Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data
の設定
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data, 1 ページ
• Cisco UCS Service Profile Template for Big Data の作成, 2 ページ
• カスタマイズ サービス プロファイル テンプレートの作成, 22 ページ
• Cisco UCS サービス プロファイル テンプレートの複製, 23 ページ

Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）サービス プロファイルは Cisco UCS サーバの設定と
管理を合理化するための強力な手段です。これらは、サーバと関連するネットワーク接続を環境
内のすみずみまで一貫性を持って迅速にプロビジョニングするメカニズムを提供します。これら
は、物理的にサーバをインストールする前にあらかじめ設定できます。
サービス プロファイルはポリシーに基づいています—管理者が定義した一連のルールおよびサー
バ ID、インターフェイス、およびネットワーク接続などの動作特性。Hadoop クラスタのあらゆ
るアクティブなサーバはサービス プロファイルに関連付ける必要があります。
Cisco UCS Service Profile Template for the Big Data は、Hadoop クラスタのサーバの構成を設定でき
ます。ビッグデータ向けのサービスプロファイルテンプレートはクラスタ導入テンプレートに含
まれています。クラスタ導入テンプレートをサーバに適用すると、サービスプロファイルテンプ
レートはサーバに適用される 1 つ以上のサービス プロファイルを設定します。

（注）

ビッグデータ ウィザードのサービス プロファイル テンプレートは、サービス プロファイル
テンプレートの作成に必要な情報を収集します。このサービス プロファイル テンプレートは
クラスタ導入テンプレートを通してのみ適用できます。
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サービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレートの詳細については、『Cisco
UCS Manager configuration guides』を参照してください。

Cisco UCS Service Profile Template for Big Data の作成
はじめる前に
Cisco UCS Manager アカウントを追加します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[UCS SP テンプレート（UCS SP Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [UCS
SP テンプレートの指定（UCS SP Template Specification）] ページで、次のフィールドに値を入力してくだ
さい。
名前

説明

[テンプレート名（Template Name）] フィールド

テンプレートの一意の名前。

[テンプレートの説明（Template Description）] フィー テンプレートの説明。
ルド
[テンプレートのタイプ（Template Type）] ドロップ 初期テンプレートから作成されたサービスプロファ
ダウン リスト
イルはテンプレートのプロパティをすべて継承しま
す。初期のサービス プロファイル テンプレートか
ら作成されたサービス プロファイルはテンプレー
トにバインドされます。ただし、初期のテンプレー
トに対して行われた変更は、バインドされたサービ
ス プロファイルに自動的に伝播されません。バイ
ンドされたサービス プロファイルに変更を伝播し
たい場合は、そのサービス プロファイルをアンバ
インドしてから、再び初期テンプレートにバインド
します。
[コンテナ タイプ（Container Type）] ドロップダウ
ン リスト

クラスタのコンテナのタイプ。

[1 つの vNIC を使用する（Use one vNIC）] チェック テンプレート作成のため 1 つの vNIC インターフェ
ボックス
イスおよび一部のポリシーを持つようチェックボッ
クスをオンにします。
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ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
QoS ポリシーを作成します。

QoS ポリシーの作成
Quality of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality of Service
が決定されます。一部のアダプタでは、バーストやレートなど発信トラフィックで追加の制御を
指定することもできます。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [QoS
ポリシーの作成（Create QoS Policy）] ページで、次のいずれかを実行します。
• デフォルトの QoS ポリシーを受け入れるには、[次へ（Next）] をクリックします。
• 1 つ以上のカスタム QoS ポリシーを作成するには、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして、ステップ
2 に進みます。
• デフォルト QoS ポリシーのいずれかを確認または変更するには、このテーブルでポリシーを選択し、
[編集（Edit）] をクリックします。[QoS ポリシー エントリの編集（Edit QoS Policy Entry）] ダイアロ
グボックスのフィールドの詳細については、ステップ 2 を参照してください。

ステップ 2

[QoS ポリシーへのエントリの追加（Add Entry to QoS 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

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
3

Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data の設定
QoS ポリシーの作成

名前

説明

[優先順位（Priority）] ドロップダウン リスト

この QoS ポリシーに割り当てられた優先順位を選
択します。次のいずれかを実行します。
• [Fc]：vHBA トラフィックだけを制御する QoS
ポリシーにこの優先順位を使用します。
• [プラチナ（Platinum）]：vNIC トラフィックだ
けを制御する QoS ポリシーにこの優先順位を
使用します。
• [ゴールド（Gold）]：vNIC トラフィックだけ
を制御する QoS ポリシーにこの優先順位を使
用します。
• [シルバー（Silver）]：vNIC トラフィックだけ
を制御する QoS ポリシーにこの優先順位を使
用します。
• [ブロンズ（Bronze）]：vNIC トラフィックだ
けを制御する QoS ポリシーにこの優先順位を
使用します。
• [ベスト エフォート（Best Effort）]：ベーシッ
ク イーサネット トラフィック レーンのために
予約されています。この優先順位を QoS ポリ
シーに割り当て、別のシステム クラスを CoS
0 に設定する場合、Cisco UCS はこのシステム
クラスのデフォルトには戻りません。当該ト
ラフィックの CoS 0 で優先順位がデフォルト
に戻ります。

[バースト（バイト）（Burst(Bytes)）] フィールド

このポリシーを使用するサーバの通常バースト サ
イズ。このフィールドにより、トラフィックがレー
ト制限を超えていると見なされるトラフィックバー
ストの最大サイズが決定されます。デフォルトは
10240 です。最小値は 0 で、最大値は 65535 です。
この設定は、一部のアダプタには適用されません。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
4

Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data の設定
QoS ポリシーの作成

名前

説明

[レート（Rate）] ドロップダウン リスト

想定されるトラフィックの平均レートを選択しま
す。次のいずれかを実行します。
• [ラインレート（Line-rate）]：値 0 に等しく、
レート制限は指定しません。これがデフォル
ト値です。
• [手動指定（Specify Manually）]：フィールドに
レートを手動で指定できます。最小値は 0 で、
最大値は 40,000,000 です。
Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card アダプタの
レート制限の粒度は、1 Mbps です。アダプタでは、
要求したレートが「超えてはならない」レートとし
て扱われます。したがって、4.5 Mbps の値は 4 Mbps
と解釈されます。0 より大きくて 1 Mbps より小さ
い要求レートは、1 Mbps と解釈されます。これは、
サポートされる最低のハードウェア レート制限で
す。
レート制限は、すべてのアダプタには適用されませ
ん。たとえば、この設定は、Cisco UCS VIC-1240
Virtual Interface Card ではサポートされていません。

[ホスト制御（Host Control）] ドロップダウン リス
ト

Cisco UCS で vNIC のサービス クラス（CoS）を制
御するかどうか決定します。この設定は、vHBA に
は影響しません。
デフォルト設定は [なし（None）] です。Cisco UCS
はホストで割り当てられた CoS 値に関係なく優先
順位に関連付けられた CoS 値を使用します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
VLAN ポリシーを作成します。
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VLAN ポリシーの作成
VLAN ポリシーは、単一の Cisco UCS ドメイン内にある Hadoop クラスタの基盤インフラストラク
チャで特定の外部 LAN への接続を作成します。VLAN は、ブロードキャスト トラフィックを含
む、その外部 LAN へのトラフィックを切り離します。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの
[VLAN ポリシーの作成（Create VLAN Policy）] ページで、次のいずれかを実行します。
• デフォルトの VLAN ポリシーを受け入れるには、[次へ（Next）] をクリックします。
• 1 つ以上のカスタム VLAN ポリシーを作成するには、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして、ステッ
プ 2 に進みます。
• デフォルト VLAN ポリシーのいずれかを確認または変更するには、このテーブルで [編集（Edit）]
をクリックします。[VLAN ポリシー エントリの編集（Edit VLAN Policy Entry）] ダイアログボック
スのフィールドの詳細については、ステップ 2 を参照してください。

ステップ 2

[VLAN ポリシーへのエントリの追加（Add Entry to VLAN 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

[VLAN名（VLAN Name）] フィールド

VLAN ポリシーの名前。

[ファブリックID（Fabric ID）] ドロップダウン リス VLAN を設定する方法を選択します。設定は次のい
ト
ずれかです。
• [共通またはグローバル（Common or Global）]：
VLAN は、すべての使用可能なファブリック
内で同じ VLAN ID にマッピングされます。
• [ファブリックA（Fabric A）]：VLAN は、ファ
ブリック A にだけ存在する VLAN ID にマッピ
ングされます。
• [ファブリックB（Fabric B）]：VLAN は、ファ
ブリック B にだけ存在する VLAN ID にマッピ
ングされます。
[共有（Sharing）] ドロップダウン リスト

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。
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次の作業
vNIC ポリシーを作成します。

vNIC ポリシーの作成
vNIC ポリシーは、サーバ上の vNIC が LAN に接続する方法を定義します。Hadoop クラスタの各
サーバは、次の NIC ごとに vNIC ポリシーが必要です。
• MGMT
• DATA
• HDFS

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [vNIC
ポリシーの作成（Create vNIC Policy）] ページで、次のいずれかを実行します。
• デフォルトの vNIC ポリシーを受け入れるには、[次へ（Next）] をクリックします。
• 1 つ以上のカスタム vNIC ポリシーを作成するには、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして、ステップ
2 に進みます。
• デフォルト vNIC ポリシーのいずれかを確認または変更するには、テーブルでポリシーを選択し、[編
集（Edit）] をクリックします。[vNIC ポリシー エントリの編集（Edit vNIC Policy Entry）] ダイアロ
グボックスのフィールドの詳細については、ステップ 2 を参照してください。

ステップ 2

[vNIC ポリシーへのエントリの追加（Add Entry to vNIC 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

[vNIC名（vNIC Name）] フィールド

vNIC の名前。
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名前

説明

[ファブリックID（Fabric ID）] ドロップダウン リス このポリシーで作成された vNIC が関連付けられて
ト
いるファブリックインターコネクトを選択します。
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、このポリシーから作成された
vNIC が第 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には、[フェールオーバー
の有効化（Enable Failover）] チェックボックスをオ
ンにします。
次の状況下では、vNIC ファブリック フェールオー
バーを有効化しないでください。
（注）

• Cisco UCS ドメインがイーサネット
スイッチ モードで動作している場
合、そのモードでは vNIC ファブリッ
ク フェールオーバーはサポートされ
ません。1つのファブリックインター
コネクト上のすべてのイーサネット
アップリンクに障害が発生した場合、
vNIC は他のファブリック インターコ
ネクトにフェールオーバーしません。
• このテンプレートから作成された 1
つ以上の vNIC をファブリック 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
に関連付ける、またサービス プロ
ファイルを関連付ける場合、Cisco
UCS Manager で設定障害が発生しま
す。
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名前

説明

[VLAN（VLANs）] 領域

VLAN 領域で、次の手順を実行し、このポリシーか
ら作成された vNIC に割り当てる VLAN を選択しま
す。
1 [追加（Add）] をクリックします。
2 [VLAN へのエントリの追加（Add Entry To
VLANs）] 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（Name）] ドロップダウン リスト：
vNIC テンプレートに関連付ける VLAN を
選択します。
• [ネイティブVLANとして設定（Set as Native
VLAN）] チェックボックス：このチェック
ボックスをオンにすると、この VLAN を
ポートのネイティブ VLAN として設定でき
ます。
3 [送信（Submit）] をクリックします。

[MTU] フィールド

この vNIC ポリシーから作成された vNIC によって
使用される MTU、つまりパケット サイズ。1500 ～
9216 の整数を入力します。
（注）
vNIC テンプレートに QoS ポリシーが関連
付けられている場合、ここで指定された
MTU は、関連付けられている 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 値を超えている場
合、データ転送中にパケットがドロップ
されます。

[ピングループ（Pin Group）] ドロップダウン リス
ト

これは表示専用フィールドです。

[Adapter Policy（Adapter Policy）] フィールド

このフィールドは [Linux（Linux）] と自動入力され
ます。

[動的vNIC接続ポリシー（Dynamic vNIC Connection これは表示専用フィールドです。
Policy）] ドロップダウン リスト
[QoSポリシー（QoS Policy）] ドロップダウン リス この vNIC ポリシーから作成された vNIC によって
ト
使用される QoS ポリシーを選択します。
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名前

説明

[ネットワーク制御ポリシー（Network Control
Policy）] ドロップダウン リスト

これは表示専用フィールドです。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
ブート順序ポリシーを作成します。

ブート順序ポリシーの作成
Cisco UCS Manager ブート ポリシーは、BIOS 設定メニューのブート順序をオーバーライドし、次
のことを決定します。
• ブート デバイスの選択
• サーバのブート元である場所
• ブート デバイスの起動順序

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ブー
ト順序ポリシーの作成（Create Boot Order Policy）] ページで、次のデバイスのブート順序を設定します。
• CD-ROM
• ストレージ
• LAN
特定のデバイスからブートしない場合は、ドロップダウン リストの下にある空白文字を選択します。
（注）

初めてブートしている場合、LAN ドロップダウン リストの [1] を選択し、最初のブート デバイ
スとして設定します。

ステップ 2

[LAN イーサネットの vNIC ポリシーの選択（Select vNIC Policy for LAN Ethernet）] テーブルで、[追加(+)
（Add (+)）] をクリックします。

ステップ 3

[エントリを追加して LAN イーサネットの vNIC ポリシーを選択（Add Entry to Select vNIC Policy for LAN
Ethernet）] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [vNIC の選択（Select vNIC）] ドロップダウン リストから、LAN に割り当てる vNIC を選択します。
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b) [VLAN（VLAN）] フィールドに表示されている VLAN をプライマリ VLAN とする場合、[プライマリ
として設定（Set as Primary）] チェックボックスをオンにします。
c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 4

他の VLAN の vNIC ポリシーを選択する場合は、[vNIC の選択（Select vNIC）] ドロップダウン リストか
らの別の vNIC で、ステップ 2 と 3 を繰り返します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
BIOS ポリシーを作成します。

BIOS ポリシーの作成
BIOS ポリシーは、クラスタのサーバの特定の BIOS 設定値の指定を自動化します。

（注）

ステップ 1

[UCS BIOS ポリシーの作成（Create UCS BIOS Policy）] ページのすべてのドロップダウン リス
トは [プラットフォームのデフォルト（Platform Default）] に設定されます。BIOS は、サーバ
タイプとベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。詳細について
は、「BIOS Parameters by Server Model」を参照してください。

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [UCS
BIOS ポリシーの作成（Create UCS BIOS Policy）] ページで、次のフィールドに値を入力してください。
名前

説明

[メイン（Main）]
[Quiet Boot（Quiet Boot）] ドロップダウン リスト

BIOS が Power On Self-Test（POST）中に表示する内
容を決定します。

[POST Error Pause（POST Error Pause）] ドロップダ POST 中にサーバで重大なエラーが発生した場合の
ウン リスト
処理を決定します。
[Resume AC On Power Loss（Resume AC On Power
Loss）] ドロップダウン リスト

予期しない電力損失後に電力が復帰したときのサー
バ動作を決定します。

[パネル ロックアウトから（From Panel Lockout）]
ドロップダウン リスト

前面パネルの電源ボタンおよびリセット ボタンを
無視するかどうかを決定します。

[プロセッサ（Processor）]
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名前

説明

[ターボ ブースト（Turbo Boost）]

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology を使用す
るかどうかを決定します。これを使用すると、仕様
よりも低い電力、温度、または電圧でプロセッサが
動作していると、自動的にプロセッサの周波数が上
がります。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[拡張版インテル SpeedStep（Enhanced Intel
SpeedStep）]

プロセッサで拡張版インテル SpeedStep を使用する
かどうかを決定します。これを使用すると、システ
ムはプロセッサの電圧やコア周波数を動的に調整で
きます。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[ハイパー スレッディング（Hyper Threading）]

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology を使
用するかどうかを決定します。これを使用すると、
マルチスレッド ソフトウェア アプリケーションは
スレッドを各プロセッサ内で並列に実行できます。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[実行無効化ビット（Execute Disabled Bit）]

サーバのメモリ領域を分類し、アプリケーション
コードを実行可能な場所を指定します。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[仮想化テクノロジー（Virtualization Technology）]

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）
を使用するかどうかを決定します。これを使用する
と、1 つのプラットフォームで、複数のオペレー
ティング システムとアプリケーションをそれぞれ
独立したパーティション内で実行できます。
（注）
このオプションを変更した場合は、設定
を有効にするためにサーバの電源を再投
入する必要があります。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
12

Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data の設定
BIOS ポリシーの作成

名前

説明

[プロセッサ C 状態（Processor C State）]

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入るか
どうかを決定します。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。
C1 状態に入るときに CPU が最小周波数に移行する
かどうかを決定します。

[プロセッサ C1E（Processor C1E）]

[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。
[プロセッサ C3 レポート（Processor C3 Report）]

BIOS からオペレーティング システムに C3 レポー
トを送信するかどうかを決定します。OS はレポー
トを受信すると、プロセッサを電力量の少ない C3
状態に移行してエネルギー使用量を減らし、最適な
プロセッサ パフォーマンスを維持できます。この
オプションは次のいずれかになります。
• [無効化（Disabled）]：BIOS から C3 レポート
を送信しません。
• [ACPI C2]：BIOS から ACPI C2 形式の C3 レ
ポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の
少ない C3 状態に移行できるようにします。
• [ACPI C3]：BIOS から ACPI C3 形式の C3 レ
ポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の
少ない C3 状態に移行できるようにします。

[プロセッサ C6 レポート（Processor C6 Report）]

BIOS からオペレーティング システムに C6 レポー
トを送信するかどうかを決定します。OS はレポー
トを受信すると、プロセッサを電力量の少ない C6
状態に移行してエネルギー使用量を減らし、最適な
プロセッサ パフォーマンスを維持できます。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[RAS メモリ（メモリの信頼性、可用性、有用性）（RAS Memory (reliability, availability, and serviceability
of the memory)）]
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名前

説明

[NUMA（不均一なメモリ アクセス）
（NUMA(nonuniform memory access)）]

NUMA の BIOS サポートを決定します。[有効
（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択しま
す。
• [無効化（Disabled）]：BIOS で NUMA をサポー
トしません。
• [有効化（Enabled）]：NUMA に対応したオペ
レーティング システムに必要な ACPI テーブ
ルを BIOS に含めます。このオプションを有効
にした場合は、一部のプラットフォームでシ
ステムのソケット間メモリ インターリーブを
無効にする必要があります。

ステップ 2

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
ローカル ディスク設定ポリシーを作成します。

ローカル ディスク設定ポリシーの作成
このポリシーはディスク パーティションのディスク設定と、選択された Hadoop および Splunk コ
ンテナ タイプのサーバにローカルなストレージを定義します。これは、Hadoop クラスタにある
ネーム ノードとデータ ノードの RAID レベルおよび JBOD 設定を定義する柔軟性あるメカニズム
を提供します。このポリシーでは、サービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバに対
して、ローカル ディスク構成を設定できます。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、次のフィールドの値を確認して
ください。
名前

説明

[Hadoop クラスタの RAID ポリシーの設定（Configure Hadoop NameNode と DataNode の RAID レベルの設
RAID Policy for the Hadoop cluster）] テーブル
定（OS およびデータ ドライブ）。
[Splunk RAID ポリシーの設定（Configure Splunk
RAID Policy）] テーブル
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名前

説明

[ディスク設定に LVM を使用（Use LVM For Disk
Configuration）] チェックボックス

ディスク パーティションの論理ボリューム マネー
ジャ（LVM）のグループを作成します。

[パーティション設定（Partition Configuration）] テー /、/boot、swap、/tmp、/var/tmp、および /home パー
ブル
ティション以外のパーティションを作成します。

ステップ 2

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
• Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートを作成して、Hadoop クラスタを展開します。
• Hadoop および Splunk Enterprise クラスタのクラスタ導入テンプレートを作成します。

RAID ポリシーの編集
C220 サーバおよび C240 M3/M4 サーバ、および C240 M4 サーバのスタンドアロン ブート ドライ
ブのハードウェア RAID コントローラに関連付けられたローカル ディスク ドライブ設定を編集す
るには、次の手順を使用します。

はじめる前に
ローカル ディスク設定ポリシーを作成します。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、[RAID ポリシーの設定（Configure
RAID Policy）] テーブルのノード タイプを選択します。

ステップ 2

[RAID ポリシーの設定（Configure RAID Policy）] テーブルで、[下記のテーブルで選択されたエントリを
編集（Edit selected entry in the table below）] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[RAID ポリシーの設定エントリの編集（Edit Configure RAID Policy Entry）] 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

[ノード タイプ（Node Type）]

選択したノードのタイプ。

[OS ディスク（OS Disks）]
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名前

説明

[スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4
スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4 サー
サーバで HDD ドライブを使用（Use HDD drives on バの代替ポリシーを有効にします。
M4 servers with insufficient standalone boot drives）]
チェックボックス
[M4 サーバにスタンドアロン ブート ドライブを使 デフォルトでは、このオプションはオンで、無効に
用（Use standalone boot drives for M4 Servers）] チェッ なっています。スタンドアロン ブート ドライブが
クボックス
十分な M4 サーバに対してこのチェックボックスを
オンにします。
[M4 サーバに JBOD（Just a Bunch Of Disks）を使用 複数のハード ドライブを搭載した M4 サーバに対し
（Use JBOD (Just a Bunch Of Disks) for M4 Servers）] てこのチェックボックスをオンにします。
チェックボックス
[RAID レベル [OS]（RAID Level [OS]）]ドロップダ OS（オペレーティング システム）ディスクの RAID
ウン リスト
レベルを選択します。
[グループあたりディスク数（Disks Per Group）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン リスト
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名前

説明

[データ ディスク（Data Disks）]
[RAID レベル [データ]（RAID Level [Data]）] ドロッ Hadoop データ ディスクの RAID レベルを選択しま
プダウン リスト
す。
[グループあたりディスク数（Disks Per Group）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン

ステップ 4

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[送信（Submit）] をクリックします。

Splunk の RAID ポリシーの編集
C220 サーバおよび C240 M4 サーバ、および C240 M4 サーバのスタンドアロン ブート ドライブの
ハードウェア RAID コントローラに関連付けられたローカル ディスク ドライブ設定を編集するに
は、次の手順を使用します。
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はじめる前に
• Splunk クラスタ導入の UCS サービス プロファイル ポリシーを作成します。
• ローカル ディスク設定ポリシーを作成します。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、[Splunk RAID ポリシーの設定
（Configure Splunk RAID Policy）] テーブルに移動し、ノード タイプを選択します。

ステップ 2

[下記のテーブルで選択されたエントリを編集（Edit selected entry in the table below）] アイコンをクリック
します。

ステップ 3

[Splunk RAID ポリシーの設定エントリの編集（Edit Configure Splunk RAID Policy Entry）] 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

[ノード タイプ（Node Type）]

選択したノードのタイプ。

[OS ディスク（OS Disks）]
[M4 サーバにスタンドアロン ブート ドライブを使 デフォルトでは、スタンドアロン ブート ドライブ
用（Use standalone boot drives for M4 Servers）] チェッ が十分な M4 サーバに対してこのオプションをオン
クボックス
にします。
[スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4
スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4 サー
サーバで HDD ドライブを使用（Use HDD drives on バの代替ポリシーを有効にします。
M4 servers with insufficient standalone boot drives）]
チェックボックス
[RAID レベル [OS]（RAID Level [OS]）]ドロップダ OS（オペレーティング システム）ディスクの RAID
ウン リスト
レベルを選択します。
[グループあたりディスク数（Disks Per Groups）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
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名前

説明

[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン リスト

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[ホット データ用データ ディスク（Data Disks for Hot Data）]
[RAID レベル [データ]（RAID Level [DATA]）] ド
ロップダウン リスト

Splunk データ ディスクの RAID レベルを選択しま
す。

[グループあたりディスク数（Disks Per Groups）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
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名前

説明

[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[コールド データ用データ ディスク（Data Disks for Cold Data）]
[ホット データと同じディスク（Same Disk As Hot
Data）] チェックボックス

コールド データもホストするよう、同じディスク
をホット ディスクに設定するには、このチェック
ボックスをオンにします。
（注）
デフォルトでは、すべての RAID 構成は
[コールド データ用データ ディスク（Data
Disks for Cold Data）] で使用できます。こ
のチェックボックスをオンにすると、コー
ルド データのすべての RAID 構成が非表
示になります。

[フローズン データ用データ ディスク（Data Disks for Frozen Data）]
[コールド データと同じディスク（Same Disk As Cold フローズン データもホストするよう、同じディス
Data）] チェックボックス
クをコールドディスクに設定するには、このチェッ
クボックスをオンにします。
（注）
デフォルトでは、すべての RAID 構成は
[フローズン データ用データ ディスク
（Data Disks for Frozen Data）] で使用でき
ます。このチェックボックスをオンにす
ると、フローズンデータのすべてのRAID
構成が非表示になります。

（注）

• ホット、コールド、またはフローズン データのデータ ディスクの RAID 構成はインデクサ
ノードのみに適用されます。OS ディスクの RAID 構成は検索ヘッドと管理ノードに適用さ
れます。
• 1 つの RAID グループは、ホット、コールド、またはフローズン データの各 RAID 構成用
に作成されます（たとえば、ホットの場合は /data/disk1、コールドの場合は /data/disk2、フ
ローズンの場合は /data/disk3）。

ローカル ディスク パーティションの設定
ディスクの各パーティションには、マウント ポイントとサイズの 2 つの属性があります。要件に
応じてパーティションを作成、編集、削除できます。[パーティションの設定（Partition
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Configuration）] テーブルには、/、/boot、swap、/tmp、/var/tmp、および /home パーティションが
デフォルトで表示されます。ルート（/）とブート（/boot）パーティションを除いてこれらのパー
ティションに割り当てるサイズを更新できますが、エントリを削除することはできません。
表 1：パーティション テーブルの例

マウント ポイント

サイズ

編集可

/

1 GB から増加

編集不可

/boot

1024 MB

編集不可

swap

任意の値

編集可

/tmp

5 GB

編集可

/var/tmp

5 GB

編集可

/home

5 GB

編集可

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、[パーティションの設定（Partition
Configuration）] テーブルの [追加（Add）] をクリックします。

ステップ 2

[パーティションの設定エントリの追加（Add Partition Configuration Entry）] ダイアログボックスの [マウン
ト ポイント（Mount Point）] フィールドにマウント名を入力します。

ステップ 3

[サイズ（Size）] フィールドにサイズを入力します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
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カスタマイズ サービス プロファイル テンプレートの作
成
ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、ポッドを展開し、Cisco UCS Manager アカウントをクリックします。

ステップ 3

右ペインで、[VLAN] タブをクリックします。

ステップ 4

3 つの vNIC テンプレートを作成するために、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして 3 つの VLAN を追加し
ます。

ステップ 5

右側のペインで [組織（Organizations）] タブをクリックします。

ステップ 6

サービス プロファイル テンプレートを作成する組織を選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリック
します。

ステップ 7

[vNIC テンプレート（vNIC Template）] タブをクリックして、[追加(+)（Add (+)）] をクリックします。

ステップ 8

作成された VLAN を使用して 3 つの vNIC テンプレートを作成します。

ステップ 9

[ブート ポリシー（Boot Policy）] タブをクリックし、[追加(+)（Add (+)）] をクリックし、ローカル ディ
スクを追加して、ブート ポリシーを作成します。

ステップ 10 [QoS ポリシー（QoS Policy）] タブをクリックし、[追加(+)（Add (+)）] をクリックし、QoS ポリシーを作
成します。
ステップ 11 メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [物理インフラストラクチャ ポリシー（Physical Infrastructure
Policies）] > [UCSマネージャ（UCS Manager）] の順に選択します。
ステップ 12 [ストレージ ポリシー（Storage Policy）] タブをクリックし、ストレージ ポリシーの Cisco UCS 接続を指定
します。
ステップ 13 [ネットワーク ポリシー（Network Policy）] タブをクリックし、必要な詳細を指定します。
ステップ 14 [vNIC（vNIC）] タブをクリックし、vNIC テンプレートにマッピングすることで、3 つの vNIC を作成し
ます。vNIC 名はそれぞれ、eth0、eth1、eth2 になるはずです。サービス プロファイル テンプレートの作
成後、vNIC 名はそれぞれ、eth0-1、eth1-2、eth2-3 として生成されます。
ステップ 15 [配置ポリシー（Placement Policy）] タブをクリックし、必要な詳細を指定します。
ステップ 16 メニューバーで [物理（Physical）] > [計算する（Compute）] > [組織（Organizations）] の順に選択します。
ステップ 17 ルートを開き、[サービス プロファイル テンプレート（Service Profile Templates）] タブをクリックします。
ステップ 18 [追加(+)（Add (+)）] をクリックして、作成したポリシーを選択して必要な情報を提供します。
ステップ 19 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 20 UCSM にログインします。作成されたサービス プロファイル テンプレートを起動し、それぞれ 3 つの
vNIC テンプレートについて希望の配置を 1、2、および 3 として更新します。
ステップ 21 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。
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（注）

ストレージ モジュールで、[SAN 接続をどのように設定しますか？（How would you like to configure
SAN connectivity?）] フィールドの [vHBA なし（No vHBAs）] オプションを選択します。このオ
プションでは vHBA を作成できません。このオプションを選択すると、このポリシーを含むサー
ビス プロファイルに関連付けられているサーバを、SAN に接続できなくなります。

Cisco UCS サービス プロファイル テンプレートの複製
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレート（UCS SP Templates for Big Data）] タブをクリックします。

ステップ 3

複製するテンプレートの行をクリックします。

ステップ 4

[複製（Clone）] をクリックします。

ステップ 5

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの複製（Clone UCS SP Template for Big Data ）] ウィザードの [UCS
SP テンプレートの指定（UCS SP Template Specification）] ページで、次のフィールドに値を入力してくだ
さい。
a) 新しいサービス プロファイル テンプレートの一意の名前と説明を入力します。
b) ドロップダウン リストからテンプレート タイプを選択します。
c) [次へ（Next）] をクリックして、各ページで情報を確認し、必要に応じて変更します。
d) [送信（Submit）] をクリックします。
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