プール
• 識別子の管理, 1 ページ
• 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 プロファイルへの変換時にスタ
ティック ID を使用するためのベスト プラクティス, 2 ページ
• プールのサイジング, 5 ページ
• 重複プール ID, 6 ページ
• グローバル ID プールへの移行, 6 ページ

識別子の管理
グローバル識別子の管理は、Cisco UCS におけるマルチドメイン管理の最大の課題の 1 つに取り
組んでおり、システム識別子（MAC、WWxN、UUID）に対して一意のアドレス指定が保証され
ます。以前は、Cisco UCS Manager のベスト プラクティスでは、ID プール範囲の上位バイト内に
ドメイン ID を埋め込むことを推奨していました。これは、Cisco UCS Central の管理対象グローバ
ル ID には現実的ではありません。
Cisco UCS Central では、ID プールをすべて定義し、すべての Cisco UCS ドメインにわたってそれ
らにグローバルにアクセスできます。これにより、すべての Cisco UCS ドメインにわたり、重複
しない一意の ID がサービス プロファイルに割り当てられることが保証されます。
ユーザがシステム内の別のプールまたはブロックとローカルおよびグローバル レベルの両方で競
合する ID のブロックを作成すると、Cisco UCS Central によってすぐに通知されます。
グローバル ID プールは組織構造に属しています。グローバル プールは、Cisco UCS Central の運
用ポリシーとは異なり、ドメイン グループに依存しません。代わりに、グローバル ID プールの
範囲は、いずれのドメイン グループのパーティションにも関係なく、Cisco UCS Central 内の組織
構造の範囲にあるすべての Cisco UCS ドメインまで拡張されます。
Cisco UCS Central を展開する際のベスト プラクティスは、新しい Cisco UCS ドメインの展開のた
めのグローバル サービス プロファイルとともに、グローバル ID を採用することです。
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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 プロファイルへの変換時にスタティック ID を
使用するためのベスト プラクティス

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 プロファイルへの変換時にスタティック ID を使用す
るためのベスト プラクティス
ローカル サービス プロファイルをグローバル サービス プロファイルに移行する際のベスト プラ
クティスは、Cisco UCS Central 内でスタティック ID を設定することです。ストレージはローカル
サービス プロファイルでプロビジョニングされる可能性が高いため、ID は対応するグローバル
サービス プロファイルとまったく同じに維持することが重要です。
また、すべての ID をグローバル プールに解決することもベスト プラクティスです。スタティッ
ク ID を設定した場合、その ID は定義によってプールに解決されません。そのため、グローバル
プールが存在しており、グローバルサービスプロファイルに対して静的に設定しようとしている
ID そのものがそのプールに含まれていることを確認する必要があります。スタティック ID を変
更して割り当てた後に、[Reset] アイコンをクリックすると、新たに変更したスタティック ID が、
同じ ID を含むグローバル ID プールに解決されます。
ID を解決すると、Cisco UCS Central が、使用したスタティック ID が ID プールにあることを確認
します。Cisco UCS Central がそのスタティック ID をプールのリストで見つけられない場合は、そ
のスタティック ID をプールの ID で置き換えます。

重要

（注）

スタティック ID を割り当てる前に、スタティック ID に使用する予定のすべての ID が含まれ
ているグローバル ID プールが作成されていることを確認します。

スタティック ID は、次の条件のグローバル サービス プロファイルのみに設定できます。
• 更新するグローバル サービス プロファイル テンプレートにバインドされていないグローバ
ル サービス プロファイル
• 初期のグローバル サービス プロファイル テンプレートから作成したグローバル サービス プ
ロファイル
• LAN または SAN の接続ポリシーを参照しないグローバル サービス プロファイル
『Cisco UCS Central Server Management Guide, Release 1.5』の手順に従ってスタティック ID を割り
当てます。
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グローバル サービス プロファイルへのローカル サービス プロファイルの変換時にスタティック ID を使
用するための適切な順序

グローバル サービス プロファイルへのローカル サービス プロファイ
ルの変換時にスタティック ID を使用するための適切な順序
次に、スタティック ID を使用して、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
ロファイルに変換する際のスタティック ID タスクの適切な順序を示します。
1 ローカル サービス プロファイルにあるものと同じ ID を含んだブロックを使用してプールを作
成します。
2 グローバル サービス プロファイル テンプレートを作成します。
3 同じ名前と ID をローカル サービス プロファイルとして使用します。プレフィックス（G-）を
使用してグローバル プール名を指定します。ID がローカル UCS ドメインとローカル サービス
プロファイルに指定されたものとまったく同じパターンに一致していることを確認します。
4 グローバル サービス プロファイルを作成します。
5 グローバル サービス プロファイル テンプレートからグローバル サービス プロファイルをアン
バインドします。
6 スタティク ID を選択し、使用状況を確認して、スタティック ID を設定します。
7 グローバル 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 テンプレートにバイン
ドし直します。
8 ID をリセットすると、Cisco UCS Central は ID がプールに解決されることを確認できます。

スタティック ID の使用
Cisco UCS Central は、ID のソーシングとプールを一元化します。ID を一元化することで、Cisco
UCS ドメイン間でのオブジェクトの移動が簡単になります。
以前は、スタティック ID はスクリプトを使用しないと設定できませんでした。現在、希望する場
合はスクリプトも使用できますが、より簡単な方法が UI で提供されています。スタティック ID
は手動で作成して入力するか、またはコピーして UI のスタティック ID のフィールドにペースト
することができます。次のアドレスに対してスタティック ID を設定できます。
• MAC
• IP（IPv4 と IPv6 の両方）
• IQN
• WWPN
• WWNN
• UUID
• iSCSI イニシエータ IP
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UUID に対するスタティック ID の割り当て
UUID のベスト プラクティスは次のとおりです。
1 グローバル サービス プロファイル テンプレートからグローバル サービス プロファイルをアン
バインドします。
2 スタティック ID を入力し、使用状況を確認して、それらの ID を設定します。
3 変更を保存します。

（注）

Cisco UCS Central は新しく割り当てたスタティック UUID をグローバル サービス プロファイ
ルの [Identifiers] タブに表示しますが、解決済みのグローバル ID プールのリストは表示しませ
ん。
4 グローバル サービス プロファイルをグローバル プールを参照するグローバル サービス プロ
ファイル テンプレートにバインドし直します。
5 ID をリセットすると、Cisco UCS Central は ID をプールに解決できるようになります。

インバンドまたはアウトオブバンドの管理、あるいはiSCSIイニシエー
タの IP アドレスを使用したスタティック ID の割り当て
スタティック ID を使用する場合は、テンプレートにサービス プロファイルをバインドできませ
ん。サービス プロファイルがテンプレートにバインドされている場合は、プールから ID を取得
します。割り当てられたプールがない場合は、ID を削除します。唯一の例外はアウトオブバンド
ID で、テンプレートにプールを割り当てない場合は、スタティック ID を割り当ててテンプレー
トにバインドすると、その ID はスタティックな状態を維持します。
プールを割り当てる手順は次のとおりです。
• スタティック ID に使用する ID が 1 つのみ含まれているプールを作成します。次に、Cisco
UCS Central がプールから ID を取得する際に、指定した ID を使用します。
• アウトオブバンドまたはインバンドの ID、あるいはイニシエータ IP アドレスに必要な数の
プールを作成します。

vNIC および vHBA に対するスタティック ID の割り当て
vNIC および vHBA に対してスタティック ID を割り当てる場合のベスト プラクティスは次のとお
りです。
1 グローバル サービス プロファイル テンプレートからグローバル サービス プロファイルをアン
バインドします。
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2 正しい PCIe インターフェイスを（[Interface] タブで）選択します。
3 [Check Utilization] 機能を使用して、新たに割り当てられた WWPN がシステムで使用可能か、
別のグローバル サービス プロファイル で使用されていないのかを確認します。
4 新たに割り当てられた WWPN が vHBA で登録されていることを [Connectivity] タブで確認しま
す。

（注）

この段階では、[Resolved ID Pool] には値がありません。これは、ID が静的に割り当てられて
おらず、グローバル プールにも解決されていないためです。
5 [Reset] アイコンをクリックして、静的に割り当てられた ID をプールに解決します。

（注）

このアクションには最大 10 秒かかります。参照が正しく行われていれば、グローバル ID プー
ルが [Resolved ID Pool] 列に表示されます。
6 すべての PCIe（vNIC/vHBA）インターフェイスにこのベスト プラクティスを繰り返します。

テンプレートへのグローバル サービス プロファイルのバインドなし
のスタティック ID の使用
グローバル サービス プロファイル テンプレートにグローバル サービス プロファイルをバインド
しないように選択できます。ベスト プラクティスは次のとおりです。
1 スタティック ID を選択し、使用状況を確認して、それらの ID を設定します。
2 グローバル サービス プロファイルを編集し、[Identifiers] タブを使用して適切な ID をグローバ
ル プールに割り当てます。
3 変更を保存し、[Reset] アイコンをクリックして Cisco UCS Central がスタティック ID を、その
スタティック ID が含まれているグローバル プールに解決することを確認します。
これで、スタティック ID がグローバル プールを参照するようになります。

（注）

設定プロセスが正しく完了するまで待ちます。これには 1 ～ 2 分かかります。

プールのサイジング
管理対象オブジェクトの数を最小限に抑えるために、より多くのブロックでプールの数を減らし
ます。
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A サイドと B サイドのトラフィックを区別するには、対応する A サイドまたは B サイドのプール
名を作成します。MAC/WWPN アドレス範囲の上位バイトに埋め込まれた「A」または「B」を使
用します。このモデルを Cisco UCS Central に拡張するには、このようなプール構造の下に複数の
ブロックを作成することが含まれます。各ブロックの最も効率的なサイズは、256アドレス（0xFF）
です。

（注）

Cisco UCS Central では、すべてのプール（UUID、MAC、WWxN）に対して 1,000 アドレス
（0x3E8）の最大ブロック サイズが要求されます。

重複プール ID
Cisco UCS Central では、ID の重複使用の可能性を確認できます。
すべてのプール タイプ（UUID、MAC、WWxN）で、Cisco UCS ドメイン全体に存在する可能性
がある重複 ID を表示することができます。ID の使用状況の概要でそれらを確認します。重複 ID
の重大度は、「重大」（複数のサービス プロファイルに表示される ID の場合）、または「警告」
（複数のローカル プールに表示される ID の場合）のいずれかでフラグが設定されます。
ローカル ID プールの消費量を確認するための唯一の方法は、個々の ID を選択し、対応するロー
カル プールとローカル サービス プロファイルの詳細を表示することです。

グローバル ID プールへの移行
現在ローカル ID プールを参照しているローカル サービス プロファイルを再設定して、代わりに
グローバル ID プールを使用することができます。関連付けられたサービス プロファイルの ID を
変更すると、通常はサービスの中断が発生します。しかし、Cisco UCS Central はグローバル ID
プールへのこうした移行を容易にし、サービスの中断が発生しないように設計されています。
ローカル ID プールからグローバル ID プールに参照を変更する場合、UCS Manager の [LAN] タブ
の [vNIC/vHBA] 参照プルダウンでグローバル プールを選択します。まず、[Reset MAC/WWxN/UUID]
を使用して、プールの参照をローカルからグローバルに変更してから、リセットを実行します。
[ID Usage] をドリル ダウンして、ローカルまたはグローバル ID プールへの ID の関連付けを確認
する明確な方法を確認します。
グローバル ID を使用するローカル サービス プロファイルは、グローバル ID を参照するグローバ
ル サービス プロファイルが排他的な場合に、ID の一意性が保証されます。ただし、グローバル
ID プールを参照するローカル サービス プロファイルは、グローバル サービス プロファイルのモ
ビリティを利用できません。これらは特定のローカル Cisco UCS ドメインに常に存在し、限定さ
れます。
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新しいグローバル ID プールの作成
複数のドメインを持つ既存の Cisco UCS のお客様は、ドメイン ID を ID プール範囲の上位バイト
に埋め込むことで、複数のドメイン ID の課題に対処している場合があります。しかし中には、前
のローカル ID の使用方法とは異なる方法でグローバル ID を分離したいと考える管理者もいます。
通常、新規導入のためにグローバル ID プールを作成すると、ドメイン ID は関係なくなります。
ただしこの例外は、ドメイン固有の ID 認定ポリシーを使用（またはプール内でブロックを使用）
した場合です。
A サイドと B サイドの個別のグローバル プールを作成するためのベスト プラクティスが、トラブ
ルシューティングに役立ちます。

グローバル UUID プールへの移行時の課題
ローカル UUID プールからのグローバル UUID プールへの移行により、いくつかの課題が生じま
す。
課題エリア

説明

プレフィックス

ドメイン レベルで UUID のプレフィックスを定義します。UUID サフィック
スを使用して、プール内でブロックを作成できます。すべてのローカルUUID
プールの上位集合であるグローバル UUID を採用するには、Cisco UCS ドメ
インごとに少なくとも 1 つのグローバル UUID プールを作成する必要があり
ます。
このため、グローバル UUID プールの数は、プールの数が統合されないよう
に、ドメインの数と一致している必要があります。

組織（Orgs）

グローバル プールは組織に基づいていますが、UUID プレフィックスはドメ
イン（ファブリック インターコネクトの内部 ID）に基づいています。組織
とドメイン間のマッピングはありません。

採用

既存のサービス プロファイルは、再設定サイクルとサーバのリブートを実行
しないと、グローバル UUID を利用できません。
既存のローカル サービス プロファイルは、ライフサイクルが終了するまで
ローカル サービス プロファイルのままにしておくことが推奨されます。新
しいローカル サービス プロファイルをグローバル サービス プロファイルと
して作成します。
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グローバル ID プールへの移行の推奨事項
グローバル ID プールに移行しつつ、ローカル サービス プロファイルに同じ ID を維持するには、
対応するローカル ID プールの上位集合になるように、グローバル ID プールを作成します。これ
は、グローバル ID プールに、ローカル ID プール内にあるすべての識別子ブロックが含まれるこ
とを意味します。
ベスト プラクティスは、G-MAC-A や G-WWPN-B といった、ファブリックの MAC および WWPN
プールの A/B ネーミングの方向付けを採用することです。グローバル ID プールを作成すると、
サービス プロファイル、VNIC、VHBA、またはテンプレートをグローバル ID プールを参照する
ように変更できます。Cisco UCS Central では、ローカル ID プールで以前に使用していたものと同
じ識別子がまだ割り当てられていなければ、それを自動的に割り当てるため、サービスを中断さ
せる必要はありません。
ID 空間がすでにパーティション化され、重複していない場合は、以下を採用します。
1 一意の名前を使用して、Cisco UCS Central で新しいグローバル ID プールを作成します。プー
ル名のプレフィックスには、Global- または G- を使用します。MAC および WWPN プールに
は、必要に応じて、-A または -B のサフィックスをプール名に追加します。

（注）

MAC プールの場合、ネットワークのアップストリームで A と B の MAC がかみ合っているこ
とをネットワーク管理者が常に確認します。これは、Cisco UCS Central が FI からのアップス
トリーム接続をアグリゲーション レイヤ 2、TOR（top of rack）、EOR（end of row）スイッチ
にクラスタ化するためです。
2 ローカル プール内のローカル ID ブロックごとに、グローバル プール内に対応する ID ブロッ
クを再作成します。
3 既存のすべてのテンプレート（サービス プロファイル、VNIC、VHBA）を対応するグローバ
ル ID プール名を参照するように変更します。
4 プールの参照をローカルからグローバルに変更します。特定のインスタンス化した管理対象オ
ブジェクト上で、[Reset MAC/WWxN/UUID Address] を実行して、グローバル所有権の変更を
有効にします。
5 対応するローカル ID ブロックに割り当てがないことを確認します。
6 ID の使用を通じて、アドレスがグローバル プールを参照していることを確認します。
7 ローカル プールの各ローカル ID ブロックに対応するローカル ID ブロックを削除します。
初期テンプレートから作成された VNIC または VHBA の場合、ID がグローバル ID プールを参照
するようになると、その後に作成されるすべての管理対象オブジェクトが新しいグローバル ID
プールを参照します。
テンプレートを更新するためにバインドされている VNIC または VHBA の場合、ID がグローバル
ID プールを参照するようになると、テンプレートにバインドされている既存の管理対象オブジェ
クトはすべて、新しいグローバル ID プールを参照します。既存の管理対象オブジェクトの ID が
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グローバル プール内に割り当てられないまま存在している場合、この移行により再設定やリブー
トを行う必要はなく、またサービスへの影響もありません。
テンプレートにバインドされていない VNIC または VHBA の場合、サービス プロファイル名がグ
ローバル プールをポイントするように変更され、既存の ID がグローバル プールですでに使用さ
れている場合は、サービス プロファイルは新しい ID を受け取るため、再設定とリブートが発生
し、サービスに影響を及ぼします。ID がまだ使用されていない場合、その ID は保持され、グロー
バル プールをポイントします。再設定やサービスへの影響は生じません。
また、グローバル プールを通じて ext-mgmt および iSCSI イニシエータの IP アドレスも管理でき
ます。

ID 範囲認定
Cisco UCS Central では、ID 範囲認定ポリシーを使用して、グローバル プール内の ID ブロックを、
グローバル プールを参照する任意のローカル サービス プロファイルおよびグローバル サービス
プロファイルの特定のドメインまたはドメイン グループに割り当てることができます。この方法
で、特定のドメイン グループの 1 つ以上の Cisco UCS ドメインが、識別子の個別の範囲を使用す
ることが保証されます。
Cisco UCS Central では、グローバル サービス プロファイルによって、1 つ以上の ID ブロックで
ID 範囲認定ポリシーの定義を利用するグローバル プールを参照できます。Cisco UCS Central は、
ID 割り当て用にレイジーバインディングという概念を構築しています。そのため、関連付けに必
要な Cisco UCS サーバが選択されるまで、Cisco UCS Central は待機します。次に、少なくとも 1
つの認定済みブロックを含むプールから ID を割り当てます。

グローバル サービス プロファイルによるグローバル ID の使用
グローバルサービスプロファイルの作成、関連付け、および関連付け解除のプロセス中に発生す
ることを次に説明します。

サーバ統合のないグローバル サービス プロファイル
グローバル サービス プロファイルが認定済みのプールから ID を使用しない場合、Cisco UCS
Central は適切な ID プールから ID 値を取得します。
グローバル サービス プロファイルが認定済みプールから ID を使用している場合、グローバル
サービス プロファイルは設定エラー状態に移行し、警告メッセージ「Using ID pool which
contains block with Qualifier (Lazy-Binding)」をトリガーします。

関連付けプロセス中の ID の使用
グローバル サービス プロファイルの関連付けプロセス中に、ターゲット サーバとドメインは、
グローバル サービス プロファイルにアクセスします。
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プール
グローバル サービス プロファイルによるグローバル ID の使用

Cisco UCS Central は、通常の ID 解決を実行して、グローバル プール内のドメインまたはドメイ
ン グループの適切な ID ブロックから ID を使用します。

移行または関連付け解除プロセス中の ID の使用
グローバル サービス プロファイルの移行または関連付け解除プロセス中に、ID の使用は次のよ
うに行われます。
• 認定されていない ID プール：Cisco UCS Central では、すでに使用されている ID をグローバ
ル サービス プロファイルから解除しません。
• 認定済みの ID プール：グローバル サービス プロファイルの移行プロセス中に、Cisco UCS
Central はグローバル プールで使用されている ID を再取得しようとします。これは、それら
の ID が新しくターゲットとなったドメインまたはドメイン グループに対してまだ認証済み
であることを前提としています。新しくターゲットとなったサーバが同じドメインにある場
合、Cisco UCS Central は同じ ID を再取得します。新しくターゲットとなったサーバが異なる
ドメインまたはドメイン グループにある場合は、Cisco UCS Central はドメインの認定ポリ
シーを再評価します。前に取得した ID が認定ポリシーに適合していない場合、その ID は解
除され、新しい ID が割り当てられます。
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