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グリーンフィールド環境
グリーンフィールド環境では、Cisco UCS Central 管理者のみが UCS Central からオブジェクトの追
加、変更、削除ができます。Cisco UCS Central はすべてのグローバル オブジェクトの読み取りお
よび書き込みの所有権を維持します。Cisco UCS Central からグローバル サービス プロファイルを
UCS ドメイン内のブレード サーバに展開すると、グローバル サービス プロファイルのシャドウ
コピーが Cisco UCS Manager に展開されます。Cisco UCS Manager には、グローバル アイコンとと
もにオブジェクトが表示されます。このアイコンは、オブジェクトがグローバルであるため、Cisco
UCS Central によって制御されていることを示します。グローバル サービス プロファイルテンプ
レートは、Cisco UCS Manager にコピーされません。

グリーンフィールド環境での論理ドメイングループと組織階層の設定
中規模のグリーンフィールドの展開では、初期設定時に、論理ドメイン グループと組織階層を正
しく作成および設定する必要があります。複数の階層レベルで展開済みの UCS ドメイン間の運用
ポリシーのさまざまな要件に対応することを検討してください。
ファームウェアの考慮事項に加えて、リモートコピー先が異なる可能性の高い、異なるタイム
ゾーンでスケジュールされた UCS バックアップが必要になることがあります。また、組織および
地理的分散に基づくさまざまなユーザ認証の設定がある場合があります。
UUID のグローバル ID プール、MAC アドレス、WWNN、WWPN、および管理 IP を作成するこ
とで、将来の成長を計画することが賢明です。ID タイプごとに 1 つのグローバル プールを利用で
きます。その後、スケールアウトのためにそれぞれのプールに ID のブロックを追加できます。通
常、全体のプール数を少なくして、ブロック サイズを小さくした方が、内部 DB にはより効率的
です。成長とスケールを実現するために ID のブロックを追加できます。
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MAC プールの設定
一部のクライアントは、1 つの プールを使用するのではなく、MAC プールのセグメント化を好み
ます。ネットワーク管理者がどのファブリックに特定の MAC アドレスが割り当てられているか
を確認する必要がある場合に、セグメンテーションが役立ちます。ただし、すべての UCS 展開の
ベスト プラクティスでは、VPC または VSS よりも、クラスタ化されたスイッチ テクノロジーへ
の FI イーサネット アップリンクを推奨しています。その結果、2 つのファブリックからの MAC
アドレスがメッシュされます。

WWPN の設定
通常、管理者がファブリック A とファブリック B に 2 つの個別のプールを作成します。管理者は
いずれかのフィールドを WWPN 形式で使用して、ファブリック A とファブリック B を定義しま
す。これにより、WWPN ID が属しているファブリックで各 ID を簡単に識別できるようになり、
SAN 管理者にメリットをもたらします。これは、ほとんどの SAN ファブリックが各 SAN ファブ
リックスイッチ内で別々に保持されているためです。各ファブリック識別子により、SAN管理者
は、ファブリック スイッチにクロスファイバの問題があるかどうかをすばやく判断することがで
きます。

ブラウンフィールド環境
ブラウンフィールド環境では、オブジェクトがローカルの場合、Cisco UCS Manager がそのオブ
ジェクトを所有していることを意味するため、Cisco UCS Manager の管理者のみがオブジェクトを
追加、変更、削除できます。実際には、Cisco UCS Manager は読み取り/書き込みの制御ができま
す。

ブラウンフィールドからグリーンフィールドへの変換
Cisco UCS Central で管理されている中規模の UCS の展開は、Cisco UCS Central がない環境に比べ
てよりはるかに管理が容易です。中規模のブラウンフィールドの展開は、すべてのオブジェクト
をグローバル インフラストラクチャに変換するとはるかに管理しやすくなります。
ブラウンフィールド環境は、必要に応じてすばやくまたはゆっくりとグリーンフィールドに適応
させることができます。最初に既存の UCS ドメインを Cisco UCS Central に登録するか、またはグ
ローバルインフラストラクチャをゆっくりと定義して構築することができます。ローカルドメイ
ンに存在するものをミラーリングしたり、ポリシーとプールに必要な変更を行うことができます。
この変換は急いで行う必要はありません。組織にとって適しているものを計画して構築すること
もできます。また、実稼働中の UCS ドメインにグローバル インフラストラクチャを展開する前
に、Cisco UCS Central エミュレータを使用してラボで設定をテストできます。
重複プールを持つことができます。1 つは UCS ドメイン内でローカルに一意に定義されたプール、
もう 1 つはそれに対応する Cisco UCS Central 内で定義されたグローバル プールです。Cisco UCS
Central は、すべてのローカル プールとグローバル プール内の各 ID のステータスを追跡します。
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ID は複数のプール定義に存在できますが、Cisco UCS Central が UCS ドメインに重複 ID を発行す
ることはありません。
UCS ドメインの最終的な移行は、ドメインごとに行うことができます。これによりブレード サー
バを安全にシャット ダウンし、ローカル サービス プロファイルを削除してから、それらを対応
するグローバルサービスプロファイルと置き換えることができます。このプロセスは明確に定義
されています。最小限のリスクで変換を計画し、テストし、正常に実行することがきます。

中規模の UCS Central 環境のドメイン グループの階層
中規模の Cisco UCS Central 環境は、4 ～ 12 の登録済み UCS ドメインで構成されます。登録済み
ドメインが 12 の場合は、大規模になる場合があります。グローバル VLAN、VSAN、vNIC、vHBA
テンプレート、LAN、SAN 接続ポリシー、対応するグローバル サービス プロファイル テンプレー
ト、およびグローバルサービスプロファイルの数が重要です。環境には以下を含めることができ
ます（概算）。
• 768 台以上のサーバ（12 ドメイン x 8 シャーシ x 8 ブレード）。最大で（12 ドメイン x 20
シャーシ x 8 ブレード）
• 1,920 台の B シリーズ ブレード
• 複数のマネージャ C シリーズ サーバ
会社の成長に合わせて環境を適応させることができるように、大きなドメイン グループの階層を
使用することを検討してください。12 もの UCS ドメインがある場合、ドメインが異なる地理的領
域に存在する可能性があります。したがって、ドメイン グループ構造にその状況が反映されてい
ることが最善です。Cisco UCS Central ドメイン グループ構造の構築に重要な影響を及ぼすことの
1 つは、登録済みの UCS ドメインの地理的位置です。タイム ゾーン、ユーザ認証設定、バック
アップ、およびファームウェアなどのグローバル運用ポリシーは、地域に基づいてドメイン グ
ループを作成する場合に最も効果的です。
たとえば、UCS ドメインが地理的に分散している場合、リモート コピー機能はこれらのバック
アップを UCS ドメインの近くにある FTP サーバにコピーする必要があります。これによって、特
にデータの復元（DR）の場合に、これらのバックアップを利用できるようになります。そのた
め、サンノゼの FI ペアをターゲットとする DR の復元をニューヨークの FTP サーバから実行しよ
うとは思わないでしょう。Cisco UCS Central ドメイン グループ ポリシーを使用すると、FTP サー
バのリモート コピーは、UCS ドメインの適切なバックアップを近距離に維持できます。
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（注）

一部の組織は、マルチテナント機能をサポートするため、ビジネス グループごとにドメイン
グループを分離しています。

図 1： 中規模の UCS Central 環境：設定例

1

グローバル ポリシーはここに存在できます。Cisco UCS Central はそれらのポリシー
をサブドメインにプッシュできます。

2

Infrastructure & Catalog Firmware、バックアップおよびエクスポート、ユーザ管理、
および DNS 管理などのポリシーは、ここに存在できます。

中規模環境向けの VLAN
Cisco UCS Central でグローバル VLAN を作成するときに、VLAN が属するドメイン グループを定
義します。階層は、最上位（ルート）でも、下位のサブドメイン グループでもかまいません。グ
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ローバル VLAN にドメイン グループをアタッチすると、VLAN ID エイリアシングと呼ばれるオ
プション機能がサポートされます。この機能により、共通名を別のドメイン グループおよび ID
と共有する複数のグローバル VLAN を作成することができます。グローバル サービス プロファ
イルは、VLAN 名のみを参照します。VLAN ID は、特定のドメイン グループで UCS ドメインに
関連付けられているときにのみ設定されます。このプロセスはスティッキーバインディングと呼
ばれます。VLAN ID エイリアシングを使用すると、必要なサービス プロファイル テンプレート
の総数を減らすことができます。すべての面を考慮し、業務のニーズに最適なモデルとドメイン
グループの構造を導入します。
同じエイリアシングの概念が、VSAN に適用されます。詳細については、このマニュアルの後出
セクション「VLAN/VSAN ID のエイリアシング」を参照してください。
特定の ID を、プールから特定のグローバル サービス プロファイルに誘導できます。ID アクセス
コントロール ポリシーを使用して、ID を特定のブロックからドメイン グループまたはサブドメ
イン グループ階層内の特定の UCS ドメインに割り当てます。この使用例は、管理 IP をグローバ
ル サービス プロファイル内の KVM に割り当てることです。
VLAN および VSAN ID のエイリアシングと ID アクセス コントロール ポリシーを使用して、イン
フラストラクチャの管理タスクのいくつかを合理化します。これら 2 つの機能は、インフラスト
ラクチャで管理する必要があるテンプレートの総数を減らすことができます。しかしこれらは、
異なるネットワークおよびファブリックセグメントの異なるブレードサーバを管理するために必
要な一意性を提供します。目標が管理対象オブジェクトの数を削減するか、またはグローバル
サービス プロファイル ワークロード モビリティの向上を実現するかに関わらず、これらの機能
は、大切な資産となり得ます。
詳細については、「ID 範囲アクセス コントロール ポリシー」を参照してください。

中規模環境の運用ポリシー
ドメイン グループの階層は、運用ポリシーに影響します。UCS では、組織単位がマルチテナント
に影響を及ぼし、ID プール、ポリシー、VLAN、VSAN、テンプレート、およびサービス プロファ
イルにアクセスします。組織の権限は、Cisco UCS Manager でローカルに定義された VLAN では
オプションですが、Cisco UCS Central のグローバル VLAN では必須です。単一の組織の権限をルー
トとして定義して、組織全体に特定の VLAN へのアクセスを効果的に提供できます。また、セ
キュリティ上の理由から、下位組織に特定の VLAN のみのアクセスを許可するなど、組織の権限
をより詳細に定義することもできます。

中規模環境向けの Infrastructure & Catalog Firmware
Infrastructure & Catalog Firmware の更新では、通常、UCS ドメインの個々のドメイン グループを規
模に基づいて構築しません。
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（注）

Cisco UCS Central 1.5 リリースでは、メンテナンス グループごとにファームウェアを更新しま
す。メンテナンス グループには、選択したドメインのグループを含めることも、ドメイン グ
ループ内のすべてのドメインを含めることもできます。
更新する UCS ドメインで、ユーザの確認応答を求めるように定義できます。この潜在的に破壊的
なポリシーは、ドメイン グループの階層の下位に配置することを検討してください。これを登録
済みのいくつかの UCS ドメインとともにサブドメイン グループに配置して、登録済みの UCS ド
メインで必要とするユーザの確認応答の数を最小限に抑えることができます。
各 UCS ドメインに対し、Infrastructure & Catalog Firmware の運用ポリシーが Cisco UCS Manager 内
でローカルに設定されていることを確認します。メンテナンス グループをアップグレードする際
に、グローバル ポリシーを結合します。これにより、その UCS ドメインまたはメンテナンス グ
ループで求められるユーザの確認応答を 1 回にすることができます。これは、グローバル ファー
ムウェアの管理の問題を解決するための合理的で効率的な方法です。これはグローバル管理の利
点を活用しながら、登録済みの UCS ドメイン内で、個々のオプトイン ポリシーの安全性を維持し
ます。

重要

UCS ドメインがそのグローバル ポリシーにオプトインされていない限り、UCS ドメインにグ
ローバル ポリシーは適用されません。例外は、UCS ドメインがドメイン グループまたはメン
テナンス グループに属している場合、設定済みのポリシーが設定されている場合、およびポ
リシー解決コントロールが Cisco UCS Manager 内でグローバルに設定されている場合です。

中規模環境のタイム ゾーン管理
タイム ゾーン管理は、より大規模で地理的に分散した多くの登録済み UCS ドメインを管理する場
合により深く関わってきます。このドメイングループの運用ポリシーをドメイングループの階層
のできる限り上位に配置します。これにより、このポリシーの作成および維持にかかる時間が短
縮されます。
1 つのタイム ゾーン内に含まれている組織は、このポリシーを最も高いレベルで一度、設定でき
ます。複数のタイム ゾーンにまたがる組織は、異なるタイム ゾーンの UCS ドメインに対応する
サブドメイン グループ ポリシーを作成する必要があります。
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