サービス プロファイルの設定
この章の内容は、次のとおりです.
• サーバ ID を上書きするサービス プロファイル, 1 ページ
• サーバ ID を継承するサービス プロファイル, 2 ページ
• 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、Cisco UCS Manager 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。

（注）

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。

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

重要

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

ヒント

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。
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
Cisco UCS Manager と統合されるすべてのラックマウント サーバに、Cisco UCS P81E 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。
オプション

説明

[Select (pool default used by default)]

デフォルトの UUID 接尾辞プールから
UUID を割り当てます。
ステップ 5 に進みます。

[Hardware Default]

製造元によってサーバに割り当てられた
UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID
はサービス プロファイルがサーバと関連
付けられるまで割り当てられません。 こ
の時点で、UUID は製造元によってサー
バに割り当てられた UUID 値に設定され
ます。 サービス プロファイルを後で別
のサーバに移動すると、UUID は新しい
サーバに一致するように変更されます。
ステップ 5 に進みます。

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX 手動で割り当てる UUID を使用します。
ステップ 3 に進みます。
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オプション

説明

Pools Pool_Name

ドロップダウン リストの下部のリストか
ら選択する UUID 接尾辞プールから UUID
を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用可
能な UUID の数および UUID の合計数を
示す、括弧に囲まれた 2 つの数字が表示
されます。
既存のプールを使用するのではなく、す
べてのサービス プロファイルがアクセス
できるプールを作成する場合は、ステッ
プ 4 に進みます。 それ以外の場合は、ス
テップ 5 に進みます。

ステップ 3

（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、[Create UUID Suffix Pool] をクリックして [Create UUID Suffix Pool] ウィザードのフィー
ルドに値を入力します。
詳細については、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。
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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。
オプション

説明

[Select a Policy to use]

ダイナミック vNIC をサポートしないアダプタを備えるサーバには、
ダイナミック vNIC 接続ポリシーなしでサービス プロファイルを作成
できます。 このオプションでは、サービス プロファイルにダイナミッ
ク vNIC 接続ポリシーは含まれません。
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。

[Create a Specific Dynamic このサービス プロファイルだけがアクセスできるダイナミック vNIC
vNIC Connection Policy]
接続ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。
[Dynamic vNIC Connection 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
Policies] Policy_Name
vNIC 接続ポリシーを選択します。 Cisco UCS Manager で、サービス
プロファイルにこのポリシーが割り当てられます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、ステップ 3 に進みま
す。 それ以外の場合は、ステップ 4 に進みます。
ステップ 2

（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。
名前

説明

[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC の数。

[Adapter Policy] ドロップダウ このポリシーと関連付けられるアダプタ プロファイル。 すで
ン リスト
に存在しているプロファイルだけが、このドロップダウン リ
ストに表示されます。
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名前

説明

[Protection] フィールド

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

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。
オプション

説明

[Simple]

このサービス プロファイルに、デュアル ファブリック モードで最大 2 つの
vNIC を作成できます。
ステップ 5 に進みます。

[Expert]

このサービス プロファイルに、vNIC を無制限に作成できます。
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。
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オプション

説明

[No vNICs]

サービス プロファイルには、LAN 接続用の vNIC は含まれません。 この
サービス プロファイルに関連付けられているサーバは、サービス プロファ
イルを変更して vNIC を追加する場合を除き、LAN と通信できません。
ステップ 9 に進みます。

[Hardware Inherited] サーバに関連付けられたイーサネット アダプタ プロファイルに割り当てら
れた vNIC を使用します。
ステップ 9 に進みます。
[Use Connectivity
Policy]

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。
（注）

ステップ 5

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。

（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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名前

説明

[Name] フィールド

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。

[Use vNIC Template] チェック
ボックス

テンプレートを使用して vNIC を作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に [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。
（注）

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。

[Create vNIC Template] リンク vNIC テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[MAC Address Assignment] ド
ロップダウン リスト

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。

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

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
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名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クトです。
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、[Enable Failover] チェッ
クボックスをオンにします。
（注）

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。
• 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（Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit
Ethernet Adapter 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、Cisco UCS Manager によって設定エラー
が生成されます。

[VLANs] テーブル

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。

[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
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名前

説明

[MTU] フィールド

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。
（注）

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。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC と関連付ける LAN ピン グループを選択します。
スト
[Create LAN Pin Group] リンク LAN ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC と関連付ける統計情報収集ポリシー。
プダウン リスト

d) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vNIC と関連付けるイーサネット アダプタ ポリシー。
ン リスト
[Create Ethernet Adapter Policy] イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、このリン
リンク
クをクリックします。
[Dynamic vNIC Connection
この vNIC が関連付けられているダイナミック vNIC 接続ポリ
Policy] ドロップダウン リスト シー。
[Create Dynamic vNIC
Connection Policy] リンク

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。

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

Quality Of Service ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。
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名前

説明

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

ネットワーク制御ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

e) [OK] をクリックします。
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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。

[Overlay vNIC] ドロップダウン この iSCSI vNIC に関連付けられた LAN vNIC（ある場合）。
リスト
[iSCSI Adapter Policy] ドロップ この iSCSI vNIC に関連付けられた iSCSI アダプタ ポリシー
ダウン リスト
（ある場合）。
[Create iSCSI Adapter Policy] リ すべての iSCSI vNIC に使用可能な新しい iSCSI アダプタ ポリ
ンク
シーを作成するには、このリンクをクリックします。
[MAC Address] フィールド

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 Pool] フィールド

この iSCSI vNIC に関連付けられた MAC プール（ある場合）。
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名前

説明

[VLAN] ドロップダウン リス この iSCSI vNIC に関連付けられた仮想 LAN（ある場合）。
ト
デフォルトの VLAN は default です。
（注）

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。

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。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
14

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

オプション

説明

[Select Local Storage Policy このサービス プロファイルにデフォルトのローカル ディスク スト
to use]
レージ ポリシーを割り当てます。
ステップ 4 に進みます。
[Create a Specific Storage
Policy]

このサービス プロファイル テンプレートだけがアクセスできるロー
カル ディスク ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。

[Storage Policies
Policy_Name]

ドロップダウン リストの最下部にあるリストから既存のローカル
ディスク ポリシーを選択します。 Cisco UCS Manager 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。

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。
• [No RAID]：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。
（注）

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 UCS Manager 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 UCS Manager 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 Cisco UCS 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。

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 Protect Configuration 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。
（注）

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。

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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オプション

説明

[Simple]

このサービス プロファイルに、最大 2 つの vHBA を作成できます。
ステップ 5 に進みます。

[Expert]

このサービス プロファイルに、vHBA を無制限に作成できます。
ステップ 6 に進みます。

[No vHBAs]

サービス プロファイルには、ファイバ チャネル SAN 接続用の vHBA は
含まれません。
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。

[Hardware Inherited]

サーバに関連付けられたファイバ チャネル アダプタ プロファイルに割り
当てられた vHBA を使用します。
ステップ 8 に進みます。

[Use Connectivity
Policy]

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。
（注）

ステップ 5

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。

（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。
名前

説明

[Name] フィールド

この vHBA の名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（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。

[Use vHBA Template] チェック 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
ボックス
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI 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。
（注）

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。
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名前

説明

[Create vHBA Template] リンク vHBA テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。
[WWPN Assignment] ドロップ Cisco UCS が World Wide Port Node を vHBA に割り当てる方
ダウン リスト
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。
[Create WWPN Pool] リンク

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。
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名前

説明

[WWPN] フィールド

[WWPN Assignment] 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。

d) [VSAN] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クトです。

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

VSAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vHBA が関連付けられる SAN ピン グループ。
スト ボックス
[Create SAN Pin Group] リンク ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
[Persistent Binding] フィールド 次のいずれかになります。
• Disabled
• Enabled
[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 2048
です。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vHBA と関連付ける統計しきい値ポリシー。
プダウン リスト ボックス

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
20

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

e) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vHBA と関連付けるファイバ チャネル アダプタ ポリ
ン リスト ボックス
シー。
[Create Fibre Channel Adapter
Policy] リンク

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーを作成する場合は、こ
のリンクをクリックします。

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

QoS ポリシーを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。

f) [OK] をクリックします。
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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。

[Description] 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。

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

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。

[Create Storage Connection
Policy] リンク

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。
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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/vHBA Placement] ページで、vNIC
および vHBA の配置を設定する方法について説明します。

手順
ステップ 1

[Select Placement] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Let System Perform
Placement]

Cisco UCS Manager によってサービス プロファイルに関連付けられたサー
バの vNIC/vHBA 配置が決定されることを指定します。 配置は、[PCI
Order] テーブルの順序セットによって決定されます。
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。
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オプション

説明

[Specify Manually]

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。

[vNIC/vHBA Placement 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
Profiles Placement
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
Profile Name]
細が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイル
がアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create Placement Policy] を
クリックし、ステップ 4 に進みます。 それ以外の場合は、ステップ 5 に
進みます。

ステップ 2

（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。
名前

説明

[Move Up] ボタン

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 Down] 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。

[Delete] ボタン

選択した vNIC または vHBA を削除します。

[Reorder] ボタン

すての vNIC および vHBA を元の順番に戻し
ます。

[Modify] ボタン

現在選択されている vNIC または vHBA を変
更できます。
（注）

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。

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。
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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。
• [Exclude Dynamic]：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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。
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名前

説明

[Virtual Slot Mapping Scheme]
フィールド
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名前

説明
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、Cisco UCS 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、Cisco UCS 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。
（注）

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、
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、
Cisco UCS 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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名前

説明
• [Linear Ordered]：Cisco UCS 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。
• [Exclude Dynamic]：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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ヒント

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 SAN LUN ではなくローカル ディスクからブートする場合がありま
す。
たとえば、Red Hat Linux がインストールされているサーバで、LVM にデフォルトの 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。

手順
ステップ 1

[Boot Policy] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select Boot Policy to use]

このサービス プロファイルにデフォルトのブート ポリシーを割り当
てます。
ステップ 9 に進みます。

[Create a Specific Boot
Policy]

このサービス プロファイル テンプレートだけがアクセスできるロー
カル ブート ポリシーを作成できます。
ステップ 3 に進みます。

[Boot Policies
Policy_Name]

サービス プロファイルに既存のブート ポリシーを割り当てます。 こ
のオプションを選択した場合、Cisco UCS Manager でポリシーの詳細
が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create Boot Policy]
をクリックし、ステップ 2 に進みます。 それ以外の場合は、リストで
ポリシーを選択し、ステップ 9 に進みます。

ステップ 2

[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) [Add SAN Boot] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力し、[OK] をクリックします。
名前

説明

[vHBA] フィールド

SAN ブートに使用する vHBA の名前を入力します。
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名前

説明

[Type] 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。

d) この vHBA がブート可能な SAN イメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target] リンク を
クリックし、[Add SAN Boot Target] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力して、
[OK] をクリックします。
名前

説明

[Boot Target LUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[Boot Target WWPN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する WWPN。

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

31

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

名前

説明

[Type] 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。

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。
オプション

説明

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

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。

[Maintenance Policies]
[Policy_Name]

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 UCS Manager でポ
リシーの詳細が表示されます。

ステップ 4 に進みます。

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。

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。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用で
きます。 -（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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名前

説明

[Description] フィールド

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。

[Reboot Policy] 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。 [Reboot Policy] 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]：Cisco UCS 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。

[Schedule] ドロップダウン リスト

[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。 Cisco UCS 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。
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名前

説明

[Create Schedule] リンク

このリンクをクリックすると、この Cisco UCS
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。

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。
オプション

説明

[Assign Later]

サービス プロファイルを作成して設定したら、サーバを割り当てるこ
とができます。
ステップ 6 に進みます。

[Pre-provision a slot]

サービス プロファイルに割り当てられるサーバが含まれるシャーシお
よびスロットを指定します。 サーバがスロット内に存在しない場合、
またはそれ以外の理由で使用できない場合、サービスプロファイルは、
サーバが使用できるようになったらサーバに関連付けられます。
ステップ 2 に進みます。

[Select existing Server]

サービス プロファイルに割り当てられるサーバを選択するのに使用で
きる、関連付けられていないサーバのテーブルを表示します。
ステップ 3 に進みます。
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オプション

説明

Select from a Pool

ドロップダウン リストの最下部のリストからサーバ プールを選択しま
す。 Cisco UCS Manager で、サービス プロファイルにこのプールのサー
バが割り当てられます。

Pool_Name

ステップ 4 に進みます。
ステップ 2

[Pre-provision a slot]を選択した場合、次の手順を実行します。
a) [Chassis Id] フィールドに、選択したサーバが配置されるシャーシの番号を入力します。
b) [Slot Id] フィールドに、選択したサーバが配置されるスロットの番号を入力します。
c) ステップ 4 に進みます。

ステップ 3

[Select existing Server]を選択した場合、次の手順を実行します。
a) 使用可能なサーバのテーブルの [Select] カラムで、このサービス プロファイルのニーズを満た
すサーバのオプション ボタンをクリックします。
b) ステップ 4 に進みます。

ステップ 4

[Power State] フィールドの次のオプション ボタンのいずれかをクリックして、このサービス プロ
ファイルに関連付けられた場合、サーバに適用される電源の状態を設定します。
• [Down]：プロファイルがサーバに関連付けられる前はサーバの電源を切断しておく場合
• [Up]：プロファイルがサーバに関連付けられる前にサーバの電源を投入しておく場合
デフォルトでは、サーバの電源は投入されています。

ステップ 5

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。
名前

説明

[Host Firmware] ドロップダウ ホスト ファームウェア パッケージをこのサービス プロファ
ン リスト
イルと関連付けるには、その名前をドロップダウン リストか
ら選択します。
[Create Host Firmware Package] ホスト ファームウェア パッケージを作成する場合は、このリ
リンク
ンクをクリックします。
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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 BIOS Policy]をクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を
入力してから、[BIOS Policy] ドロップダウン リスト でこのポリシーを選択します。
BIOS ポリシーの作成方法の詳細については、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 IPMI Management Configuration] バーを展開し、IPMI プロファイルおよ
び Serial over LAN ポリシーを追加します。
外部アクセスを提供しない場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 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 UCS Manager 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。
名前

説明

[IP Address] フィールド

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。

[Subnet Mask] フィールド

管理 IP アドレスのサブネット マスク。

[Default Gateway] フィールド

管理 IP アドレスのデフォルト ゲートウェイ。
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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 [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 プロファイルを関連付けるには、下矢印をクリックして [Scrub Policy]
バーを展開し、次のいずれかの手順を実行します。
• 既存のポリシーを追加するには、[Scrub Policy] ドロップダウン リスト で適切なスクラブ ポ
リシーを選択します。
• すべてのサービス プロファイルで使用できるスクラブ ポリシーを作成するには、[Create Scrub
Policy] リンク をクリックし、ダイアログボックスのフィールドに値を入力してから、[Scrub
Policy] ドロップダウン リスト でこのポリシーを選択します。
スクラブポリシーの作成方法の詳細については、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。
名前

説明

[Primary vNIC] セクション
[Primary vNIC] チェックボック このサービス プロファイル用に vNIC を作成する場合は、この
ス
チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオ
ンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内の残
りのフィールドが表示されます。
[Name] フィールド

vNIC の名前。
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。

[Fabric] フィールド

この vNIC が関連付けられるファブリック インターコネクト。

[Network] ドロップダウン リス この vNIC が関連付けられる LAN。
ト
[Secondary vNIC] セクション
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名前

説明

[Secondary vNIC] チェックボッ このサービス プロファイル用に別の vNIC を作成する場合は、
クス
このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックス
をオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内
の残りのフィールドが表示されます。
[Name] フィールド

vNIC の名前。
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。

[Fabric] フィールド

この vNIC が関連付けられるファブリック インターコネクト。

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

ステップ 7

[Create Service Profile] ダイアログボックスの [vHBAs] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Primary vHBA] セクション
[Primary vHBA] チェックボック このサービス プロファイル用に vHBA を作成する場合は、この
ス
チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオ
ンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内の残
りのフィールドが表示されます。
[Name] フィールド

vHBA の名前。
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。

[Fabric] フィールド

この vHBA が関連付けられるファブリック インターコネクト。
プライマリ vHBA をセカンダリ vHBA と同じファブリックに関
連付けてはいけません。

[Secondary vHBA] セクション
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名前

説明

[Secondary vHBA] チェックボッ このサービス プロファイル用に別の vHBA を作成する場合は、
クス
このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックス
をオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクション内
の残りのフィールドが表示されます。
[Name] フィールド

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。

[Fabric] フィールド

ステップ 8

この vHBA が関連付けられるファブリック インターコネクト。
セカンダリ vHBA をプライマリ vHBA と同じファブリックに関
連付けてはいけません。

[Create Service Profile] ダイアログボックスの [Boot Order] 領域で、次のフィールドに値を入力しま
す。
名前

説明

[Primary Boot Device] セクション
[Primary Boot Device] チェック このサービス プロファイル用にブート デバイスを設定する場合
ボックス
は、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボッ
クスをオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセクショ
ン内の残りのフィールドが表示されます。
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名前

説明

[Type] フィールド

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。
（注）

このオプションを選択すると、セカンダリ ブー
ト タイプに [local-disk] と [san] を選択できなくな
ります。

• [san]：サーバは、SAN に保存されたイメージからブートし
ます。 このオプションを選択すると、Cisco UCS Manager
GUI に [SAN] 領域が表示されます。
• [Lan]：サーバは LAN からブートされます。 このオプショ
ンを選択すると、Cisco UCS Manager GUI に [Network] 領域
が表示され、サーバの PXE ブートに使用する vNIC を指定
できるようになります。
• [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。
[SAN] 領域

[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

[Network (PXE)] 領域

[Type] に [lan] を設定した場合、この領域に [vNIC] ドロップダ
ウン リストが表示され、サーバのブートに使用する vNIC を選
択できます。

[Secondary Boot Device] セクション
[Secondary Boot Device] チェッ このサービス プロファイル用に別のブート デバイスを設定する
クボックス
場合は、このチェックボックスをオンにします。 このチェック
ボックスをオンにすると、Cisco UCS Manager GUI に、このセク
ション内の残りのフィールドが表示されます。
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名前

説明

[Type] フィールド

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 UCS Manager GUI に [Network] 領域
が表示され、サーバの PXE ブートに使用する vNIC を指定
できるようになります。
• [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。

[SAN] 領域

[Type] に [san] を設定した場合、この領域に次のフィールドが表
示されます。
• [vHBA]：SAN ブート イメージにアクセスするために使用
される vHBA
• [LUN]：ブート イメージの場所に対応する LUN
• [WWN]：ブート イメージの場所に対応する WWN

[Network (PXE)] 領域

[Type] に [lan] を設定した場合、この領域に [vNIC] ドロップダ
ウン リストが表示され、サーバのブートに使用する vNIC を選
択できます。

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。
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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

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。
• [Updating Template]：テンプレートが変更されると、このテンプレートから作成されたサービ
ス プロファイルがアップデートされます。

ステップ 3

[UUID Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
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オプション

説明

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

製造元によってサーバに割り当てられた UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID はサービス プロファイルがサー
バと関連付けられるまで割り当てられません。 この時点で、UUID は
製造元によってサーバに割り当てられた UUID 値に設定されます。 サー
ビス プロファイルを後で別のサーバに移動すると、UUID は新しいサー
バに一致するように変更されます。

Pools Pool_Name

ドロップダウン リストの下部のリストから選択する UUID 接尾辞プー
ルから UUID を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用可能な UUID の数および UUID
の合計数を示す、括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。

ステップ 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。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
48

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

オプション

説明

[Select a Policy to use]

ダイナミック vNIC をサポートしないアダプタを備えるサーバには、
ダイナミック vNIC 接続ポリシーなしでサービス プロファイル テンプ
レートを作成できます。 このオプションでは、テンプレートにダイナ
ミック vNIC 接続ポリシーは含まれません。
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。

[Create a Specific Dynamic このサービス プロファイル テンプレートだけがアクセスできるダイナ
vNIC Connection Policy] ミック vNIC 接続ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。
[Dynamic vNIC Connection ドロップダウン リストの最下部にあるリストから既存のダイナミック
Policies] Policy_Name
vNIC 接続ポリシーを選択します。 Cisco UCS Manager で、サービス プ
ロファイル テンプレートにこのポリシーが割り当てられます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルおよびテンプレートがアクセスできるポリシーを作成する場合は、
ステップ 3 に進みます。 それ以外の場合は、ステップ 4 に進みます。
ステップ 2

（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。
名前

説明

[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC の数。

[Adapter Policy] ドロップダウ このポリシーと関連付けられるアダプタ プロファイル。 すで
ン リスト
に存在しているプロファイルだけが、このドロップダウン リ
ストに表示されます。
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名前

説明

[Protection] フィールド

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

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。
オプション

説明

[Simple]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、デュアル ファ
ブリック モードで最大 2 つの vNIC を作成できます。
ステップ 5 に進みます。

[Expert]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、vNIC を無制
限に作成できます。
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。
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オプション

説明

[No vNICs]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルには、LAN 接続用
の vNIC は含まれません。 これらのサービス プロファイルに関係付けられて
いるサーバは、後で個別のサービス プロファイルを変更する場合を除き、
LAN と通信できません。
ステップ 9 に進みます。

[Use Connectivity
Policy]

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。
（注）

ステップ 5

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。

（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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。

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

51

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

名前

説明

[Use vNIC Template] チェック
ボックス

テンプレートを使用して vNIC を作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に [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。
（注）

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。

[Create vNIC Template] リンク vNIC テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[MAC Address Assignment] ド
ロップダウン リスト

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。

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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名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クトです。
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、[Enable Failover] チェッ
クボックスをオンにします。
（注）

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。
• 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（Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit
Ethernet Adapter 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、Cisco UCS Manager によって設定エラー
が生成されます。

[VLANs] テーブル

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。

[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。
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名前

説明

[MTU] フィールド

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。
（注）

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。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC と関連付ける LAN ピン グループを選択します。
スト
[Create LAN Pin Group] リンク LAN ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC と関連付ける統計情報収集ポリシー。
プダウン リスト

d) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vNIC と関連付けるイーサネット アダプタ ポリシー。
ン リスト
[Create Ethernet Adapter Policy] イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、このリン
リンク
クをクリックします。
[Dynamic vNIC Connection
この vNIC が関連付けられているダイナミック vNIC 接続ポリ
Policy] ドロップダウン リスト シー。
[Create Dynamic vNIC
Connection Policy] リンク

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。

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

Quality Of Service ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。
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名前

説明

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

ネットワーク制御ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

e) [OK] をクリックします。
ステップ 7

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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。

[Overlay vNIC] ドロップダウン この iSCSI vNIC に関連付けられた LAN vNIC（ある場合）。
リスト
[iSCSI Adapter Policy] ドロップ この iSCSI vNIC に関連付けられた iSCSI アダプタ ポリシー
ダウン リスト
（ある場合）。
[Create iSCSI Adapter Policy] リ すべての iSCSI vNIC に使用可能な新しい iSCSI アダプタ ポリ
ンク
シーを作成するには、このリンクをクリックします。
[MAC Address] フィールド

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 Pool] フィールド

この iSCSI vNIC に関連付けられた MAC プール（ある場合）。
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名前

説明

[VLAN] ドロップダウン リス この iSCSI vNIC に関連付けられた仮想 LAN（ある場合）。
ト
デフォルトの VLAN は default です。
（注）

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。

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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オプション

説明

[Select Local Storage Policy このテンプレートから作成された各サービス プロファイルにデフォル
to use]
トのローカル ディスク ストレージ ポリシーを割り当てます。
ステップ 4 に進みます。
[Create a Specific Storage
Policy]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルだけがアクセ
スできるローカル ディスク ポリシーを作成できます。
ステップ 2 に進みます。

Storage Policies
Policy_Name

ドロップダウン リストの最下部にあるリストから既存のローカル ディ
スク ポリシーを選択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。

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。
• [No RAID]：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

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

57

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

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。
（注）

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 UCS Manager 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 UCS Manager 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 Cisco UCS 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。

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 Protect Configuration 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。
（注）

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。

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。
オプション

説明

[Simple]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、最大 2 つの
vHBA を作成できます。
ステップ 5 に進みます。

[Expert]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに、vHBA を無
制限に作成できます。
ステップ 6 に進みます。

[No vHBAs]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルには、ファイバ
チャネル SAN 接続用の vHBA は含まれません。
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。

[Use Connectivity
Policy]

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。
（注）

ステップ 5

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。

（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。
名前

説明

[Name] フィールド

この vHBA の名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（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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名前

説明

[Use vHBA Template] チェック 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
ボックス
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI 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。
（注）

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。

[Create vHBA Template] リンク vHBA テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。
[WWPN Assignment] ドロップ Cisco UCS が World Wide Port Node を vHBA に割り当てる方
ダウン リスト
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。
[Create WWPN Pool] リンク

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。
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名前

説明

[WWPN] フィールド

[WWPN Assignment] 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。

d) [VSAN] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クトです。

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

VSAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vHBA が関連付けられる SAN ピン グループ。
スト ボックス
[Create SAN Pin Group] リンク ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
[Persistent Binding] フィールド 次のいずれかになります。
• Disabled
• Enabled
[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 2048
です。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vHBA と関連付ける統計しきい値ポリシー。
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。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vHBA と関連付けるファイバ チャネル アダプタ ポリ
ン リスト ボックス
シー。
[Create Fibre Channel Adapter
Policy] リンク

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーを作成する場合は、こ
のリンクをクリックします。

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

QoS ポリシーを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。

f) [OK] をクリックします。
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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。

[Description] 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。

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

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。

[Create Storage Connection
Policy] リンク

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。
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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。
オプション

説明

[Let System Perform
Placement]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルに関連付けられる
すべてのサーバの vNIC/vHBA 配置が Cisco UCS Manager で決定されるよう
に指定します。 配置は、[PCI Order] テーブルの順序セットによって決定さ
れます。
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。
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オプション

説明

[Specify Manually]

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。

[vNIC/vHBA
Placement Profiles
Placement Profile
Name]

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、Cisco UCS
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。

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。
名前

説明

[Move Up] ボタン

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 Down] 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。

[Delete] ボタン

選択した vNIC または vHBA を削除します。

[Reorder] ボタン

すての vNIC および vHBA を元の順番に戻し
ます。

[Modify] ボタン

現在選択されている vNIC または vHBA を変
更できます。
（注）

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。
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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。
• [Exclude Dynamic]：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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。
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名前

説明

[Virtual Slot Mapping Scheme]
フィールド
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名前

説明
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、Cisco UCS 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、Cisco UCS 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。
（注）

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、
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、
Cisco UCS 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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名前

説明
• [Linear Ordered]：Cisco UCS 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。
• [Exclude Dynamic]：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, （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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ヒント

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 SAN LUN ではなくローカル ディスクからブートする場合がありま
す。
たとえば、Red Hat Linux がインストールされているサーバで、LVM にデフォルトの 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。

手順
ステップ 1

[Boot Policy] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
オプション

説明

[Select Boot Policy to use] このテンプレートから作成された各サービス プロファイルにデフォル
トのブート ポリシーを割り当てます。
ステップ 9 に進みます。
[Create a Specific Boot
Policy]

このテンプレートから作成されたサービス プロファイルだけがアクセ
スできるローカル ブート ポリシーを作成できます。
ステップ 3 に進みます。

[Boot Policies
Policy_Name]

このテンプレートから作成された各サービス プロファイルに既存の
ブート ポリシーを割り当てます。 このオプションを選択した場合、
Cisco UCS Manager でポリシーの詳細が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファイ
ルおよびテンプレートがアクセスできるポリシーを作成する場合は、
ステップ 2 に進みます。 それ以外の場合は、リストでポリシーを選択
し、ステップ 9 に進みます。

ステップ 2

[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。

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

71

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

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) [Add SAN Boot] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力し、[OK] をクリックします。
名前

説明

[vHBA] フィールド

SAN ブートに使用する vHBA の名前を入力します。
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名前

説明

[Type] 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。

d) この vHBA がブート可能な SAN イメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target] リンク を
クリックし、[Add SAN Boot Target] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力して、
[OK] をクリックします。
名前

説明

[Boot Target LUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[Boot Target WWPN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する WWPN。
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名前

説明

[Type] 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。

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。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
74

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

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。
オプション

説明

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

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。

[Maintenance Policies]
[Policy_Name]

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 UCS Manager でポ
リシーの詳細が表示されます。

ステップ 4 に進みます。

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。

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。
名前

説明

[Name] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用で
きます。 -（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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名前

説明

[Description] フィールド

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。

[Reboot Policy] 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。 [Reboot Policy] 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]：Cisco UCS 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。

[Schedule] ドロップダウン リスト

[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。 Cisco UCS 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。
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名前

説明

[Create Schedule] リンク

このリンクをクリックすると、この Cisco UCS
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。

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。
オプション

説明

[Assign Later]

サービス プロファイル テンプレートを作成して設定したら、サーバ
を割り当てることができます。
ステップ 2 に進みます。

Select from a Pool
Pool_Name

ドロップダウン リストの最下部のリストからサーバ プールを選択し
ます。 Cisco UCS Manager で、このテンプレートから作成したサービ
ス プロファイルにこのプールのサーバが割り当てられます。
ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

[Power State] フィールドの次のオプション ボタンのいずれかをクリックして、このテンプレート
から作成されたサービス プロファイルに関連付けられた場合にサーバに適用される電源の状態を
設定します。
• [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） [Firmware Management] 領域で次の手順を実行し、このテンプレートから作成されたサー
ビス プロファイルに関連付けられているサーバで、ポリシーを使用してファームウェアをアップ
デートします。
a) [Firmware Management] バーの下矢印をクリックします。
b) 次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Host Firmware] ドロップダウ ホスト ファームウェア パッケージをこのサービス プロファ
ン リスト
イルと関連付けるには、その名前をドロップダウン リストか
ら選択します。
[Create Host Firmware Package] ホスト ファームウェア パッケージを作成する場合は、このリ
リンク
ンクをクリックします。

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 IPMI Management Configuration] バーを展開し、IPMI プロファイルおよ
び Serial over LAN ポリシーを追加します。
外部アクセスを提供しない場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 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、[Create Service
Profiles From Template] を選択します。

ステップ 5

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

説明

[Naming Prefix] フィールド

テンプレート名に使用する接頭辞。 システムによってサービス
プロファイルが作成されるとき、この接頭辞に一意の数値 ID が
追加されます。
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。

[Number] 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。

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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名前

説明

[Service Profile Template Name]
フィールド

サービス プロファイル テンプレートの名前。

[Org] ドロップダウン リスト

このテンプレートを関連付ける組織を選択します。

[Type] フィールド

次のいずれかになります。

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。

• [Initial Template]：テンプレートが変更されても、このテン
プレートから作成されたサービス プロファイルはアップ
デートされません。
• [Updating Template]：テンプレートが変更されると、この
テンプレートから作成されたサービス プロファイルがアッ
プデートされます。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

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。
オプション

説明

Server Pool

ドロップダウン リストからサーバ プールを選択します。 Cisco UCS Manager
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

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。
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オプション

説明

Custom Server

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。

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、Cisco UCS Manager 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 [Disassociate Service Profile]
を選択します。

ステップ 5

[Disassociate Service Profile] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックし、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 State Machine（FSM; 有限状態マシン）をモニタして、
アソシエーションの解除が完了したことを確認します。

サービス プロファイルの名前変更
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。

（注）

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。

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。
オプション

説明

[Select (pool default used by default)]

デフォルトの UUID 接尾辞プールから
UUID を割り当てます。
ステップ 9 に進みます。

[Hardware Default]

製造元によってサーバに割り当てられた
UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID
はサービス プロファイルがサーバと関連
付けられるまで割り当てられません。 こ
の時点で、UUID は製造元によってサー
バに割り当てられた UUID 値に設定され
ます。 サービス プロファイルを後で別
のサーバに移動すると、UUID は新しい
サーバに一致するように変更されます。
ステップ 9 に進みます。

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX 手動で割り当てる UUID を使用します。
ステップ 8 に進みます。
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オプション

説明

Pools Pool_Name

ドロップダウン リストの下部のリストか
ら選択する UUID 接尾辞プールから UUID
を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用可
能な UUID の数および UUID の合計数を
示す、括弧に囲まれた 2 つの数字が表示
されます。
ステップ 9 に進みます。

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。
オプション

説明

[Select Boot Policy to use]

このサービス プロファイルにデフォルトのブート ポリシーを割り当
てます。
ステップ 14 に進みます。
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オプション

説明

[Create a Specific Boot
Policy]

このサービス プロファイル 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。

[Boot Policies
Policy_Name]

サービス プロファイルに既存のブート ポリシーを割り当てます。 こ
のオプションを選択した場合、Cisco UCS Manager でポリシーの詳細
が表示されます。
既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービス プロファ
イルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create Boot Policy]
をクリックし、ステップ 2 に進みます。 それ以外の場合はステップ
14 に進みます。

ステップ 8

ブート ポリシーの作成を選択した場合は、[Create Boot Policy] ダイアログボックスにポリシーの
一意の名前と説明を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（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) [Add SAN Boot] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力し、[OK] をクリックします。
名前

説明

[vHBA] フィールド

SAN ブートに使用する vHBA の名前を入力します。

[Type] フィールド

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。

d) この vHBA がブート可能な SAN イメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target] リンク を
クリックし、[Add SAN Boot Target] ダイアログボックス で次のフィールドに値を入力して、
[OK] をクリックします。
名前

説明

[Boot Target LUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[Boot Target WWPN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する WWPN。
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名前

説明

[Type] 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。

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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名前

説明

[Name] フィールド

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。

[Use vNIC Template] チェック
ボックス

テンプレートを使用して vNIC を作成する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI に [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。
（注）

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。

[Create vNIC Template] リンク vNIC テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[MAC Address Assignment] ド
ロップダウン リスト

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。

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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名前

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クトです。
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、[Enable Failover] チェッ
クボックスをオンにします。
（注）

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。
• 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（Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit
Ethernet Adapter 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、Cisco UCS Manager によって設定エラー
が生成されます。

[VLANs] テーブル

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。

[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。
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名前

説明

[MTU] フィールド

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。
（注）

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。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC と関連付ける LAN ピン グループを選択します。
スト
[Create LAN Pin Group] リンク LAN ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリック
します。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC と関連付ける統計情報収集ポリシー。
プダウン リスト

c) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vNIC と関連付けるイーサネット アダプタ ポリシー。
ン リスト
[Create Ethernet Adapter Policy] イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、このリン
リンク
クをクリックします。
[Dynamic vNIC Connection
この vNIC が関連付けられているダイナミック vNIC 接続ポリ
Policy] ドロップダウン リスト シー。
[Create Dynamic vNIC
Connection Policy] リンク

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。

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

Quality Of Service ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。
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名前

説明

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

ネットワーク制御ポリシーを作成する場合は、このリンクを
クリックします。

d) [OK] をクリックします。

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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名前

説明

[Name] フィールド

この vHBA の名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（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。

[Use vHBA Template] チェック 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
ボックス
クボックスをオンにします。 Cisco UCS Manager GUI 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。
（注）

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。

[Create vHBA Template] リンク vHBA テンプレートを作成する場合は、このリンクをクリッ
クします。
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名前

説明

[WWPN Assignment] ドロップ Cisco UCS が World Wide Port Node を vHBA に割り当てる方
ダウン リスト
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。
[Create WWPN Pool] リンク

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。

[WWPN] フィールド

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

説明

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クトです。

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

VSAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[Pin Group] ドロップダウン リ この vHBA が関連付けられる SAN ピン グループ。
スト ボックス
[Create SAN Pin Group] リンク ピン グループを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。
[Persistent Binding] フィールド 次のいずれかになります。
• Disabled
• Enabled
[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 2048
です。
[Operational Parameters] セクション
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vHBA と関連付ける統計しきい値ポリシー。
プダウン リスト ボックス

c) [Adapter Performance Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウ この vHBA と関連付けるファイバ チャネル アダプタ ポリ
ン リスト ボックス
シー。
[Create Fibre Channel Adapter
Policy] リンク

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーを作成する場合は、こ
のリンクをクリックします。

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

説明

[Create QoS Policy] リンク

QoS ポリシーを作成する場合は、このリンクをクリックしま
す。

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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名前

説明

[WWPN Assignment] ドロップダ Cisco UCS が World Wide Port Node を vHBA に割り当てる方法。
ウン リスト
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] フィールド

[WWPN Assignment] 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。

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

[Create vHBA Initiator Group] 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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。

[Description] 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。

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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名前

説明

[Description] フィールド

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。

[Zoning Type] 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 UCS Manager 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。

[FC Target Endpoints] テーブル

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。
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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、[Associate with
Server Pool] を選択します。
[Associate with Server Pool] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 5

[Pool Assignment] ドロップダウン リストの [Server Pool] セクションから、サーバ プールを選択し
ます。
[Assign Later] を選択すると、サービス プロファイル テンプレートはサーバ プールに関連付けら
れません。

ステップ 6

（任意） [Select Qualification] ドロップダウン リストから、このテンプレートで作成したサービス
プロファイルに関連付けられているサーバに適用するサーバプールポリシー資格情報を選択しま
す。

ステップ 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。
オプション

説明

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

製造元によってサーバに割り当てられた UUID を使用します。
このオプションを選択した場合、UUID はサービス プロファイルがサー
バと関連付けられるまで割り当てられません。 この時点で、UUID は
製造元によってサーバに割り当てられた UUID 値に設定されます。 サー
ビス プロファイルを後で別のサーバに移動すると、UUID は新しいサー
バに一致するように変更されます。

Pools Pool_Name

ドロップダウン リストの下部のリストから選択する UUID 接尾辞プー
ルから UUID を割り当てます。
各プール名の後には、プール内で利用可能な UUID の数および UUID
の合計数を示す、括弧に囲まれた 2 つの数字が表示されます。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

サービス プロファイルに割り当てられた 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 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 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）。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
110

OL-28301-02-J

サービス プロファイルの設定
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

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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