create Fibre Channel Adapter
Policy]リンク

この vHBAと関連付ける Quality Of Serviceポリシー。[QoS]ドロップダウンリスト
ボックス

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。

[Create QoS Policy]リンク

f) [OK]をクリックします。
g) ステップ 8に進みます。

ステップ 7 [Use Connectivity Policy]を選択した場合、次の手順を実行します。

•既存の SAN接続ポリシーを使用するには、[SAN Connectivity Policy]ドロップダウンリスト
でそのポリシーを選択します。

•既存の SAN接続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 SAN Connectivity Policy]リンクをクリック
し、フィールドに値を入力します。

SAN接続のポリシーの詳細については、SAN接続ポリシーの作成を参照してください。

ステップ 8 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 4:ファイバチャネルの [Zoning]オプションの設定, （21ページ）を実行します。

ページ 4: ファイバチャネルの [Zoning] オプションの設定
この手順は、ページ 3：ストレージオプションの設定, （14ページ）から直接続くものです。
[Create Service Profile (expert)]ウィザードの [Zoning]ページで、サービスプロファイルに対する
ファイバチャネルのゾーン分割に必要なvHBAイニシエータグループを設定する方法について説
明します。
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手順

ステップ 1 まだ実行していない場合は、次の手順に従い、1つ以上の vHBAイニシエータグループを作成し
ます。

a) [Select vHBA Initiator Groups]テーブルの最下部のアイコンバーの [+]をクリックします。
b) [Create vHBA Initiator Group]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。

説明名前

vHBAイニシエータグループの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

グループの説明。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等
号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）を
除く文字やスペースを使用できます。

[Description]フィールド

この vHBAイニシエータグループに関連付けられたストレー
ジ接続ポリシー。次のいずれかになります。

•既存のストレージ接続ポリシーを使用して、ドロップダ
ウンリストからそのポリシーを選択します。 Cisco UCS
Manager GUIには、[Global Storage Connection Policy]領
域のポリシーとその FCターゲットエンドポイントの情
報が表示されます。

グローバルに使用可能な新しいストレージ接続ポリシー

を作成し、[Create Storage Connection Policy]リンクをク
リックします。

•このvHBA発信者グループにのみ使用できるローカルス
トレージ接続ポリシーを作成し、[Specific Storage
Connection Policy]オプションを選択します。 Cisco UCS
Manager GUIには、ローカルストレージ接続ポリシーを
設定できる [Specific Storage Connection Policy]領域が表示
されます。

[Storage Connection Policy]ド
ロップダウンリスト

すべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテ

ンプレートに使用可能な新しいストレージ接続ポリシーを作

成するには、このリンクをクリックします。

[Create Storage Connection
Policy]リンク
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ストレージ接続ポリシーの作成方法の詳細については、ファイバチャネルストレージ接続ポ

リシーの作成を参照してください。

c) [OK]をクリックします。

ステップ 2 [Select vHBA Initiators]テーブルで、vHBAイニシエータグループに追加する 1つ以上の vHBAイ
ニシエータをクリックします。

ステップ 3 [Select vHBA Initiator Groups]テーブルで、選択した vHBAイニシエータの追加先である vHBAイ
ニシエータグループをクリックします。

ステップ 4 [>> Add To >>]ボタンをクリックして、選択した vHBAイニシエータグループに選択した vHBA
イニシエータを追加します。

ステップ 5 vHBAイニシエータを、関連付けられているサーバとの通信先となるゾーンに必要なすべての
vHBAイニシエータグループに追加して [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 5：vNIC/vHBA配置の設定, （23ページ）を実行します。

ページ 5：vNIC/vHBA 配置の設定
この手順は、ページ 4:ファイバチャネルの [Zoning]オプションの設定, （21ページ）から直接
続くものです。 [Create Service Profile (expert)]ウィザードの [vNIC/vHBAPlacement]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。

説明オプション

CiscoUCSManager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。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルまたはテンプレートを設定
する場合は、このオプションを選択します。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルを設定する場合は、ステッ
プ 5に進みます。すべての設定については、ステップ 2に進みます。

[Let System Perform
Placement]
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説明オプション

次の機能が利用できるようになります。

•このサービスプロファイルに関連付けられた vNICと vHBAを仮想
ネットワークインターフェイス（vCON）に明示的に割り当てます。

• vCONに割り当てられるタイプの vNICと vHBAを、手動または
vNIC/vHBA配置ポリシーで設定します。

ステップ 3に進みます。

[Specify Manually]

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、CiscoUCSManager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。

[vNIC/vHBAPlacement
Profiles Placement
Profile Name]

ステップ 2 （任意） [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。

説明名前

リスト内で、選択した vNICまたは VHBAを
より高いプライオリティに移動します。

[Move Up]ボタン

リスト内で、選択した vNICまたは VHBAを
より低いプライオリティに移動します。

[Move Down]ボタン

選択した vNICまたは vHBAを削除します。[Delete]ボタン

すての vNICおよび vHBAを元の順番に戻し
ます。

[Reorder]ボタン

現在選択されている vNICまたは vHBAを変
更できます。

その vNICまたは vHBA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。

（注）

[Modify]ボタン

b) ステップ 5に進みます。

ステップ 3 （任意） [Specify Manually]を選択した場合、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 2.1
24 OL-28301-02-J  

サービスプロファイルの設定

[Expert] ウィザードを使用したサービスプロファイルの作成



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]：明示的に割り当てられているか、未割り当てであるか、または動的に割り当てられ
ているかどうかに関係なく、すべての設定済みの vNICと vHBAを vConに割り当てるこ
とができます。これはデフォルトです。

• [Assigned Only]：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービ
スプロファイルまたは vNICまたは vHBAのプロパティを介して、vNICおよび vHBAを
明示的に割り当てることができます。

• [ExcludeDynamic]：ダイナミック vNICと vHBAを vConに割り当てることはできません。
vConは、未割り当てか、または明示的に割り当てられているかに関係なく、すべてのス
タティック vNICと vHBAに対して使用できます。

• [Exclude Unassigned]：未割り当ての vNICと vHBAを vConに割り当てることはできませ
ん。 vConは、明示的に割り当てられているダイナミック vNICと vHBA、およびスタ
ティック vNICと vHBAに対して使用できます。

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) 次のフィールドに入力します。

説明名前

この配置ポリシーの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド
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説明名前

[Virtual Slot Mapping Scheme]
フィールド
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説明名前

Cisco UCSは、仮想ネットワークインターフェイス（vCon）
接続をサーバの PCIeアダプタカードに割り当てます。各
vConは、vNICおよび vHBAを割り当てることができる物理
アダプタの仮想表現です。

1つのアダプタを持つブレードまたはラックサーバでは、
Cisco UCSは、すべての vConをそのアダプタに割り当てま
す。 4つのアダプタを持つサーバでは、Cisco UCSは、vCon1
を Adapter1、vCon2を Adapter2、vCon3を Adapter3、vCon4
を Adapter4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを備えたブレードまたはラックサー
バについて、Cisco UCSは、選択した仮想スロットマッピン
グスキームに基づいて vConを割り当てます。次のいずれか
になります。

• [Round Robin]：2つのアダプタカード付きのサーバで
は、Cisco UCSは、vCon1と vCon3を Adapter1に割り当
て、次に vCon2と vCon4を Adapter2に割り当てます。

3つのアダプタカード付きのサーバでは、CiscoUCSは、
vCon1を Adapter1、vCon2と vCon4を Adapter2、vCon3
を Adapter3に割り当てます。

これはデフォルトのスキームです。

• [Linear Ordered]：2つのアダプタカード付きのサーバで
は、Cisco UCSは、vCon1と vCon2を Adapter1に割り当
て、次に vCon3と vCon4を Adapter2に割り当てます。

3つのアダプタカード付きのサーバでは、CiscoUCSは、
vCon1を Adapter1、vCon2を Adapter2に割り当て、次に
vCon3と vCon4を Adapter3に割り当てます。

N20-B6620-2およびN20-B6625-2ブレードサーバで
は、2つのアダプタには左から右に番号が付けられ、

（注）

vConには右から左に番号が付けられます。いずれ
かのブレードサーバに単一のアダプタがある場合、

CiscoUCSは、すべてのvConをそのアダプタに割り
当てます。サーバに 2つのアダプタがある場合、
vConsの割り当ては、仮想スロットマッピングス
キームによって異なります。

• [Round Robin]：Cisco UCSは、vCon2と vCon4
を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon3を
Adapter2に割り当てます。これはデフォルト
です。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 27

サービスプロファイルの設定

[Expert] ウィザードを使用したサービスプロファイルの作成



説明名前

[Linear Ordered]：CiscoUCSは、vCon3と vCon4
を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon2を
Adapter2に割り当てます。

•

Cisco UCSによって vConが割り当てられた後、各 vConの
[Selection Preference]に基づいて vNICと vHBAが割り当てら
れます。

b) 各 [Virtual Slot]の [Selection Preference]カラムで、ドロップダウンリストから次のいずれかを
選択します。

• [All]：明示的に割り当てられているか、未割り当てであるか、または動的に割り当てられ
ているかどうかに関係なく、すべての設定済みの vNICと vHBAを vConに割り当てるこ
とができます。これはデフォルトです。

• [Assigned Only]：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービ
スプロファイルまたは vNICまたは vHBAのプロパティを介して、vNICおよび vHBAを
明示的に割り当てることができます。

• [ExcludeDynamic]：ダイナミック vNICと vHBAを vConに割り当てることはできません。
vConは、未割り当てか、または明示的に割り当てられているかに関係なく、すべてのス
タティック vNICと vHBAに対して使用できます。

• [Exclude Unassigned]：未割り当ての vNICと vHBAを vConに割り当てることはできませ
ん。 vConは、明示的に割り当てられているダイナミック vNICと vHBA、およびスタ
ティック vNICと vHBAに対して使用できます。

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。

次の作業

ページ 6：サーバのブート順序の設定, （28ページ）を実行します。

ページ 6：サーバのブート順序の設定
この手順は、ページ 5：vNIC/vHBA配置の設定, （23ページ）から直接続くものです。 [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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ブートポリシーのブート順序には、ローカルディスクと SAN LUNの両方ではなく一方のみ
をインクルードし、サーバが誤ったストレージタイプからブートしないようにすることを推

奨します。ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定さ
れていて、オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が
誤っている場合、サーバがSANLUN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 LVMが
設定されていて、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
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

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。

説明オプション

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。

[Select Boot Policy to use]

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。

[Create a Specific Boot
Policy]

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。

[Boot Policies
Policy_Name]

ステップ 2 [Create Boot Policy]をクリックして、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、次の手順を実行します。

a) [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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。
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b) ステップ 3に進みます。

ステップ 3 （任意） 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、[Reboot on boot Order Change]チェックボックスがブートポリシーに
対して選択されており、CD-ROMまたはフロッピーがブート順で最後のデバイスの場合に、デバ
イスを取り外すか、装着しても、ブート順に直接影響は及ぼされず、サーバはリブートされませ

ん。

ステップ 4 （任意） 必要に応じて、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェックボックスを確認します。

•これをオンにすると、Cisco UCS Managerは設定エラーを表示し、[Boot Order]テーブルにリ
ストされている vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICの 1つ以上がサービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかをレポートします。

•オフになっている場合、（ブートオプションに適するように）Cisco UCS Managerはサービ
スプロファイルのサーバ設定から vNIC、vHBA、または iSCSI vNICを使用します。ブート
ポリシーで指定された vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICがサービスプロファイルのサー
バ設定と一致するかどうかはレポートしません。

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) [AddSANBoot]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。

説明名前

SANブートに使用する vHBAの名前を入力します。[vHBA]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラスに定義されて
いる最初のアドレス。ブートポリシーには、1つのプラ
イマリ LAN、SAN、または iSCSIブートロケーション
のみを指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスクラスに定義され
ている2番目のアドレス。各ブートポリシーには、LAN
または 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。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダリブートデバ

イス」はブート順序を表す用語ではありません。同じデバイ

スクラス内での実際のブート順序は、PCIeバススキャン順
序により決定されます。

[Type]フィールド

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。

説明名前

ブートイメージの場所に対応する LUN。[Boot Target LUN]フィールド

ブートイメージの場所に対応するWWPN。[Boot Target WWPN]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラ
スに定義されている最初のアドレス。

ブートポリシーには、1つのプライマリ
LAN、SAN、または iSCSIブートロケー
ションのみを指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスク
ラスに定義されている 2番目のアドレ
ス。各ブートポリシーには、LANまた
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。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダ

リブートデバイス」はブート順序を表す用語

ではありません。同じデバイスクラス内での

実際のブート順序は、PCIeバススキャン順序
により決定されます。

[Type]フィールド

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 iSCSI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) [Specific Boot Policy]領域で、下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。
b) [iSCSI vNICs]領域で、[Boot Order]テーブルに追加するサーバを起動する iSCSI vNICをダブル
クリックします。

c) [iSCSI vNICs]領域で、[Set Boot Parameters]リンクをクリックします。
2個の iSCSI vNICがある場合は、ブートパラメータを設定する iSCSI vNICを選択します。

d) [Set iSCSI Boot Parameters]ダイアログボックスのフィールドに値を入力して [OK]をクリック
します。

フィールドの詳細については、iSCSIブートパラメータの設定を参照してください。

e) （任意） ステップ cおよび dを繰り返し、追加の iSCSI vNICに対してブートパラメータを設
定します。

ステップ 9 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 10 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 7：メンテナンスポリシーの追加, （33ページ）を実行します。
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ページ 7：メンテナンスポリシーの追加
この手順は、ページ6：サーバのブート順序の設定,（28ページ）から直接続くものです。 [Create
Service Profile (expert)]ウィザードの [Maintenance Policy]ページでサービスプロファイルにメンテ
ナンスポリシーを追加する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Maintenance Policy]ドロップダウンリストで次のいずれかを選択します。

説明オプション

このサービスプロファイルにデフォルトのメンテナンスポリシー

を割り当てます。

ステップ 4に進みます。

[Select a Maintenance Policy to
Use]（デフォルトのポリシー
が表示されます）

サービスプロファイルに既存のメンテナンスポリシーを割り当

てます。このオプションを選択すると、Cisco UCSManager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
Maintenance 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4に進みま
す。

[Maintenance Policies]
[Policy_Name]

ステップ 2 [Create Maintenance Policy]をクリックして、すべてのサービスプロファイルおよびテンプレート
が使用できるメンテナンスポリシーを作成する場合、次の手順を実行します。

a) [Create Maintenance 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。

説明名前

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。 -（ハイフン）、_（アンダースコ
ア）、:（コロン）、および .（ピリオド）以
外の特殊文字またはスペースは使用できませ

ん。また、オブジェクトを保存した後、この

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド
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説明名前

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所

と条件についての情報を含めることを推奨し

ます。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記
号）、\（バックスラッシュ）、^（キャラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大な
り）、<（小なり）、または '（一重引用符）
を除く文字やスペースを使用できます。

[Description]フィールド

サービスプロファイルがサーバに関連付けら

れているか、サーバにすでに関連付けられて

いるサービスプロファイルに変更を加えた場

合、プロセスを完了するには、サーバをリブー

トする必要があります。 [RebootPolicy]フィー
ルドは、このメンテナンスポリシーを含む

サービスプロファイルに関連付けられたサー

バについて、リブートがいつ行われるかを決

定します。次のいずれかになります。

• [Immediate]：サービスプロファイルのア
ソシエーションが完了するか、サービス

プロファイルの変更がユーザによって保

存されるとすぐに、サーバが自動的にリ

ブートされます。

• [User Ack]：ユーザがサービスプロファ
イルのアソシエーションが完了するか、

または変更を行うと、サーバを手動で再

起動する必要があります。

• [Timer Automatic]：CiscoUCSはすべての
サービスプロファイルのアソシエーショ

ンと変更を、[Schedule]フィールドに示
されているスケジュールによって定義さ

れたメンテナンス期間延長します。

[Reboot Policy]フィールド

[Reboot Policy]が [Timer Automatic]に設定さ
れている場合、スケジュールによってメンテ

ナンス操作をサーバに適用できる時期が指定

されます。CiscoUCSはサーバをリブートし、
スケジュール設定された時間にサービスプロ

ファイルの変更を完了します。

[Schedule]ドロップダウンリスト
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説明名前

このリンクをクリックすると、このCiscoUCS
ドメイン内のすべてオブジェクトに使用でき

る新しいスケジュールが作成されます。

[Create Schedule]リンク

b) [OK]をクリックし、ステップ 3に進みます。

ステップ 3 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、[Maintenance 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 4 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 8：サーバの割り当ての指定, （35ページ）を実行します。

ページ 8：サーバの割り当ての指定
この手順は、ページ 7：メンテナンスポリシーの追加, （33ページ）から直接続くものです。
[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。

説明オプション

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。

[Assign Later]

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。

[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。

[Select existing Server]
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説明オプション

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。CiscoUCSManager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。

ステップ 4に進みます。

Select from a Pool

Pool_Name

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 サービスプロファイルがサーバに関連付けられた後にそのサービスプロファイルの移行を制限す

る場合は、[Restrict Migration] チェックボックスをオンにします。
移行を制限しない場合は、既存のサービスプロファイルを移行する前に、Cisco UCS Managerに
よる新規サーバに対する互換性チェックは実行されません。両方のサーバのハードウェアが類似

していない場合、アソシエーションが失敗することがあります。

ステップ 6 （任意） [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) 次のフィールドに入力します。

説明名前

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

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。

[Host Firmware]ドロップダウ
ンリスト

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

ンクをクリックします。

[Create Host Firmware Package]
リンク
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ステップ 7 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 9：動作ポリシーの追加, （37ページ）を実行します。

ページ 9：動作ポリシーの追加
この手順は、ページ 8：サーバの割り当ての指定, （35ページ）から直接続くものです。 [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 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][Create BIOSPolicy]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、BIOSポリシーの作成を参照してください。

ステップ 2 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 IPMIManagement 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 3 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。

•既存のポリシーを追加するには、[IPMI Access 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。

• [IPMI Access Profile]ドロップダウンリスト適切なユーザアクセスが設定されている IPMIプ
ロファイルが含まれていない場合、[Create Access IPMI Profile]リンクをクリックし、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て、そのプロファイルを
[IPMI Access Profile]ドロップダウンリストから選択します。

IPMIプロファイルの作成方法の詳細については、IPMIアクセスプロファイルの作成を参照して
ください。

ステップ 4 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。
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•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、[Create a Specific SoL Policy][Create a Specific SoL Policy]を[SoL
Configuration Profile]ドロップダウンリストから選択して[Admin State]フィールドと[Speed]
ドロップダウンリストに値を入力します。

•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そのポリシー
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、Serial over LANポリシーの作成を参照し
てください。

ステップ 5 サーバの CIMCへの外部アクセスに必要な管理 IPを設定するには、下矢印をクリックして
[Management IP Address]バーを展開し、次の手順を実行します。
a) [Management IP Address 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。

• [None]：管理 IPアドレスがサービスプロファイルを介してサーバに割り当てられていま
せん。管理 IPアドレスは、サーバ上で定義される CIMC管理 IPアドレスに基づいてい
ます。

• [Static]：サービスプロファイルによって、スタティック管理 IPアドレスが関連付けられ
たサーバに割り当てられます。サービスプロファイルを新しいサーバに移行すると、管

理 IPv4アドレスもサービスプロファイルとともに移動します。

Cisco UCSManager GUIには、スタティック IPアドレスを定義できる [Static IP Address]領
域が表示されます。

• [IP-pool-name]：サービスプロファイルは、選択した IPプールから関連付けられたサーバ
に管理 IPアドレスを割り当てます。

[Create IP Pool]をクリックして、すべてのサービスプロファイルとサービスプロファイ
ルテンプレートが使用できる IPアドレスのグローバルプールを作成します。

b) [Static]を選択した場合は、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

サービスプロファイルを通してサーバに割り当てられた管理

IPアドレス。
[IP Address]フィールド

管理 IPアドレスのサブネットマスク。[Subnet Mask]フィールド

管理 IPアドレスのデフォルトゲートウェイ。[Default Gateway]フィールド
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ステップ 6 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(Thresholds)]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、サーバおよびサーバコンポーネントのしきい値

ポリシーの作成を参照してください。

ステップ 7 電力制御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 [PowerControl
Policy 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、[Power Control Policy]ドロップダウンリストで適切な電力
制御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電力制御ポリシーを作成するには、[CreatePower
ControlPolicy]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、
[Power Control Policy]ドロップダウンリストでこのポリシーを選択します。

電源モジュールの制御ポリシーの作成方法の詳細については、電力制御ポリシーの作成を参照し

てください。

ステップ 8 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 [ScrubPolicy]
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、[CreateScrub
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、スクラブポリシーの作成を参照してください。

ステップ 9 [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]ペインの [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備えられていない場合は、[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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
この名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレー

トで一意である必要があります。

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。

説明名前

[Primary vNIC]セクション

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
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、CiscoUCSManagerGUI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。

[Primary vNIC]チェックボック
ス

vNICの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]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。[Fabric]フィールド

この vNICが関連付けられる LAN。[Network]ドロップダウンリス
ト

[Secondary vNIC]セクション
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説明名前

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、
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、CiscoUCSManagerGUI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。

[Secondary vNIC]チェックボッ
クス

vNICの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]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。[Fabric]フィールド

この vNICが関連付けられる LAN。[Network]ドロップダウンリス
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。

説明名前

[Primary vHBA]セクション

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
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、CiscoUCSManagerGUI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。

[Primary vHBA]チェックボック
ス

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。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]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。

[Fabric]フィールド

[Secondary vHBA]セクション
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説明名前

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、
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、CiscoUCSManagerGUI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。

[Secondary vHBA]チェックボッ
クス

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。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]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。

[Fabric]フィールド

ステップ 8 [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。

説明名前

[Primary Boot Device]セクション

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

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、CiscoUCSManagerGUI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。

[Primary Boot Device]チェック
ボックス
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説明名前

次のいずれかになります。

• [local-disk]：サーバは、ローカルディスクからブートしま
す。

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。

（注）

• [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からブートされます。このオプショ
ンを選択すると、Cisco UCSManager 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。

• [CD-ROM]：サーバは仮想 CD-ROMからブートします。

• [Floppy]：サーバは仮想フロッピーからブートします。

[Type]フィールド

[Type]が [san]に設定されている場合、この領域には次のフィー
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

[SAN]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。

[Network (PXE)]領域

[Secondary Boot Device]セクション

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

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、CiscoUCSManagerGUI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。

[Secondary Boot Device]チェッ
クボックス
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説明名前

次のいずれかになります。

• [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からブートされます。このオプショ
ンを選択すると、Cisco UCSManager 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。

• [CD-ROM]：サーバは仮想 CD-ROMからブートします。

• [Floppy]：サーバは仮想フロッピーからブートします。

[Type]フィールド

[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

[SAN]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。

[Network (PXE)]領域

ステップ 9 （任意） [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。

ブレード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]ペインの [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]ペインの [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) [Create Service Profile in Organization]ドロップダウンリストで、サービスプロファイルを作成
する組織を選択します。

b) [Hardware Based Service Profile]オプションボタンをクリックします。
c) [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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
この名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレー

トで一意である必要があります。

d) 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。

e) 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。

f) [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。

ラックマウント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。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 45

サービスプロファイルの設定

ラックマウント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



手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [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]ペインの [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) [Create Service Profile in Organization]ドロップダウンリストで、サービスプロファイルを作成
する組織を選択します。

b) [Hardware Based Service Profile]オプションボタンをクリックします。
c) [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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
この名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレー

トで一意である必要があります。

d) 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。

e) 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。

f) [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]ペインの [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備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。
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ステップ 4 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, （47ページ）

•ページ 2：ネットワーキングオプションの指定, （48ページ）

•ページ 3:ストレージオプションの指定, （56ページ）

•ページ 4:ファイバチャネルの [Zoning]オプションの設定, （63ページ）

•ページ 5：vNIC/vHBA配置の設定, （65ページ）

•ページ 6：サーバのブート順序の設定, （70ページ）

•ページ 7：メンテナンスポリシーの追加, （75ページ）

•ページ 8：サーバの割り当てオプションの指定, （77ページ）

•ページ 9：動作ポリシーの追加, （78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, （46ページ）に記載されているステッ
プから直接続くものです。 [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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、この
名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレートで一

意である必要があります。

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。

• [UpdatingTemplate]：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。
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説明オプション

デフォルトの UUID接尾辞プールから UUIDを割り当てます。[Select (pool default used
by 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。

[Hardware Default]

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。

Pools Pool_Name

ステップ 4 （任意） 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。

サービスプロファイルテンプレートのユーザ定義の説明。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バックスラッシュ）、^（キャラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）を除く
文字やスペースを使用できます。

ステップ 5 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 2：ネットワーキングオプションの指定, （48ページ）の手順を完了します。

ページ 2：ネットワーキングオプションの指定
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, （47ページ）から直接続く
ものです。 [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 （任意） 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。
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説明オプション

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。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルまたはテンプレートを設
定する場合は、このオプションを選択します。

ステップ 4に進みます。

[Select a Policy to use]

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。

[Create a Specific Dynamic
vNIC Connection Policy]

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。CiscoUCSManager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。

[Dynamic vNICConnection
Policies] Policy_Name

ステップ 2 （任意） [Create a Specific Dynamic vNIC Connection Policy]をクリックした場合、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には、次の手順
を実行します。

a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNICの数。[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

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。

[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリスト
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説明名前

ダイナミック vNICは Cisco UCSで常に保護されますが、優
先するファブリックがある場合はこのフィールドを使用して

それを選択することができます。次のいずれかを選択できま

す。

• [Protected Pref A]：Cisco UCSはファブリックAを使用し
ようとしますが、必要に応じてファブリックBにフェー
ルオーバーします。

• [Protected Pref B]：Cisco UCSはファブリック Bを使用し
ようとしますが、必要に応じてファブリックAにフェー
ルオーバーします。

• [Protected]：CiscoUCSは、使用可能であればどのファブ
リックでも使用します。

[Protection]フィールド

b) ステップ 4に進みます。

ステップ 3 （任意） 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、『Cisco UCS Manager VM-FEX Configuration Guide』を参照してください。

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。

説明オプション

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。

[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、vNICを無制
限に作成できます。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルを設定する場合は、ステップ 7
に進みます。そのほかすべての設定については、ステップ 6に進みます。

[Expert]
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説明オプション

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 9に進みます。

[No vNICs]

このサービスプロファイルに対して LAN接続ポリシーを使用できるように
します。

ステップ 8に進みます。

同じサービスプロファイルに、LAN接続ポリシーと、ローカルで
作成されたvNICを設定することはできません。サービスプロファ
イルに LAN接続ポリシーを追加すると、既存の vNIC設定はすべ
て消去されます。

（注）

[Use Connectivity
Policy]

ステップ 5 （任意） シンプル LAN接続オプションを選択し、iSCSIブート用にこのサービスプロファイル
を設定していない場合、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。

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、ネームド VLANの作成を参照してください。

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 9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。

説明名前

この vNIC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。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド
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説明名前

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。CiscoUCSManagerGUIに [vNIC
Template]ドロップダウンリストが表示され、それを使用して
適切なテンプレートと [Adapter Performance Profile]領域を選
択し、そこからアダプタプロファイルを選択できます。

1つ以上の vNICテンプレートがシステムに存在す
る場合のみ、このオプションを選択できます。

（注）

[Use vNIC Template]チェック
ボックス

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。

[Create vNIC Template]リンク

項目

•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。

[MAC Address Assignment]ド
ロップダウンリスト

c) [Fabric Interconnect]領域で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

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

クトです。

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、[EnableFailover]チェッ
クボックスをオンにします。

次の状況では、vNICのファブリックのフェールオー
バーをイネーブルにしないでください。

（注）

• Cisco UCSドメインがイーサネットスイッチ
モードで実行している場合。 vNICのファブ
リックフェールオーバーは、このモードでは

サポートされません。 1つのファブリックイ
ンターコネクトですべてのイーサネットアッ

プリンクが失敗すると、vNICsは別のものに
フェールオーバーしません。

•ファブリックフェールオーバーをサポートし
ないアダプタ（CiscoUCS82598KR-CI 10-Gigabit
EthernetAdapterなど）があるサーバをこのvNIC
に関連付ける予定がある場合。選択した場合、

サービスプロファイルとサーバを関連付けた

ときに、CiscoUCSManagerによって設定エラー
が生成されます。

[Fabric ID]フィールド

次の表には、この vNICに関連付けることができる VLANが
リストされています。各カラムの説明は次のとおりです。

• [Select]：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]：VLANの名前。

• [Native VLAN]：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。

[VLANs]テーブル

VLANを作成する場合は、このリンクをクリックします。[Create VLAN]リンク
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説明名前

この vNICで受け入れられる最大伝送単位、つまりパケット
サイズ。

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。

関連付けられたQoSポリシーが vNICにある場合、
ここで指定されるMTUは、関連付けられたQoSシ
ステムクラスで指定されたMTU以下でなければな
りません。このMTU値が QoSシステムクラスの
MTU値を超えると、データ伝送中にパケットがド
ロップされる可能性があります。

（注）

[MTU]フィールド

この vNICと関連付ける LANピングループを選択します。[Pin Group]ドロップダウンリ
スト

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。

[Create LAN Pin Group]リンク

[Operational Parameters]セクション

この vNICと関連付ける統計情報収集ポリシー。[Stats Threshold Policy]ドロッ
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。

説明名前

この vNICと関連付けるイーサネットアダプタポリシー。[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリスト

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

クをクリックします。

[Create Ethernet Adapter Policy]
リンク

この vNICが関連付けられているダイナミック vNIC接続ポリ
シー。

[Dynamic vNIC Connection
Policy]ドロップダウンリスト

ダイナミック vNIC接続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。

[Create Dynamic vNIC
Connection Policy]リンク

この vNICと関連付ける Quality Of Serviceポリシー。[QoS]ドロップダウンリスト

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。

[Create QoS Policy]リンク

   Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1
54 OL-28301-02-J  

サービスプロファイルの設定

サービスプロファイルテンプレートの作成



説明名前

この vNICと関連付けるネットワーク制御ポリシー。[Network Control Policy]ドロッ
プダウンリスト

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。

[Create Network Control Policy
Policy]リンク

e) [OK]をクリックします。

ステップ 7 エキスパート LAN接続オプションを選択し、iSCSIブート用にこのサービスプロファイルを設定
している場合、次の手順を実行します。

a) 下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]バーを展開します。
b) テーブルのアイコンバーで [Add]をクリックし、[Create iSCSI vNIC]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、iSCSI vNICの ID情報を指定します。

説明名前

iSCSI vNICの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

この iSCSI vNICに関連付けられた LAN vNIC（ある場合）。[Overlay vNIC]ドロップダウン
リスト

この iSCSI vNICに関連付けられた iSCSIアダプタポリシー
（ある場合）。

[iSCSIAdapter Policy]ドロップ
ダウンリスト

すべての iSCSI vNICに使用可能な新しい iSCSIアダプタポリ
シーを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Adapter Policy]リ
ンク

この iSCSI vNICに関連付けられたMACアドレス（ある場
合）。MACアドレスが設定されていない場合、Cisco UCS
Manager GUIには [Derived]が表示されます。

[MAC Address]フィールド

この iSCSIvNICに関連付けられたMACプール（ある場合）。[MAC Pool]フィールド
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説明名前

この iSCSI vNICに関連付けられた仮想 LAN（ある場合）。
デフォルトの VLANは defaultです。

Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードお
よび Cisco UCS M82-8P仮想インターフェイスカー
ドの場合、指定する VLANはオーバーレイ vNIC
上のネイティブ VLANと同じである必要がありま
す。

Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ
の場合、指定するVLANはオーバーレイ vNICに割
り当てられたどの VLANにすることもできます。

（注）

[VLAN]ドロップダウンリス
ト

d) [OK]をクリックします。
e) 追加の iSCSI vNICを作成するために、ステップ bから dを繰り返します。

ステップ 8 [Use Connectivity Policy]を選択した場合、次の手順を実行します。

•既存の LAN接続ポリシーを使用するには、[LAN Connectivity Policy]ドロップダウンリスト
でそのポリシーを選択します。

•既存の LAN接続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 LAN Connectivity Policy]リンクをクリック
し、フィールドに値を入力します。

LAN接続のポリシーの詳細については、LAN接続ポリシーの作成を参照してください。

ステップ 9 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 3:ストレージオプションの指定, （56ページ）を実行します。

ページ 3: ストレージオプションの指定
この手順は、ページ 2：ネットワーキングオプションの指定, （48ページ）から直接続くもので
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。
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説明オプション

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。

[Select Local Storage Policy
to use]

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。

[Create a Specific Storage
Policy]

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できるようになります。 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。

Storage Policies
Policy_Name

ステップ 2 （任意） [Create a Specific Storage Policy]を選択し、この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だけが使用できる新しいポリシーを作成する場合は、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。

• [No Local Storage]：ディスクレスサーバまたは SAN専用の設定で使用します。このオプ
ションを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、ロー

カルディスクを持つサーバに関連付けることができません。

• [RAID 0 Striped]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スルー
プットを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、

すべてのデータが失われます。

• [RAID 1 Mirrored]：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生
した場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの
小さい方の空き容量に等しくなります。

• [Any Configuration]：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用しま
す。

• [NoRAID]：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままに
するサーバ設定で使用します。

[No RAID]を選択し、このポリシーをすでにRAIDストレージが設定されているオペレー
ティングシステムを使用するサーバに適用した場合、システムによってディスクの内容

が削除されません。そのため、[No RAID]モードの適用後に違いがわからないことがあ
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ります。これにより、ポリシー内の RAID設定と、サーバの[Inventory] > [Storage]タブに
表示される実際のディスク設定の間に不一致が生じる場合があります。

以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除させるには、No RAIDコンフィギュ
レーションモードの適用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。

• [RAID 5 Striped Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各
ディスクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ

情報が格納されます。 RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切
なデータスループットを提供します。

• [RAID 6 Striped Dual Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、2
つのパリティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する保護を提供
します。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• [RAID10 Mirrored and Striped]：RAID 10はミラー化されたディスクのペアを使用して、完
全なデータ冗長性と高いスループットレートを提供します。

一部の Cisco UCSサーバでは、特定の RAID設定オプションにライセンスが必要で
す。 Cisco UCSManagerがこのローカルディスクポリシーを含むサービスプロファ
イルをサーバに関連付けると、Cisco UCSManagerは、選択した RAIDオプションに
適切なライセンスが付与されていることを確認します。問題がある場合は、サービ

スプロファイルの関連付け中に Cisco UCS Managerによって設定エラーが表示され
ます。

特定のCiscoUCSサーバのRAIDライセンス情報については、そのサーバの『Hardware
Installation Guide』を参照してください。

（注）

b) サーバとサービスプロファイルとの関連付けが解除されても、ローカルディスク設定ポリシー
内の設定を保持したい場合、[Protect Configuration]チェックボックスをオンにします。
サービスプロファイルがサーバから関連付けを解除され、新しいサービスプロファイルが関

連付けられると、新しいサービスプロファイルのProtectConfigurationプロパティが優先され、
前のサービスプロファイルの設定は上書きされます。

このオプションがイネーブルの状態でサーバとサービスプロファイルの関連付けを

解除した後、そのサーバに新しいサービスプロファイルを関連付け、そのサービス

プロファイル内のローカルディスク設定ポリシーに前とは異なるプロパティが含ま

れていると、サーバから設定不一致のエラーが返され、関連付けは失敗します。

（注）

c) ステップ 4に進みます。

ステップ 3 （任意） 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、ローカルディスク設定ポリシーの作成を参照してください。

c) [OK]をクリックします。
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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。

説明オプション

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。

[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、vHBAを無
制限に作成できます。

ステップ 6に進みます。

[Expert]

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。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルまたはテンプレートを設定す
る場合は、このオプションを選択します。

ステップ 8に進みます。

[No vHBAs]

このサービスプロファイルに対して SAN接続ポリシーを使用できるよう
にします。

ステップ 7に進みます。

同じサービスプロファイルに、SAN接続ポリシーと、ローカル
で作成された vHBAを設定することはできません。サービスプ
ロファイルに SAN接続ポリシーを追加すると、既存の vHBA設
定はすべて消去されます。

（注）

[Use Connectivity
Policy]

ステップ 5 （任意） 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プールを使用するには、[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。
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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、ネームド VSANの作成を参照してください。

c) この vHBAにVSANを作成するには、[vHBA 1 (Fabric B)]領域でステップ 5bを繰り返します。
d) ステップ 8に進みます。

ステップ 6 （任意） 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プールを使用するには、[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。

説明名前

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。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド
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説明名前

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。CiscoUCSManagerGUIに [vHBA
Template]ドロップダウンリストが表示され、それを使用して
適切なテンプレートと [Adapter Performance Profile]領域を選
択し、そこからアダプタプロファイルを選択できます。

1つ以上の vHBAテンプレートがシステムに存在す
る場合のみ、このオプションを選択できます。

（注）

[Use vHBA Template]チェック
ボックス

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。

[Create vHBA Template]リンク

Cisco UCSがWorld Wide Port Nodeを vHBAに割り当てる方
法。 Cisco UCSについて、次のように設定します。

•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、[Derived]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。

WWPNが Cisco MDSファイバチャネルスイッチと互換
性を持つようにするには、WWPNテンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使用します。

•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

用可能なアドレスの数であり、2番めの数字はそのプー
ル内のアドレスの合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録され
ている場合、2つのプールカテゴリがある可能性があり
ます。 [Domain Pools]は Cisco UCSドメインにローカル
に定義され、[Global Pools]はCisco UCS Centralに定義さ
れます。

[WWPN Assignment]ドロップ
ダウンリスト

Cisco UCSドメイン内のすべてのオブジェクトで使用可能な
新しいWWPNプールを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。

[Create WWPN Pool]リンク
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説明名前

[WWPNAssignment]ドロップダウンリストが手動テンプレー
トのいずれかに設定されている場合、手動で割り当てた

WWPN。

WWPN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。

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。

[WWPN]フィールド

d) [VSAN]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

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

クトです。

[Fabric ID]フィールド

この vHBAと関連付ける VSAN。[Select VSAN]ドロップダウン
リストボックス

VSANを作成する場合は、このリンクをクリックします。[Create VSAN]リンク

この vHBAが関連付けられる SANピングループ。[Pin Group]ドロップダウンリ
ストボックス

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。

[Create SAN Pin Group]リンク

次のいずれかになります。

• Disabled

• Enabled

[Persistent Binding]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。

[Max Data Field Size]フィール
ド

[Operational Parameters]セクション

この vHBAと関連付ける統計しきい値ポリシー。[Stats Threshold Policy]ドロッ
プダウンリストボックス
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e) [Adapter Performance Profile]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

この vHBAと関連付けるファイバチャネルアダプタポリ
シー。

[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリストボックス

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。

[Create Fibre Channel Adapter
Policy]リンク

この vHBAと関連付ける Quality Of Serviceポリシー。[QoS]ドロップダウンリスト
ボックス

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。

[Create QoS Policy]リンク

f) [OK]をクリックします。
g) ステップ 8に進みます。

ステップ 7 [Use Connectivity Policy]を選択した場合、次の手順を実行します。

•既存の SAN接続ポリシーを使用するには、[SAN Connectivity Policy]ドロップダウンリスト
でそのポリシーを選択します。

•既存の SAN接続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 SAN Connectivity Policy]リンクをクリック
し、フィールドに値を入力します。

SAN接続のポリシーの詳細については、SAN接続ポリシーの作成を参照してください。

ステップ 8 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 4:ファイバチャネルの [Zoning]オプションの設定, （63ページ）を実行します。

ページ 4: ファイバチャネルの [Zoning] オプションの設定
この手順は、ページ 3:ストレージオプションの指定, （56ページ）から直接続くものです。
[Create Service Profile Template]ウィザードの [Zoning]ページで、サービスプロファイルに対する
ファイバチャネルのゾーン分割に必要なvHBAイニシエータグループを設定する方法について説
明します。
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手順

ステップ 1 まだ実行していない場合は、次の手順に従い、1つ以上の vHBAイニシエータグループを作成し
ます。

a) [Select vHBA Initiator Groups]テーブルの最下部のアイコンバーの [+]をクリックします。
b) [Create vHBA Initiator Group]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。

説明名前

vHBAイニシエータグループの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

グループの説明。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等
号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）を
除く文字やスペースを使用できます。

[Description]フィールド

この vHBAイニシエータグループに関連付けられたストレー
ジ接続ポリシー。次のいずれかになります。

•既存のストレージ接続ポリシーを使用して、ドロップダ
ウンリストからそのポリシーを選択します。 Cisco UCS
Manager GUIには、[Global Storage Connection Policy]領
域のポリシーとその FCターゲットエンドポイントの情
報が表示されます。

グローバルに使用可能な新しいストレージ接続ポリシー

を作成し、[Create Storage Connection Policy]リンクをク
リックします。

•このvHBA発信者グループにのみ使用できるローカルス
トレージ接続ポリシーを作成し、[Specific Storage
Connection Policy]オプションを選択します。 Cisco UCS
Manager GUIには、ローカルストレージ接続ポリシーを
設定できる [Specific Storage Connection Policy]領域が表示
されます。

[Storage Connection Policy]ド
ロップダウンリスト

すべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテ

ンプレートに使用可能な新しいストレージ接続ポリシーを作

成するには、このリンクをクリックします。

[Create Storage Connection
Policy]リンク
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ストレージ接続ポリシーの作成方法の詳細については、ファイバチャネルストレージ接続ポ

リシーの作成を参照してください。

c) [OK]をクリックします。

ステップ 2 [Select vHBA Initiators]テーブルで、vHBAイニシエータグループに追加する 1つ以上の vHBAイ
ニシエータをクリックします。

ステップ 3 [Select vHBA Initiator Groups]テーブルで、選択した vHBAイニシエータの追加先である vHBAイ
ニシエータグループをクリックします。

ステップ 4 [>> Add To >>]ボタンをクリックして、選択した vHBAイニシエータグループに選択した vHBA
イニシエータを追加します。

ステップ 5 vHBAイニシエータを、関連付けられているサーバとの通信先となるゾーンに必要なすべての
vHBAイニシエータグループに追加して [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 5：vNIC/vHBA配置の設定, （65ページ）を実行します。

ページ 5：vNIC/vHBA 配置の設定
この手順は、ページ 4:ファイバチャネルの [Zoning]オプションの設定, （63ページ）から直接
続くものです。 [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。

説明オプション

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に関連付けられる

すべてのサーバの vNIC/vHBA配置がCisco UCSManagerで決定されるよう
に指定します。配置は、[PCIOrder]テーブルの順序セットによって決定さ
れます。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルまたはテンプレートを設定す
る場合は、このオプションを選択します。

iSCSIブート用にこのサービスプロファイルを設定する場合は、ステップ
5に進みます。すべての設定については、ステップ 2に進みます。

[Let System Perform
Placement]
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説明オプション

次の機能が利用できるようになります。

•このサービスプロファイルテンプレートに関連付けられた vNICと
vHBAを仮想ネットワークインターフェイス（vCON）に明示的に割
り当てます。

• vCONに割り当てられるタイプの vNICと vHBAを、手動または
vNIC/vHBA配置ポリシーで設定します。

ステップ 3に進みます。

[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、CiscoUCS
Managerでポリシーの詳細が表示されます。

vNIC/vHBA配置ポリシーが Cisco UCS Managerに設定されていない場合、
このオプションはドロップダウンリストに表示されないことがあります。

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。

[vNIC/vHBA
Placement Profiles
Placement Profile
Name]

ステップ 2 （任意） [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。

説明名前

リスト内で、選択した vNICまたは VHBAを
より高いプライオリティに移動します。

[Move Up]ボタン

リスト内で、選択した vNICまたは VHBAを
より低いプライオリティに移動します。

[Move Down]ボタン

選択した vNICまたは vHBAを削除します。[Delete]ボタン

すての vNICおよび vHBAを元の順番に戻し
ます。

[Reorder]ボタン

現在選択されている vNICまたは vHBAを変
更できます。

その vNICまたは vHBA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。

（注）

[Modify]ボタン
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b) ステップ 5に進みます。

ステップ 3 （任意） [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]：明示的に割り当てられているか、未割り当てであるか、または動的に割り当てられ
ているかどうかに関係なく、すべての設定済みの vNICと vHBAを vConに割り当てるこ
とができます。これはデフォルトです。

• [Assigned Only]：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービ
スプロファイルまたは vNICまたは vHBAのプロパティを介して、vNICおよび vHBAを
明示的に割り当てることができます。

• [ExcludeDynamic]：ダイナミック vNICと vHBAを vConに割り当てることはできません。
vConは、未割り当てか、または明示的に割り当てられているかに関係なく、すべてのス
タティック vNICと vHBAに対して使用できます。

• [Exclude Unassigned]：未割り当ての vNICと vHBAを vConに割り当てることはできませ
ん。 vConは、明示的に割り当てられているダイナミック vNICと vHBA、およびスタ
ティック vNICと vHBAに対して使用できます。

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) 次のフィールドに入力します。

説明名前

この配置ポリシーの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド
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説明名前

[Virtual Slot Mapping Scheme]
フィールド
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説明名前

Cisco UCSは、仮想ネットワークインターフェイス（vCon）
接続をサーバの PCIeアダプタカードに割り当てます。各
vConは、vNICおよび vHBAを割り当てることができる物理
アダプタの仮想表現です。

1つのアダプタを持つブレードまたはラックサーバでは、
Cisco UCSは、すべての vConをそのアダプタに割り当てま
す。 4つのアダプタを持つサーバでは、Cisco UCSは、vCon1
を Adapter1、vCon2を Adapter2、vCon3を Adapter3、vCon4
を Adapter4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを備えたブレードまたはラックサー
バについて、Cisco UCSは、選択した仮想スロットマッピン
グスキームに基づいて vConを割り当てます。次のいずれか
になります。

• [Round Robin]：2つのアダプタカード付きのサーバで
は、Cisco UCSは、vCon1と vCon3を Adapter1に割り当
て、次に vCon2と vCon4を Adapter2に割り当てます。

3つのアダプタカード付きのサーバでは、CiscoUCSは、
vCon1を Adapter1、vCon2と vCon4を Adapter2、vCon3
を Adapter3に割り当てます。

これはデフォルトのスキームです。

• [Linear Ordered]：2つのアダプタカード付きのサーバで
は、Cisco UCSは、vCon1と vCon2を Adapter1に割り当
て、次に vCon3と vCon4を Adapter2に割り当てます。

3つのアダプタカード付きのサーバでは、CiscoUCSは、
vCon1を Adapter1、vCon2を Adapter2に割り当て、次に
vCon3と vCon4を Adapter3に割り当てます。

N20-B6620-2およびN20-B6625-2ブレードサーバで
は、2つのアダプタには左から右に番号が付けられ、

（注）

vConには右から左に番号が付けられます。いずれ
かのブレードサーバに単一のアダプタがある場合、

CiscoUCSは、すべてのvConをそのアダプタに割り
当てます。サーバに 2つのアダプタがある場合、
vConsの割り当ては、仮想スロットマッピングス
キームによって異なります。

• [Round Robin]：Cisco UCSは、vCon2と vCon4
を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon3を
Adapter2に割り当てます。これはデフォルト
です。
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説明名前

[Linear Ordered]：CiscoUCSは、vCon3と vCon4
を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon2を
Adapter2に割り当てます。

•

Cisco UCSによって vConが割り当てられた後、各 vConの
[Selection Preference]に基づいて vNICと vHBAが割り当てら
れます。

b) 各 [Virtual Slot]の [Selection Preference]カラムで、ドロップダウンリストから次のいずれかを
選択します。

• [All]：明示的に割り当てられているか、未割り当てであるか、または動的に割り当てられ
ているかどうかに関係なく、すべての設定済みの vNICと vHBAを vConに割り当てるこ
とができます。これはデフォルトです。

• [Assigned Only]：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービ
スプロファイルまたは vNICまたは vHBAのプロパティを介して、vNICおよび vHBAを
明示的に割り当てることができます。

• [ExcludeDynamic]：ダイナミック vNICと vHBAを vConに割り当てることはできません。
vConは、未割り当てか、または明示的に割り当てられているかに関係なく、すべてのス
タティック vNICと vHBAに対して使用できます。

• [Exclude Unassigned]：未割り当ての vNICと vHBAを vConに割り当てることはできませ
ん。 vConは、明示的に割り当てられているダイナミック vNICと vHBA、およびスタ
ティック vNICと vHBAに対して使用できます。

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 [SelectPlacement]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。

次の作業

ページ 6：サーバのブート順序の設定, （70ページ）を実行します。

ページ 6：サーバのブート順序の設定
この手順は、ページ 5：vNIC/vHBA配置の設定, （65ページ）から直接続くものです。 [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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ブートポリシーのブート順序には、ローカルディスクと SAN LUNの両方ではなく一方のみ
をインクルードし、サーバが誤ったストレージタイプからブートしないようにすることを推

奨します。ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定さ
れていて、オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が
誤っている場合、サーバがSANLUN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 LVMが
設定されていて、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
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

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。

説明オプション

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。

[Select Boot Policy to use]

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。

[Create a Specific Boot
Policy]

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。

[Boot Policies
Policy_Name]

ステップ 2 [Create Boot Policy]をクリックして、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、次の手順を実行します。

a) [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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。
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b) ステップ 3に進みます。

ステップ 3 （任意） 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、[Reboot on boot Order Change]チェックボックスがブートポリシーに
対して選択されており、CD-ROMまたはフロッピーがブート順で最後のデバイスの場合に、デバ
イスを取り外すか、装着しても、ブート順に直接影響は及ぼされず、サーバはリブートされませ

ん。

ステップ 4 （任意） 必要に応じて、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェックボックスを確認します。

•これをオンにすると、Cisco UCS Managerは設定エラーを表示し、[Boot Order]テーブルにリ
ストされている vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICの 1つ以上がサービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかをレポートします。

•オフになっている場合、（ブートオプションに適するように）Cisco UCS Managerはサービ
スプロファイルのサーバ設定から vNIC、vHBA、または iSCSI vNICを使用します。ブート
ポリシーで指定された vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICがサービスプロファイルのサー
バ設定と一致するかどうかはレポートしません。

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) [AddSANBoot]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。

説明名前

SANブートに使用する vHBAの名前を入力します。[vHBA]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラスに定義されて
いる最初のアドレス。ブートポリシーには、1つのプラ
イマリ LAN、SAN、または iSCSIブートロケーション
のみを指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスクラスに定義され
ている2番目のアドレス。各ブートポリシーには、LAN
または 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。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダリブートデバ

イス」はブート順序を表す用語ではありません。同じデバイ

スクラス内での実際のブート順序は、PCIeバススキャン順
序により決定されます。

[Type]フィールド

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。

説明名前

ブートイメージの場所に対応する LUN。[Boot Target LUN]フィールド

ブートイメージの場所に対応するWWPN。[Boot Target WWPN]フィールド

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 73

サービスプロファイルの設定

サービスプロファイルテンプレートの作成



説明名前

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラ
スに定義されている最初のアドレス。

ブートポリシーには、1つのプライマリ
LAN、SAN、または iSCSIブートロケー
ションのみを指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスク
ラスに定義されている 2番目のアドレ
ス。各ブートポリシーには、LANまた
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。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダ

リブートデバイス」はブート順序を表す用語

ではありません。同じデバイスクラス内での

実際のブート順序は、PCIeバススキャン順序
により決定されます。

[Type]フィールド

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 iSCSI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) [Specific Boot Policy]領域で、下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。
b) [iSCSI vNICs]領域で、[Boot Order]テーブルに追加するサーバを起動する iSCSI vNICをダブル
クリックします。

c) [iSCSI vNICs]領域で、[Set Boot Parameters]リンクをクリックします。
2個の iSCSI vNICがある場合は、ブートパラメータを設定する iSCSI vNICを選択します。

d) [Set iSCSI Boot Parameters]ダイアログボックスのフィールドに値を入力して [OK]をクリック
します。

フィールドの詳細については、iSCSIブートパラメータの設定を参照してください。

e) ステップ cおよび dを繰り返し、追加の iSCSI vNICに対してブートパラメータを設定します。

ステップ 9 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 10 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 7：メンテナンスポリシーの追加, （75ページ）を実行します。
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ページ 7：メンテナンスポリシーの追加
この手順は、ページ6：サーバのブート順序の設定,（70ページ）から直接続くものです。 [Create
Service Profile (expert)]ウィザードの [Maintenance Policy]ページでサービスプロファイルにメンテ
ナンスポリシーを追加する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Maintenance Policy]ドロップダウンリストで次のいずれかを選択します。

説明オプション

このサービスプロファイルにデフォルトのメンテナンスポリシー

を割り当てます。

ステップ 4に進みます。

[Select a Maintenance Policy to
Use]（デフォルトのポリシー
が表示されます）

サービスプロファイルに既存のメンテナンスポリシーを割り当

てます。このオプションを選択すると、Cisco UCSManager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
Maintenance 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4に進みま
す。

[Maintenance Policies]
[Policy_Name]

ステップ 2 [Create Maintenance Policy]をクリックして、すべてのサービスプロファイルおよびテンプレート
が使用できるメンテナンスポリシーを作成する場合、次の手順を実行します。

a) [Create Maintenance 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。

説明名前

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。 -（ハイフン）、_（アンダースコ
ア）、:（コロン）、および .（ピリオド）以
外の特殊文字またはスペースは使用できませ

ん。また、オブジェクトを保存した後、この

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 75

サービスプロファイルの設定

サービスプロファイルテンプレートの作成



説明名前

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所

と条件についての情報を含めることを推奨し

ます。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記
号）、\（バックスラッシュ）、^（キャラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大な
り）、<（小なり）、または '（一重引用符）
を除く文字やスペースを使用できます。

[Description]フィールド

サービスプロファイルがサーバに関連付けら

れているか、サーバにすでに関連付けられて

いるサービスプロファイルに変更を加えた場

合、プロセスを完了するには、サーバをリブー

トする必要があります。 [RebootPolicy]フィー
ルドは、このメンテナンスポリシーを含む

サービスプロファイルに関連付けられたサー

バについて、リブートがいつ行われるかを決

定します。次のいずれかになります。

• [Immediate]：サービスプロファイルのア
ソシエーションが完了するか、サービス

プロファイルの変更がユーザによって保

存されるとすぐに、サーバが自動的にリ

ブートされます。

• [User Ack]：ユーザがサービスプロファ
イルのアソシエーションが完了するか、

または変更を行うと、サーバを手動で再

起動する必要があります。

• [Timer Automatic]：CiscoUCSはすべての
サービスプロファイルのアソシエーショ

ンと変更を、[Schedule]フィールドに示
されているスケジュールによって定義さ

れたメンテナンス期間延長します。

[Reboot Policy]フィールド

[Reboot Policy]が [Timer Automatic]に設定さ
れている場合、スケジュールによってメンテ

ナンス操作をサーバに適用できる時期が指定

されます。CiscoUCSはサーバをリブートし、
スケジュール設定された時間にサービスプロ

ファイルの変更を完了します。

[Schedule]ドロップダウンリスト
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説明名前

このリンクをクリックすると、このCiscoUCS
ドメイン内のすべてオブジェクトに使用でき

る新しいスケジュールが作成されます。

[Create Schedule]リンク

b) [OK]をクリックし、ステップ 3に進みます。

ステップ 3 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、[Maintenance 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 4 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 8：サーバの割り当てオプションの指定, （77ページ）を実行します。

ページ 8：サーバの割り当てオプションの指定
この手順は、ページ 7：メンテナンスポリシーの追加, （75ページ）から直接続くものです。
[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 [Pool Assignment]ドロップダウンリストで、次のいずれかを選択します。

説明オプション

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。

[Assign Later]

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。CiscoUCSManager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。

Select from a Pool

Pool_Name

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。

• [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
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• [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 サービスプロファイルがサーバに関連付けられた後にそのサービスプロファイルの移行を制限す

る場合は、[Restrict Migration] チェックボックスをオンにします。
移行を制限しない場合は、既存のサービスプロファイルを移行する前に、Cisco UCS Managerに
よる新規サーバに対する互換性チェックは実行されません。両方のサーバのハードウェアが類似

していない場合、アソシエーションが失敗することがあります。

ステップ 4 （任意） [FirmwareManagement]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) 次のフィールドに入力します。

説明名前

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

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。

[Host Firmware]ドロップダウ
ンリスト

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

ンクをクリックします。

[Create Host Firmware Package]
リンク

ステップ 5 [Next]をクリックします。

次の作業

ページ 9：動作ポリシーの追加, （78ページ）を実行します。

ページ 9：動作ポリシーの追加
この手順は、ページ 8：サーバの割り当てオプションの指定, （77ページ）から直接続くもので
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 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、BIOSポリシーの作成を参照してください。

ステップ 2 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 IPMIManagement 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 3 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 Access 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 Access Profile]ドロップ
ダウンリストに含まれない場合、[Create Access 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
Access 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、IPMIアクセスプロファイルの作成を参照して
ください。

ステップ 4 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、[Create a Specific SoL Policy]を[SoL Configuration Profile]ドロップダ
ウンリストで選択し、[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、Serial over LANポリシーの作成を参照し
てください。

ステップ 5 サーバの CIMCへの外部アクセスに必要な管理 IPを設定するには、下矢印をクリックして
[Management IP Address]バーを展開し、次のオプションボタンのいずれかをクリックします。
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• [None]：管理 IPアドレスがサービスプロファイルを介してサーバに割り当てられていませ
ん。管理 IPアドレスは、サーバ上で定義される CIMC管理 IPアドレスに基づいています。

• [Pooled]：サービスプロファイルによって、 [Pool Name]に示すプールからの管理 IPアドレ
スが関連付けられたサーバに割り当てられます。サービスプロファイルを新しいサーバに

移行すると、管理 IPアドレスもサービスプロファイルとともに移動します。

ステップ 6 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、サーバおよびサーバコンポーネントのしきい値

ポリシーの作成を参照してください。

ステップ 7 電力制御ポリシーとサービスプロファイルテンプレートを関連付けるには、下矢印をクリックし

て [Power Control Policy 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、[Power Control Policy]ドロップダウンリストで適切な電力
制御ポリシーを選択します。

•すべてのサービスプロファイルおよびテンプレートで使用できる電力制御ポリシーを作成す
るには、[Create Power Control 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、[Power Control Policy]ドロップダウンリストでこのポリシーを選択
します。

電源モジュールの制御ポリシーの作成方法の詳細については、電力制御ポリシーの作成を参照し

てください。

ステップ 8 スクラブポリシーとサービスプロファイルテンプレートを関連付けるには、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およびテンプレート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、スクラブポリシーの作成を参照してください。

ステップ 9 [Finish]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 1 つ以上のサービスプロファ
イルを作成する

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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基盤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備えられていない場合は、[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、[CreateService
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。

説明名前

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。

1～ 29文字の英数字を入力します。 -（ハイフン）、_（アン
ダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊
文字またはスペースは使用できません。

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になり、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。

[Naming Prefix]フィールド

作成するサービスプロファイルの数。

1～ 255の範囲内の数を入力してください。

[Number]フィールド

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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ブレード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

はじめる前に

Cisco UCS Managerには、適切な値の設定された正規のサービスプロファイルテンプレートが存
在する必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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 テンプレート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]ペインの [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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
この名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレー

トで一意である必要があります。

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。

ラックマウント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

はじめる前に

Cisco UCS Managerには、適切な値の設定された正規のサービスプロファイルテンプレートが存
在する必要があります。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 テンプレート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]ペインの [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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
この名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレー

トで一意である必要があります。

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。

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]ペインの [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備えられていない場合は、[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。
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説明名前

サービスプロファイルテンプレートの名前。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

この名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサー

ビスプロファイルテンプレートで一意である必要があります。

[Service Profile Template Name]
フィールド

このテンプレートを関連付ける組織を選択します。[Org]ドロップダウンリスト

次のいずれかになります。

• [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。

[Type]フィールド

ステップ 6 [OK]をクリックします。

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]ペインの [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備えられていない場合は、[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。
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この名前には、2～32文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、
この名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレー

トで一意である必要があります。

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。

サーバまたはサーバプールとのサービスプロファイルの関連付け

作成時にサービスプロファイルとブレードサーバまたはサーバプールを関連付けなかった場合、

またはサービスプロファイルを関連付けるブレード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]ペインの [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 新規のサーバやサーバプールと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備えられていない場合は、[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、[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。

説明オプション

ドロップダウンリストからサーバプールを選択します。CiscoUCSManager
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。

ステップ 7に進みます。

Server Pool

ナビゲーションツリーで使用可能な目的のサーバに移動し、サービスプロ

ファイルに割り当てられるサーバを選択します。

ステップ 7に進みます。

Server
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説明オプション

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 6に進みます。

Custom Server

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 サービスプロファイルがサーバに関連付けられた後にそのサービスプロファイルの移行を制限す

る場合は、[Restrict Migration] チェックボックスをオンにします。
移行を制限しない場合は、既存のサービスプロファイルを移行する前に、Cisco UCS Managerに
よる新規サーバに対する互換性チェックは実行されません。両方のサーバのハードウェアが類似

していない場合、アソシエーションが失敗することがあります。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

サーバまたはサーバプールとのサービスプロファイルの関連付けの

解除

サービスプロファイルの関連付けを解除すると、Cisco UCS Managerはサーバのオペレーティン
グシステムのシャットダウンを試みます。適度な時間が経過してもオペレーティングシステム

がシャットダウンされない場合は、CiscoUCSManagerにより、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]ペインの [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 サーバやサーバプールとの関連付けを解除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備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。
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ステップ 4 サーバとの関連付けを解除するサービスプロファイルを右クリックして [DisassociateServiceProfile]
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、サービスプロファイル
の関連付けの解除を確定します。

ステップ 6 （任意） サーバのステータスおよび Finite StateMachine（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名前変更

サービスプロファイルの名前を変更すると、次のことが発生します。

•サービスプロファイルの前の名前を参照するイベントログと監査ログは、その名前で保持
されます。

•名前の変更操作をログに記録するための新しい監査レコードが作成されます。

•前の名前で保持されていた、サービスプロファイルに対する障害のすべてのレコードは、新
しいサービスプロファイル名に転送されます。

保留中の変更があるサービスプロファイルの名前は変更できません。（注）

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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 名前を変更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備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 名前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]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で [Rename Service Profile]をクリックします。

ステップ 7 [Rename Service Profile]ダイアログボックスの[New Name]フィールド[New Name]フィールドに、
サービスプロファイルの新しい名前を入力します。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、この
名前は同じ組織内のすべてのサービスプロファイルとサービスプロファイルテンプレートで一

意である必要があります。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
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サービスプロファイルでの UUID の変更

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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備えられていない場合は、[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変更するために UUIDを必要とするサービスプロファイルを選択しま
す。

ステップ 5 [Work]ペインの [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。

説明オプション

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。

[Select (pool default used by 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。

[Hardware Default]

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。

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
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説明オプション

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。

Pools Pool_Name

ステップ 8 （任意） XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX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でのブート順序の変更

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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備えられていない場合は、[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。

説明オプション

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。

[Select Boot Policy to use]
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説明オプション

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 8に進みます。

[Create a Specific Boot
Policy]

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、[CreateBootPolicy]
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。

[Boot Policies
Policy_Name]

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。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。

ステップ 9 （任意） 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、[Reboot on boot Order Change]チェックボックスがブートポリシーに
対して選択されており、CD-ROMまたはフロッピーがブート順で最後のデバイスの場合に、デバ
イスを取り外すか、装着しても、ブート順に直接影響は及ぼされず、サーバはリブートされませ

ん。

ステップ 10 （任意） 必要に応じて、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェックボックスを確認します。

•これをオンにすると、Cisco UCS Managerは設定エラーを表示し、[Boot Order]テーブルにリ
ストされている vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICの 1つ以上がサービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかをレポートします。

•オフになっている場合、（ブートオプションに適するように）Cisco UCS Managerはサービ
スプロファイルのサーバ設定から vNIC、vHBA、または iSCSI vNICを使用します。ブート
ポリシーで指定された vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICがサービスプロファイルのサー
バ設定と一致するかどうかはレポートしません。

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
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• 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。
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) [AddSANBoot]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。

説明名前

SANブートに使用する vHBAの名前を入力します。[vHBA]フィールド

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラスに定義されて
いる最初のアドレス。ブートポリシーには、1つのプラ
イマリ LAN、SAN、または iSCSIブートロケーション
のみを指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスクラスに定義され
ている2番目のアドレス。各ブートポリシーには、LAN
または 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。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダリブートデバ

イス」はブート順序を表す用語ではありません。同じデバイ

スクラス内での実際のブート順序は、PCIeバススキャン順
序により決定されます。

[Type]フィールド

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。

説明名前

ブートイメージの場所に対応する LUN。[Boot Target LUN]フィールド

ブートイメージの場所に対応するWWPN。[Boot Target WWPN]フィールド

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 91

サービスプロファイルの設定

サービスプロファイルでのブート順序の変更



説明名前

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラ
スに定義されている最初のアドレス。

ブートポリシーには、1つのプライマリ
LAN、SAN、または iSCSIブートロケー
ションのみを指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスク
ラスに定義されている 2番目のアドレ
ス。各ブートポリシーには、LANまた
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。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダ

リブートデバイス」はブート順序を表す用語

ではありません。同じデバイスクラス内での

実際のブート順序は、PCIeバススキャン順序
により決定されます。

[Type]フィールド

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用の vNIC の作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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 vNIC]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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説明名前

この vNIC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。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

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。CiscoUCSManagerGUIに [vNIC
Template]ドロップダウンリストが表示され、それを使用して
適切なテンプレートと [Adapter Performance Profile]領域を選
択し、そこからアダプタプロファイルを選択できます。

1つ以上の vNICテンプレートがシステムに存在す
る場合のみ、このオプションを選択できます。

（注）

[Use vNIC Template]チェック
ボックス

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。

[Create vNIC Template]リンク

項目

•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。

[MAC Address Assignment]ド
ロップダウンリスト

b) ファブリック接続情報を指定するには、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

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

クトです。

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、[EnableFailover]チェッ
クボックスをオンにします。

次の状況では、vNICのファブリックのフェールオー
バーをイネーブルにしないでください。

（注）

• Cisco UCSドメインがイーサネットスイッチ
モードで実行している場合。 vNICのファブ
リックフェールオーバーは、このモードでは

サポートされません。 1つのファブリックイ
ンターコネクトですべてのイーサネットアッ

プリンクが失敗すると、vNICsは別のものに
フェールオーバーしません。

•ファブリックフェールオーバーをサポートし
ないアダプタ（CiscoUCS82598KR-CI 10-Gigabit
EthernetAdapterなど）があるサーバをこのvNIC
に関連付ける予定がある場合。選択した場合、

サービスプロファイルとサーバを関連付けた

ときに、CiscoUCSManagerによって設定エラー
が生成されます。

[Fabric ID]フィールド

次の表には、この vNICに関連付けることができる VLANが
リストされています。各カラムの説明は次のとおりです。

• [Select]：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]：VLANの名前。

• [Native VLAN]：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。

[VLANs]テーブル

VLANを作成する場合は、このリンクをクリックします。[Create VLAN]リンク
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説明名前

この vNICで受け入れられる最大伝送単位、つまりパケット
サイズ。

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。

関連付けられたQoSポリシーが vNICにある場合、
ここで指定されるMTUは、関連付けられたQoSシ
ステムクラスで指定されたMTU以下でなければな
りません。このMTU値が QoSシステムクラスの
MTU値を超えると、データ伝送中にパケットがド
ロップされる可能性があります。

（注）

[MTU]フィールド

この vNICと関連付ける LANピングループを選択します。[Pin Group]ドロップダウンリ
スト

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。

[Create LAN Pin Group]リンク

[Operational Parameters]セクション

この vNICと関連付ける統計情報収集ポリシー。[Stats Threshold Policy]ドロッ
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。

説明名前

この vNICと関連付けるイーサネットアダプタポリシー。[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリスト

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

クをクリックします。

[Create Ethernet Adapter Policy]
リンク

この vNICが関連付けられているダイナミック vNIC接続ポリ
シー。

[Dynamic vNIC Connection
Policy]ドロップダウンリスト

ダイナミック vNIC接続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。

[Create Dynamic vNIC
Connection Policy]リンク

この vNICと関連付ける Quality Of Serviceポリシー。[QoS]ドロップダウンリスト

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。

[Create QoS Policy]リンク
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説明名前

この vNICと関連付けるネットワーク制御ポリシー。[Network Control Policy]ドロッ
プダウンリスト

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。

[Create Network Control Policy
Policy]リンク

d) [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]ペインの [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 Cisco UCS Manager GUI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。

サービスプロファイル用の vHBA の作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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。
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説明名前

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。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

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。CiscoUCSManagerGUIに [vHBA
Template]ドロップダウンリストが表示され、それを使用して
適切なテンプレートと [Adapter Performance Profile]領域を選
択し、そこからアダプタプロファイルを選択できます。

1つ以上の vHBAテンプレートがシステムに存在す
る場合のみ、このオプションを選択できます。

（注）

[Use vHBA Template]チェック
ボックス

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。

[Create vHBA Template]リンク
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説明名前

Cisco UCSがWorld Wide Port Nodeを vHBAに割り当てる方
法。 Cisco UCSについて、次のように設定します。

•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、[Derived]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。

WWPNが Cisco MDSファイバチャネルスイッチと互換
性を持つようにするには、WWPNテンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使用します。

•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

用可能なアドレスの数であり、2番めの数字はそのプー
ル内のアドレスの合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録され
ている場合、2つのプールカテゴリがある可能性があり
ます。 [Domain Pools]は Cisco UCSドメインにローカル
に定義され、[Global Pools]はCisco UCS Centralに定義さ
れます。

[WWPN Assignment]ドロップ
ダウンリスト

Cisco UCSドメイン内のすべてのオブジェクトで使用可能な
新しいWWPNプールを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。

[Create WWPN Pool]リンク

[WWPNAssignment]ドロップダウンリストが手動テンプレー
トのいずれかに設定されている場合、手動で割り当てた

WWPN。

WWPN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。

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。

[WWPN]フィールド
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b) [VSAN]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

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

クトです。

[Fabric ID]フィールド

この vHBAと関連付ける VSAN。[Select VSAN]ドロップダウン
リストボックス

VSANを作成する場合は、このリンクをクリックします。[Create VSAN]リンク

この vHBAが関連付けられる SANピングループ。[Pin Group]ドロップダウンリ
ストボックス

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。

[Create SAN Pin Group]リンク

次のいずれかになります。

• Disabled

• Enabled

[Persistent Binding]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。

[Max Data Field Size]フィール
ド

[Operational Parameters]セクション

この vHBAと関連付ける統計しきい値ポリシー。[Stats Threshold Policy]ドロッ
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。

説明名前

この vHBAと関連付けるファイバチャネルアダプタポリ
シー。

[Adapter Policy]ドロップダウ
ンリストボックス

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。

[Create Fibre Channel Adapter
Policy]リンク

この vHBAと関連付ける Quality Of Serviceポリシー。[QoS]ドロップダウンリスト
ボックス
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説明名前

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。

[Create QoS Policy]リンク

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]ペインの [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]ペインの [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、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

Cisco UCSがWorldWide Port Nodeを vHBAに割り当てる方法。
Cisco UCSについて、次のように設定します。

•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、[Derived]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。

WWPNが Cisco MDSファイバチャネルスイッチと互換性
を持つようにするには、WWPNテンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使用します。

•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

なアドレスの数であり、2番めの数字はそのプール内のア
ドレスの合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されて
いる場合、2つのプールカテゴリがある可能性がありま
す。 [Domain Pools]は Cisco UCSドメインにローカルに定
義され、[Global Pools]は Cisco UCS Centralに定義されま
す。

[WWPNAssignment]ドロップダ
ウンリスト

[WWPNAssignment]ドロップダウンリストが手動テンプレート
のいずれかに設定されている場合、手動で割り当てたWWPN。

WWPN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。

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。

[WWPN]フィールド

ステップ 9 [OK]をクリックします。
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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]ペインの [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]ペインの [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 Cisco UCS Manager GUI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。

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]ペインの [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 Cisco UCS Manager GUI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。

サービスプロファイルへの vHBA イニシエータグループの追加

手順

ステップ 1 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 2 vHBAイニシエータグループを追加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。
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システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 3 vHBAイニシエータグループを追加するサービスプロファイルを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの[Storage] > [vHBA Initiator Groups]をクリックします。

ステップ 5 [Select vHBA Initiator Groups]テーブルの右側のアイコンバーの [+]をクリックします。

ステップ 6 [CreatevHBAInitiatorGroup]ダイアログボックスに名前と説明を設定するため、次のフィールドに
値を入力します。

説明名前

vHBAイニシエータグループの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピ
リオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド

グループの説明。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等
号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）を
除く文字やスペースを使用できます。

[Description]フィールド

ステップ 7 vHBAイニシエータグループに含む各 vHBAについて、[Select vHBA Initiators]テーブルで、[Select]
カラムのチェックボックスをオンにします。

ステップ 8 イニシエータグループにストレージ接続ポリシーを追加するには、次のいずれかのオプションを

選択します。

• [Storage Connection Policy]ドロップダウンリストから既存のストレージ接続ポリシーを選択
します。ステップ 10に進みます。

• Cisco[Create Storage Connection Policy]リンク内の他の vHBAイニシエータグループから使用
可能な新しいストレージ接続ポリシーを作成する場合は、Cisco UCSドメインをクリックし
ます。詳細については、ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの作成を参照してくだ

さい。ストレージ接続ポリシーを作成したら、ステップ 10に進みます。

•この vHBAイニシエータグループにだけ使用可能なストレージ接続ポリシーを作成するに
は、[Specific Storage Connection Policy]オプションを選択します。ステップ 9に進みます。

ステップ 9 [Specific Storage Connection Policy]領域で、この vHBAイニシエータグループにだけ使用可能なス
トレージ接続ポリシーを作成するには、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）を除く文字
やスペースを使用できます。

[Description]フィールド

次のいずれかになります。

• [None]：Cisco UCS Managerは、ファイバチャネルゾーン
分割を設定しません。

• [Single Initiator Single Target]：Cisco UCS Managerは、各
vHBAとストレージポートのペアに対して 1つのゾーンを
自動的に作成します。各ゾーンには、2つのメンバがあり
ます。ゾーン数がサポートされている最大数を超えると予

想される場合を除いて、このようなタイプのゾーン分割を

設定することを推奨します。

• [Single Initiator Multiple Targets]：Cisco UCSManagerは、各
vHBAに対して 1つのゾーンを自動的に作成します。ゾー
ン数がサポートされている最大数を超えると予想される場

合は、このようなタイプのゾーン分割を設定することを推

奨します。

[Zoning Type]フィールド

このポリシーに関連付けられたファイバチャネルターゲット

エンドポイント。このテーブルには、次のカラムとボタンがあ

ります。

• [WWPN]カラム：エンドポイントに関連付けられたワール
ドワイドポート名。

• [Path]カラム：エンドポイントへのパス。

• [VSAN]カラム：エンドポイントに関連付けられたVSAN。

• [Add]ボタン：新しい FCターゲットエンドポイントを作
成します。

• [Delete]ボタン：選択したエンドポイントを削除します。

• [Properties]ボタン：選択したエンドポイントのすべてのプ
ロパティを表示します。

[FC Target Endpoints]テーブル
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ステップ 10 [OK]をクリックします。

ステップ 11 Cisco UCS Manager GUI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。

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をサービスプロファイルテンプレートにバインドすることができます。

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で定義された値でサービスプロファイルが設定されます。既存の

サービスプロファイル設定がテンプレートと一致しない場合、Cisco UCS Managerによってサー
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てのみ変更できます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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備えられていない場合は、[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]ペインの [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]ペインの [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備えられていない場合は、[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]ペインの [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 Cisco UCS Manager GUI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。

サービスプロファイルの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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]の順に展開します。
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 Cisco UCS Manager GUI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。

ステップ 5 [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の管理

サーバプールとサービスプロファイルテンプレートの関連付け

作成時にサービスプロファイルテンプレートとサーバプールを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に関連付け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]ペインの [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備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 サーバプールに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、[Associatewith
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 （任意） [SelectQualification]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 7 [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の関連付けの解

除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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 サーバプールとの関連付け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備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 サーバプールとの関連付け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 Cisco UCS Manager GUI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。
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サービスプロファイルテンプレートでの UUID の変更

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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が含まれている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備えられていない場合は、[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]ペインの [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。

説明オプション

デフォルトの UUID接尾辞プールから UUIDを割り当てます。[Select (pool default used
by 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。

[Hardware Default]

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。

Pools Pool_Name

ステップ 8 [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

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられているUUID接尾辞プールを変更し
ても、そのテンプレートによって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
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は Cisco UCS Managerにより変更されません。 Cisco UCS Managerを使用して、新しくサービス
プロファイルに割り当てられたプールから UUIDを割り当て、これを関連付けられたサーバに反
映させるには、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ている UUIDは、次の状況でのみリセットできます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
UUID接尾辞プールから割り当てられた UUIDがインクルードされている。

• 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。たとえば、プール名が空
でない場合です。

• UUIDの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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備えられていない場合は、[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]ペインの [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 Cisco UCS Manager GUI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。

ステップ 8 [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

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられているMACプールを変更しても、
そのテンプレートにより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 Cisco UCS Managerにより変更されません。 Cisco UCS Managerを使用して、新しくサービス
プロファイルに割り当てられたプールからMACアドレスを割り当て、これを関連付けられたサー
バに反映させるには、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ているMACアドレスは、次の状況でのみリセットで
きます。
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•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
MACプールからMACアドレスが割り当てられている。

• MACプール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でない
場合です。

• MACアドレスの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Service_Profile_Name] > [vNICs]を展開します。
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]ペインの [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 Cisco UCS Manager GUI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。

ステップ 9 [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

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられているWWPNプールを変更しても、
そのテンプレートによって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
Cisco UCSManagerにより変更されません。 Cisco UCSManagerを使用して、新しくサービスプロ
ファイルに割り当てられたプールからWWPNを割り当て、これを関連付けられたサーバに反映さ
せるには、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ているWWPNは、次の状況でのみリセットできます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
WWPNプールからWWPNが割り当てられている。

• WWPNプール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でな
い場合です。

• WWPNの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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備えられていない場合は、[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]ペインの [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 Cisco UCS Manager GUI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。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
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