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• サービスプロファイル設定ステータスの表示, 8 ページ

サービスプロファイル
CiscoUCSCentralのサービスプロファイルは、サーバとそれらのストレージ特性およびネットワー
キング特性を定義します。

CiscoUCSCentralで直接サービスプロファイルを作成することはできません。最初にサービス
プロファイルテンプレートを作成する必要があります。

（注）

テンプレートからのサービスプロファイルの作成

ステップ 1 タスクバーで、「Create Service Profile from Template」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[テンプレートからのサービスプロファイルの作成（Create Service Profile from Template）]ダ
イアログボックスが開きます。

ステップ 2 [基本（Basic）]で、[インタンス化するサービスプロファイルテンプレート（Service Profile Template to
Instantiate）]から使用するサービスプロファイルテンプレートを選択し、サービスプロファイルを作成
する [組織（Organization）]を選択します。

ステップ 3 使用する [サービスプロファイル命名規則（Service Profile Naming Convention）]のタイプを指定します。
次のいずれかになります。
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• [シンプル（Simple）]：作成するサービスプロファイルの数と、各サービスプロファイルのネーミン
グプレフィクスを入力します。

サービスプロファイルは prefixXという形式で作成されます。たとえば、3つのサービスプロファイ
ルの名前は prefix1、prefix2、prefix3となります。

• [詳細設定（Advanced）]：プレフィックス、サフィックス、サービスプロファイルの数、最初の数
字、および桁数を入力します。

サービスプロファイルは、prefixXXsuffixという形式で作成されます。たとえば、3つのサービスプ
ロファイルの名前が 4桁で 400から始まる場合は、prefix0400suffix、prefix0401suffix、prefix0402suffix
となります。

• [手動入力（Manual Entry）]：サービスプロファイルの名前をカンマ区切値として入力します。入力
した値ごとにサービスプロファイルが作成されます。

1つのテンプレートから一度に最大 99個のサービスプロファイルを作成できま
す。

（注）

ステップ 4 [サーバ（Servers）]で、既存のサーバプールまたはサーバプール資格ポリシーを選択します。
更新中のテンプレートからサービスプロファイルを作成した場合は、サービスプロファイルイ

ンスタンスの作成後に、テンプレート内のサーバプールまたはサービスプール資格ポリシーを

変更すると、ここで選択した値も更新されます。そのため、関連するサーバがリブートされた

場合にそれが別のサーバに変更される可能性があります。

（注）

ステップ 5 [作成（Create）]をクリックします。

テンプレートへのサービスプロファイルのバインド

ステップ 1 [サービスプロファイル（Service Profile）]ページで、[設定（Settings）]アイコンをクリックします。

ステップ 2 [テンプレートへのバインド（Bind To Template）]をクリックします。
これにより、[サービスプロファイルのバインド（BindService Profile）]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 3 [サービスプロファイルテンプレートからインスタンス化（Service Profile Template to Instantiate）]で、使
用可能なリストから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 4 [バインド（Bind）]をクリックします。
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サービスプロファイルへのサーバの手動割り当て

サーバの手動割り当てに関するビデオを観るには、『Video: Assigning a Server to a Global Service
Profile Manually』を参照してください。

ステップ 1 [サービスプロファイル（Service Profile）]ページで、[設定（Settings）]アイコンをクリックします。

ステップ 2 [サーバを手動で割り当て（Assign Server Manually）]をクリックします。
これにより、[サーバを手動で割り当て（Assign Server Manually）]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 3 [手動割り当てによる移行の互換性チェック（Compatibility Check On Migration Using Manual Assignment）]
を有効にするかどうかを選択します。

ステップ 4 サービスプロファイルに割り当てるサーバを選択します。

ステップ 5 [サーバを手動で割り当て（Assign Server Manually）]をクリックします。

サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレート上

のインターフェイス配置の設定

ステップ 1 [サービスプロファイル（Service Profile）]ページまたは [サービスプロファイルテンプレート（Service
Profile Template）]ページで、[設定（Settings）]アイコンをクリックします。

ステップ 2 [インターフェイス配置の設定（Configure Interface Placement）]をクリックします。
これにより、[ホストインターフェイス配置の設定（Configure Host Interface Placement）]ダイアログボッ
クスが開きます。

ステップ 3 [配置（Placement）]で、[手動によるインターフェイス配置（Manual Interface Placement）]を有効にするか
どうかを選択します。

[無効（Disabled）]を選択すると、PCIの順序に基づいて自動的にインターフェイスが割り当てられます。

ステップ 4 [有効（Enabled）]を選択した場合は、vHBAまたは vNICを追加します。

ステップ 5 [設定（Preference）]で、仮想スロットごとに [仮想スロットの選択プリファレンス（Virtual Slot Selection
Preference）]を選択します。

このフィールドは、サービスプロファイルテンプレートにのみ表示されま

す。

（注）

次のいずれかになります。

• [すべて（all）]：設定されているすべてのvNICとvHBAを割り当てることができます。これがデフォ
ルトです。

• [割り当てのみ（assigned-only）]：vNICと vHBAを明示的に割り当てる必要があります。
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• [動的を除く（exclude-dynamic）]：動的なvNICおよび vHBAを割り当てることができません。

• [未割り当てを除く（exclude-unassigned）]：未割り当てのvNICおよび vHBAを割り当てることがで
きません。

• [usNICを除く（exclude-usnic）]：usNICvNICを割り当てることができません。

ステップ 6 [PCIの順序（PCI Order）]で、上矢印と下矢印をクリックして順序を調整します。
[手動によるインターフェイス配置（Manual Interface Placement）]が有効になっている場合は、
PCI順序が読み取り専用になります。

（注）

ステップ 7 [ホストインターフェイス配置の設定（Configure Host Interface Placement）]をクリックします。

サービスプロファイルのビュー

[サービスプロファイル（Service Profiles）]ページでは、Cisco UCS Central内のすべてのサービス
プロファイルのリストを表示したり、表示するサービスプロファイルを絞り込んだりすることが

できます。

サービスプロファイル詳細ビュー

[サービスプロファイル（Service Profile）]ページには、サービスプロファイルに関する詳細情報
が表示されます。ここでは、次の操作が可能です。

•ログと設定ステータスの表示

•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

•サービスプロファイルの削除、複製、または名前変更

•サーバの割り当てまたは割り当て解除

•ホストインターフェイス配置の設定

•テンプレートへのバインド

•サーバのシャットダウン

•サーバのリセット

• KVMと UCSドメインの起動

サービスプロファイルの障害

Cisco UCS Centralはすべての Cisco UCS Centralサービスプロファイル障害を収集して、[サービス
プロファイル障害ログ（Service Profile Fault Logs）]ページに表示します。サービスプロファイル
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障害を表示するには、[サービスプロファイル（ServiceProfile）]詳細ページの [障害サマリー（Fault
Summary）]セクションで [障害（Faults）]アイコンをクリックします。[障害ログ（Faults Logs）]
ページには障害のタイプと重大度に関する情報が表示され、システム障害を監視して確認したり、

表示する障害を絞り込んだりすることができます。

障害テーブルには、障害ごとに以下の情報が表示されます。

• [コード（Code）]：障害に関連付けられているID

• [タイムスタンプ（Timestamp）]：障害が発生した日時

• [タイプ（Type）]：障害の発生元

• [原因（Cause）]：障害の原因

• [影響を受けるオブジェクト（AffectedObject）]：障害の影響を受けるコンポーネント

• [障害の詳細（FaultDetails）]：障害の詳細

• [重大度（Severity）]：障害の重大度

• [アクション（Action）]：障害に対して必要なアクション

収集された情報を管理するには、UCS Centralシステムポリシーの設定を参照してください。

サービスプロファイルサーバ障害

Cisco UCS Centralは、サービスプロファイルに関連付けられているすべてのサーバ障害を収集し
て表示します。サーバ障害を表示するには、[サービスプロファイル（Service Profile）]詳細ペー
ジの [サーバ障害サマリー（Server Fault Summary）]セクションで [障害（Faults）]アイコンをク
リックします。[障害ログ（FaultsLogs）]ページには障害のタイプと重大度に関する情報が表示さ
れ、システム障害を監視して確認したり、表示する障害を絞り込んだりすることができます。

障害テーブルには、障害ごとに以下の情報が表示されます。

• [コード（Code）]：障害に関連付けられているID

• [タイムスタンプ（Timestamp）]：障害が発生した日時

• [タイプ（Type）]：障害の発生元

• [原因（Cause）]：障害の原因

• [影響を受けるオブジェクト（AffectedObject）]：障害の影響を受けるコンポーネント

• [障害の詳細（FaultDetails）]：障害の詳細

• [重大度（Severity）]：障害の重大度

• [アクション（Action）]：障害に対して必要なアクション

収集された情報を管理するには、UCS Centralシステムポリシーの設定を参照してください。
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サービスプロファイルイベントログ

選択したサービスプロファイルのイベントログが表示されます。これには以下の情報が含まれて

います。

• [ID]：障害を引き起こしたイベントに関連付けられている一意の識別子

• [タイムスタンプ（Timestamp）]：イベントが発生した日付と時刻

• [トリガーしたユーザ（Trig.By）]：イベントに関連付けられているユーザのタイプ

• [影響を受けるオブジェクト（AffectedObject）]：イベントの影響を受けるコンポーネント

サービスプロファイル監査ログ

選択したサービスプロファイルの監査ログが表示されます。これには、次の事項が含まれます。

•アクセスされたリソース

•イベントが発生した日付と時刻

•ログメッセージに関連付けられている一意の識別子

•監査ログを生成したアクションをトリガーしたユーザ。これは内部セッションの場合と、
Cisco UCS Central GUIまたは Cisco UCS Central CLIを使用して変更を行った外部ユーザの場
合があります。

•アクションをトリガーしたソース

•影響を受けたコンポーネント

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を使用すると、同じ基本パラメータ（vNICや vHBAの個数
など）および同じプールから取得された ID情報を使って、すばやく複数のサービスプロファイ
ルを作成できます。次の 2種類のサービスプロファイルテンプレートがあります。

• Initial（初期）：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テンプレートの
全プロパティを継承しますが、テンプレートが更新されても更新されません。

• Updating（更新中）：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テンプレー
トと関連しており、テンプレートが更新されると更新されます。

サービスプロファイルテンプレートの作成または編集

Cisco UCS Centralで作成したサービスプロファイルテンプレートは、どの登録済み Cisco UCSド
メインでも使用できます。
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既存のテンプレートを編集する場合は、[評価（Evaluate）]をクリックして、変更の影響（サー
バのリブートが必要かどうかなど）を評価する必要があります。サービスプロファイルテン

プレートを変更すると、そのテンプレートにバインドされているすべてのサービスプロファ

イルが影響を受けます。

（注）

ステップ 1 タスクバーで、「Create Service Profile Template」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[サービスプロファイルテンプレートの作成（Create Service Profile Template）]ダイアログ
ボックスが開きます。

ステップ 2 [基本（Basic）]で、サービスプロファイルテンプレートを作成する [組織（Organization）]を選択します。
a) サービスプロファイルテンプレートを識別できるように、[名前（Name）]およびオプションの [説明
（Description）]と [ユーザラベル（User Label）]を入力します。

b) [テンプレートインスタンス化モード（Template Instantiation Mode）]を選択して、このテンプレートの
更新時に、テンプレートから作成されたサービスプロファイルも更新するかどうかを指定します。

c) 関連付けた後にすべてのサーバの電源をオフにする場合は、[関連付け時の電源の状態（Desired Power
State on Association）]を [電源オフ（Power Off）]に設定します。そうでない場合は、[オン（On）]を
選択します。

d) [サーバプールによる移行時に互換性をチェック（Compatability Check on Migration Using Server Pool）]
を有効にするかどうかを選択します。

[有効（Enabled）]を選択した場合は、[サーバ（Servers）]タブでサーバプールを選択する必要があり
ます。

ステップ 3 [識別子（Identifiers）]をクリックして、このサービスプロファイルの IDを割り当てます。
それぞれの IDをクリックします。右側で、ドロップダウンをクリックして使用可能なプールを表示し、
このサービスプロファイルテンプレートに必要なプールを選択します。

ステップ 4 [LAN]で、[ポリシー（Policy）]をクリックして既存のポリシーを割り当てるか、[詳細設定（Advanced）]
をクリックしてサービスプロファイルテンプレートの新しい vNICまたは iSCSI vNICを作成します。
vNICの作成方法については、を参照してください。 vNICテンプレートの作成または編集

LAN設定では、既存のポリシーを選択することをお勧めします。大規模な環境では個別の設定
はあまり効率的ではありません。

（注）

ステップ 5 [SAN]で、[ポリシー（Policy）]をクリックして既存のポリシーを割り当てるか、[詳細設定（Advanced）]
をクリックし、このサービスプロファイルテンプレート用に新しい vHBAを作成してWWPNプールを割
り当てます。

vHBAの作成方法については、を参照してください。 vHBAテンプレートの作成または編集

SAN設定では、既存のポリシーを選択することをお勧めします。大規模な環境では個別の設定
はあまり効率的ではありません。

（注）

ステップ 6 [サーバ（Servers）]をクリックして、既存のサーバプールまたはサーバプール資格ポリシーを割り当てま
す。
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ポリシーをクリックして右側のドロップダウンオプションを使用し、このテンプレートに割り当てるサー

バ関連ポリシーを選択できます。

ステップ 7 [ストレージ（Storage）]をクリックして、既存のローカルディスク設定ポリシーまたはストレージプロ
ファイルを割り当てます。

ポリシーをクリックして右側のドロップダウンオプションを使用し、このテンプレートに割り当てるスト

レージ関連ポリシーを選択できます。

ステップ 8 [ポリシー（Policies）]をクリックして、既存のポリシーをサービスプロファイルテンプレートに割り当
てます。

すべてのサービスプロファイル関連ポリシーをクリックして、右側のドロップダウンオプションを使用

し、このテンプレートにポリシーを割り当てることができます。

サービスプロファイルテンプレート詳細ビュー

[サービスプロファイルテンプレート（Service Profile Template）]ページには、サービスプロファ
イルテンプレートに関する詳細情報が表示されます。ここでは、次の操作が可能です。

•監査ログの表示

•サービスプロファイルテンプレートの削除、複製、または名前変更

•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作成

•ホストインターフェイス配置の設定

サービスプロファイル設定ステータスの表示

ステップ 1 検索バーで、検索アイコンをクリックして、[サービスプロファイル（Service Profiles）]を選択します。

ステップ 2 表示するサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 3 サービスプロファイルのページで、右端にある [アラート（Alerts）]アイコンをクリックして、[設定ス
テータス（Configuration Status）]を選択します。
選択したサービスプロファイルの [設定ステータス（Configuration Status）]ページが表示されます。

ステップ 4 [閉じる（Close）]をクリックしてウィンドウを閉じます。
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