
ブラウンフィールドからグリーンフィール

ドへの移行

• 既存の展開の移行, 1 ページ

既存の展開の移行
既存のローカル展開をグローバル展開に移行する際のベストプラクティスは、グローバル運用ポ

リシーとサービスプロファイルポリシーを使用することです。

Cisco UCS Centralのポリシー
Cisco UCS Centralは、複数のドメインに一貫したグローバルな動作を自動的に適用するグローバ
ルポリシーを提供します。

Cisco UCS Centralには、2つの主要なタイプのポリシーがあります。

•運用ポリシー

•ワークロードポリシー（またはサービスプロファイルで使用されるポリシー）

運用ポリシー

例には、CallHome、ユーザ管理、タイムゾーン、DNS、NTP、バックアップなどのユーザ認証設
定の機能が含まれます。Cisco UCS Centralでは、ドメイングループ（またはサブドメイングルー
プ）とその関連付けられたすべてのドメインとの関係で運用ポリシーが適用されます。

ドメイングループと運用ポリシーは通常、物理的な場所、地域、またはその他の要因によって影

響を受ける、サイト固有の側面を制御します。

ドメイングループの階層を利用して、定義する運用ポリシーの数を最小限にします。運用ポリ

シーは非破壊的なものと潜在的に破壊的なものとに分けることができます。
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ベストプラクティスでは、管理者はできる限り多くの非破壊的なポリシーを、ドメイングループ

の階層のできる限り上位に配置することが推奨されています。同様に、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できる限り下位に配置します。

サービスプロファイルポリシーとグローバルサービスプロファイルを導入する際には、要件と

制約に基づいてこれらの適性を確認します。たとえば、ローカルサービスプロファイルのグロー

バルサービスプロファイルへの移行は、同じ IDを保持する必要がなければ簡単です。IDを同じ
ままにする必要がある場合には複雑です。ローカルサービスプロファイルを設定できない場合で

も、Cisco UCS Centralからこれらを表示できることを覚えておいてください。

ワークロードポリシー

ワークロードポリシーは通常、ブートポリシー、VNIC/VHBAテンプレート、ネットワークQoS、
およびBIOSポリシーなどのサービスプロファイルに関連付けられます。CiscoUCSCentralでは、
組織とその関連付けられたすべての子組織にワークロードポリシーを適用します。

組織とワークロードポリシーは通常、サービスプロファイルと関連するテンプレート、プール、

ポリシーを制御します。

CiscoUCSドメインにCiscoUCSCentralを導入する際は、最新の警告と制限に注意してください。
最も重要な制限：ローカルサービスプロファイルはグローバルプールとポリシーを参照できま

すが、ローカルサービスプロファイルをグローバルサービスプロファイルに変換することはで

きません。したがって、既存のサービスプロファイルは、ローカルで管理されるモードのままに

します。設定を再作成する唯一の方法は、グローバルサービスプロファイルで設定を再構築する

ことです。

管理の簡素化に役立つ場合は、サービスプロファイルポリシーとグローバルサービスプロファ

イルのみを導入します。導入によって管理が複雑になる場合は、導入しないでください。

運用ポリシーとサービスプロファイルポリシーとの間に依存関係はありません。CiscoUCSCentral
では、グローバルサービスプロファイルポリシーとグローバルサービスプロファイルの導入を

強制する要件はありません。

Cisco UCS Managerドメインは、自身がドメイングループに含まれていることを認識していませ
ん。そのため、これらは Cisco UCS Central内で作成された運用構造を共有しません。ただし、組
織構造は一貫性が維持され、グローバルな範囲にわたってCisco UCSManagerとCisco UCSCentral
間で相互に共有されます。

グローバルな動作ポリシー

Cisco UCSCentralは、1つ以上のCisco UCSドメインにグローバル運用ポリシーを提供します。グ
ローバルポリシーの参加はすべて Cisco UCS Managerドメインに対するオプトインベースとなり
ます。Cisco UCSCentralは、このような制御がローカルのCisco UCSManagerドメイン管理者から
最初に委託されない限り、グローバルポリシーを制御しません。ローカルの Cisco UCS Manager
ドメイン管理者は、ポリシーをグローバル管理から外すことで制御を取り消すことができます。

すべての管理ポリシーは、デフォルトでは、以下が発生するまでローカルドメインで制御されま

す。
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1 ローカルドメインが Cisco UCS Centralに登録される。

2 ローカルドメインが、グループ解除されたドメインから Cisco UCS Centralのドメイングルー
プに移動される。

3 ローカルドメイン管理者が、特定のポリシーをローカルからグローバルの解決に明示的にレベ

ルを上げる。

個々のポリシーの格上げの決定には、依存関係はありません。たとえば、Infrastructure & Catalog
Firmwareをローカルに管理しつつ、障害ポリシーをグローバル化できます。Cisco UCS Manager
で、[Admin] > [Communication Management] > [Cisco UCS Central]を選択した場合、ポリシー解決
の制御にリストされているポリシーはすべて独立しています。

ポリシーがローカルからグローバルに格上げされると、CiscoUCSCentralで有効なポリシー定義の
みを変更できます。これは、ドメイン間で一貫性を強制するために設計によって行われます。た

だし、管理者は、いつでもローカルで解決されたポリシーに戻ることができます。管理者がポリ

シーのローカル管理に戻ると、そのポリシー設定はローカル管理者が変更するまでそのままにな

ります。Cisco UCS Centralでは、そのポリシーが制御されなくなります

グローバル運用ポリシーのベストプラクティス

ローカル動作ポリシーの制御からグローバル制御への移行を検討する際、グローバルポリシーの

広範な展開前にローカルポリシー解決を維持します。精通するまで時間をかけて段階的に個別の

ポリシーでグローバルポリシーを導入します。これはファームウェア管理にも当てはまります。

一般的に、システムヘルスとモニタリングは、グローバルポリシーで使用するためのリスクの低

い候補となります。SNMP、syslog、および Call Homeのポリシーを、ドメイングループの階層の
できる限り上位で運用ポリシーとして定義することが最も簡単なアプローチです。下位ドメイン

グループ内のドメインはすべて、これらのグローバルポリシーの定義を継承します。

シスコでは、可能な限りポリシーの一貫性と一元化されたポリシー適用を利用することを推奨し

ています。グローバルな一貫性とポリシーの適用は、Cisco UCS Centralの設計目標の中でもとり
わけ重要です。CiscoUCSCentral内でポリシー定義と設定を統合することで、ローカルCiscoUCS
管理者の管理の負担が軽減されます。機会があれば、ポリシーをより高いレベルでより一元的に

定義するほど、管理のスケーラビリティが高まることに留意してください。可能な限り、ポリシー

の定義を簡素化し、一元化することに重点を置いてポリシーを設計します。

利用可能なグローバル運用ポリシー

次の表に、CiscoUCSCentralとCiscoUCSManagerの対応を示します。[UCSMNavigation]列には、
CiscoUCSCentralでグローバルに解決するようにポリシーを設定すると、参照がGUIで非アクティ
ブになる個所を示しています。また、ドメインがドメイングループの一部になると、参照が非ア

クティブになる個所も示しています。
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Cisco UCS Managerのナビゲー
ション

Cisco UCS Centralの参照ポリシータイプ

[Equipment] > [Firmware Auto
Install]

ドメイングループ > [Firmware
Management] > [Infrastructure
Firmware]

Infrastructure &Catalog Firmware

[Admin] > [Timezone
Management]

ドメイングループ >
[Operational Policies] > [Time
Zone]

タイムゾーン管理

[Admin] > [Communication
Management] > [Communication
Services]

ドメイングループ >
[Operational Policies] > [Remote
Access]

通信サービス

[Admin] > [Faults/Events/Audit]
> [Settings]

ドメイングループ >
[Operational Policies] > [Debug]
> [Global Fault Policy]

グローバル障害ポリシー

[Admin] > [User Management]ドメイングループ >
[Operational Policies] > [Security]

ユーザ管理

[Admin Communication
Management] > [DNS
Management] >

ドメイングループ >
[Operational Policies] > [DNS]

DNS管理

[Admin > All] > [Backup and
Export Policy]

ドメイングループ >
[Backup/Export Policy]

バックアップとエクスポート

ポリシー

[Admin] > [Faults/Events] >
[Syslog Faults/Events] > [Settings]
> [TFTP Core Exporter]

[Communications Mgmt] > [Call
Home]

ドメイングループ >
[Operational Policies] > [Call
Home and Debug]

モニタリング

[Equipment] > [Policies] > [SEL
Policy]

ドメイングループ >
[Operational Policies] >
[Equipment] > [SEL Policy]

SELポリシー

[Equipment] > [Policies] > [Global
Policies] > [Global Power
Allocation Policy]

ドメイングループ >
[Operational Policies] >
[Equipment] > [Global Power
Allocation Policy]

電源割り当て

[Equipment] > [Policies] > [Global
Policies] > [Power Policy]

ドメイングループ >
[Operational Policies] >
[Equipment] > [Power Policy]

電源ポリシー
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移行

この手順では、ブラウンフィールド環境からグリーンフィールド環境に移行する方法について説

明します。各サービスプロファイル内でターゲットイニシエータ（WWPN）にすでに分割されて
いるリモートストレージブート LUNを使用して SANからブートするといった、難しい使用事例
を使用して説明します。

移行中は IDを同じままにする必要があります。（注）

移行時には、以下を行う必要があります。

• Cisco UCS Centralに既存の UCSドメインを登録します。

•グローバルプール、ポリシー、VLAN、VSAN、vNICテンプレート、vHBAテンプレート、
LAN接続ポリシー、SAN接続ポリシー、グローバルサービスプロファイルテンプレート、
グローバルサービスプロファイルを作成します。

これらのグローバル IDプールとポリシーが、現在 UCSドメインでローカルに構築されてい
るのと同じ形式、設定、およびスキームに一致していることを確認します。

グローバルで同等のものを作成する場合は、すべての名前が一意であることを確認します。

•グローバル VSANを作成する場合は、Cisco UCS Managerでローカルに定義された VSANと
同じ IDを使用します。

• VSANの名前の前に「G-」を使用します。

•新しく作成されたグローバルVSANで、FCoEVLAN IDが、対応するローカルVSANで設定
された FCoE VLAN IDと完全に一致することを確認します。

UCSドメインですでに定義されているグローバル VSANと同じ IDを持つグ
ローバルVSANを作成する場合は、FCoEVSANIDがローカルVSANとグロー
バル VSANとの間で正確に一致する必要があります。一致していない場合、
グローバルサービスプロファイルの関連付けで障害がトリガーされます。

（注）

•それぞれのグローバル IDプールから新しいUUID、MAC、WWNN、WWPNを割り当てるグ
ローバルサービスプロファイルを作成します。

•簡単なCiscoUCSCentral PowerToolスクリプトを利用して、元の（正しく区分された）WWPN
とその他の IDを割り当てます。
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Cisco UCS Centralでのブラウンフィールドのローカルサービスプロファイルからグ
ローバルサービスプロファイルへの移行

ステップ 1 ローカルサービスプロファイルのプール ID、ポリシー、VLAN、VSAN、およびテンプレートを文書化
します。

ステップ 2 Cisco UCS Centralですべての ID、ポリシー、VLAN、VSAN、テンプレート、グローバルサービスプロ
ファイルを再作成します。

ステップ 3 ローカルサービスプロファイルがあるサーバをグレースフルシャットダウンします。

ステップ 4 ローカルサービスプロファイルの関連付けをドメインから解除します。

ステップ 5 ローカルサービスプロファイルを削除します。

これにより割り当てられた IDがプールに戻され、未使用として IDがマークされます。

ステップ 6 Cisco UCS Central PowerToolスクリプトを実行して、特定のグローバルサービスプロファイルの IDを交
換します。

これにより、グローバルサービスプロファイルの外観が対応するローカルサービスプロファイルと同じ

になります。

ステップ 7 新しいグローバルサービスプロファイルで特定のサーバに対して IDが正しいことを確認します。

ステップ 8 グローバルサービスプロファイルを適切なサーバに関連付けます。

ステップ 9 SAN LUNからサーバを起動します。

次の例では、以下を想定しています。

Global service profile Name: G-Sp-TEST-2 (with global pool derived IDs)
Org: root
Global WWNN pool: G-USA-WWNN
Global UUID pool: G-USA-UUID
Global MAC pool: G-USA-MAC
New (from local service profile) UUID: dc81c8de-3b00-11e5-0000-000000000025
New (from local service profile) MAC for vnic0: 00:25:B5:00:00:25
New (from local service profile) MAC for vnic1: 00:25:B5:00:00:26
New (from local service profile) WWNN ID: 20:00:00:25:B5:00:00:25
New (from local service profile) WWpN for A Fabric: 20:00:00:25:B5:AA:00:25
New (from local service profile) WWPN for B Fabric: 20:00:00:25:B5:BB:00:25

Cisco UCS Central PowerTool スクリプトの例

実稼働環境で使用する前に、このスクリプトをラボでテストします。企業のニーズに応じてスク

リプトを編集します。

このスクリプトは、正式にサポートされているシスコ製品ではありません。利用はお客様の責

任の元で行ってください。

警告

# Start-UcsCentralTransaction
Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralserviceprofile -Name "G-Sp-TEST-2"

-Modifypresent -IdentpoolName "G-USA-UUID" -Uuid "dc81c8de-3b00-11e5-0000-000000000025"
$mo = Get-UcsCentralserviceprofile -Name "G-Sp-TEST-2"
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$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -Modifypresent -Name "vnic0" -IdentpoolName "G-USA-MAC"
-Addr "00:25:B5:00:00:25" -Order "1" -SwitchId "A"
$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -Modifypresent -Name "vnic1" -IdentpoolName "G-USA-MAC"
-Addr "00:25:B5:00:00:26" -Order "2" -SwitchId "B"
$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralvhba -Modifypresent -AdaptorprofileName "global-default"-Addr
"20:00:00:25:B5:AA:00:25" -AdminVcon "any" -MaxDataFieldSize "2048" -NwTemplName "" -Order
"3" -pinToGroupName ""-QospolicyName "" -StatspolicyName "global-default" -SwitchId "A"
-Name "vhba0"
$mo_4= $mo | Add-UcsCentralvhba -Modifypresent -AdaptorprofileName "global-default"-Addr

"20:00:00:25:B5:BB:00:25" -AdminVcon "any" -MaxDataFieldSize "2048" -NwTemplName "" -Order
"4" -pinToGroupName ""-QospolicyName "" -StatspolicyName "global-default" -SwitchId "B"
-Name "vhba1"
$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -Modifypresent -IdentpoolName "G-USA-WWNN" -Addr
"20:00:00:25:B5:00:00:25"
Complete-UcsCentralTransaction
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