ラック サーバ ディスカバリの管理
この章では、次のトピックについて説明します。
• ラック サーバの検出およびインポート, 1 ページ
• ラック検出プロファイルの設定, 2 ページ
• 自動検出の実行, 4 ページ
• 1 つ以上のラック サーバのインポート, 5 ページ
• 自動検出リストのクリア, 6 ページ
• 自動検出プロファイルの削除, 7 ページ

ラック サーバの検出およびインポート
Cisco UCS Director でラック サーバを検出するため、設定の基準を指定してラック サーバ検出プ
ロファイルとして保存できます。このプロファイルを使用して、複数のラック サーバを同時に検
出し、Cisco UCS Director にインポートできます。
検出プロファイルを使用すると、次のいずれかの方法でラック サーバを検出することもできま
す。
• IP アドレス範囲：IP アドレスが指定範囲に含まれるすべてのラック サーバを検出します。
• サブネット範囲：指定したサブネット範囲内のすべてのラック サーバを検出します。
• IP アドレスの CSV ファイル：アップロードした CSV ファイルに指定されている IP アドレス
と一致するラック サーバを検出します。
• 特定の IP アドレス：指定した IP アドレスと一致するラック サーバを検出します。
ラック サーバを検出してインポートする場合は、次の手順を実行します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

ラック サーバ検出プロファイルを ラック検出プロファイルの設定, （2 ペー
設定します。
ジ）を参照してください。

ステップ 2

プロファイルを使用してサーバを 自動検出の実行, （4 ページ）を参照して
検出します。
ください。

ステップ 3

サーバをインポートします。

ステップ 4

検出プロファイルを削除します。 （任意）
自動検出プロファイルの削除, （7 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 5

自動検出リストからサーバをクリ （任意）
アします。
自動検出リストのクリア, （6 ページ）を
参照してください。

1 つ以上のラック サーバのインポート, （
5 ページ）を参照してください。

ラック検出プロファイルの設定
Cisco UCS Director がラック マウント サーバを自動検出するために使用するラック検出プロファ
イルを設定できます。ラック検出プロファイルを追加する場合は、以下の手順に従います。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[ラック サーバ検出プロファイル（Rack Server Discovery Profile）] 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

[検出プロファイルの追加（Add Discovery Profile）] ダイアログボックスで、新しいプロファイル
を作成するか、既存のプロファイルを編集することができます。
新しいプロファイルを作成するには、次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[プロファイル名（Profile
Name）] フィールド

プロファイルの記述名。
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フィールド

説明

[検索条件（Search Criteria）] ド ドロップダウン リストから [IP アドレス範囲（IP Address
ロップダウン リスト
Range）]、[サブネット マスク範囲（Subnet Mask Range）]、[IP
アドレス CSV ファイル（IP Address CSV File）]、または [IP ア
ドレスリスト（IP Address List）] を選択します。
[IP アドレス範囲（IP Address Range）] を選択した場合
[開始 IP（Starting IP）] フィール 有効な IP アドレス
ド
[終了 IP（Ending IP）] フィール 有効な IP アドレス
ド
[サブネット マスク範囲（Subnet Mask Range）] を選択した場合
[ネットワーク アドレス
（Network Address）] フィール
ド

有効な IP アドレス

[サブネット マスク（Subnet
ドロップダウン リストから値を選択します。
Mask）] ドロップダウン リスト このドロップダウン リストには、ネットワークで使用可能なサ
ブネットが表示されます。
[IP アドレス CSV ファイル（IP Address CSV File）] を選択した場合
[アップロードするファイルの選 [参照（Browse）] をクリックし、IP アドレスが含まれている
択（Select a file for upload）]
.csv ファイルに移動します。
フィールド
[IP アドレス リスト（IP Address List）] を選択した場合
[IP アドレス（IP Address）]
フィールド

複数の IP アドレスをカンマで区切って入力します。

[クレデンシャル ポリシーの使
用（Use Credential Policy）]
チェックボックス

すでにクレデンシャル ポリシーを作成した場合は、このチェッ
クボックスをオンにしてドロップダウン リストからポリシーを
選択します。

[クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential Policy）] チェックボックスがオンの場合
[クレデンシャル ポリシー
（Credential Policy）] ドロップ
ダウンリスト

ポリシーをドロップダウン リストから選択するか、[+] アイコ
ンをクリックして新しいポリシーを作成します。

[クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential Policy）] チェックボックスがオフの場合
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フィールド

説明

[ユーザ名（User Name）] フィー ログイン名。
ルド
[パスワード（Password）]
フィールド

ログイン パスワード

[プロトコル（Protocol）] ドロッ リストから [https] または [http] を選択します。
プダウン リスト
[ポート（Port）] フィールド

ポート番号を入力します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

確認ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

次の作業
[検出（Discover）] をクリックしてプロファイルを選択し、プロファイルに一致するデバイスを検
出します。

自動検出の実行
自動検出を実行する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に
Cisco UCS Director がラック サーバを検出するための基盤となるプロファイルを設定する必要があ
ります。

手順
ステップ 1

メニュー バーから、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択しま
す。

ステップ 2

[ラック サーバ検出（Rack Server Discovery）] タブをクリックします。

ステップ 3

[検出（Discover）] をクリックします。

ステップ 4

[デバイスの検出（Discover Devices）] ダイアログボックスで、[プロファイルの選択（Select Profile）]
ドロップダウン リストからプロファイルを選択します。

ステップ 5

（任意） [後にスケジュール（Schedule Later）] チェックボックスをオンにすると、このタスクを
後で実行するようスケジュールすることができます。
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このチェックボックスをオンにする場合は、以前に作成したスケジュールを選択することも、新
しいスケジュールを作成することもできます。新しいスケジュールの作成の詳細については、ス
ケジュールの作成を参照してください。
ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

1 つ以上のラック サーバのインポート
検出プロファイルを使用して検出された 1 つ以上のラック サーバをインポートする場合に、この
手順を実行します。

重要

アカウントの追加、変更、インポートなどの複数のアカウント関連タスクを、Cisco UCS Director
で同時に実行することはできません。1 つのタスクが完了してから、別のタスクを開始するこ
とを推奨します。たとえば、検出されたデバイスをラック グループにインポート中である場
合、その処理が完了してから別のラック グループまたはラック アカウントを編集することを
推奨します。

はじめる前に
• Cisco UCS Director がデバイスを検出するための基盤となるプロファイルを設定する必要があ
ります。
• 検出プロファイルを使用したラック サーバの検出がすでに実行済みです。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[ラック サーバ検出（Rack Server Discovery）] タブをクリックします。

ステップ 3

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 4

[検出されたデバイスのインポート（Import Discovered Devices）] 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。
フィールド

説明

[デバイスの選択（Select Device(s)）] フィール
ド

[選択（Select）] をクリックしてインポートする
デバイスを選択します。インポートするすべて
のサーバのチェックボックスをオンにします。
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フィールド

説明

[ユーザ プレフィックス（User Prefix）] フィー ユーザのプレフィックスを入力します。
ルド
[説明（Description）] フィールド

ユーザについての説明を入力します。

[連絡先（Contact）] フィールド

ユーザの連絡先の詳細を入力します。

[ロケーション（Location）] フィールド

ユーザのロケーションの詳細を入力します。

[ラック グループの選択（Select Rack Group）]
ドロップダウン リスト

既存のラック グループのリストから選択する
か、新しいラック グループを作成します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

確認ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

自動検出リストのクリア
1 つのサーバまたはすべてのサーバを自動検出リストから削除する場合は、次の手順を実行しま
す。

はじめる前に
• Cisco UCS Director がデバイスを検出するための基盤となるプロファイルを設定する必要があ
ります。
• 自動検出をすでに実行済みです。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択しま
す。

ステップ 2

[ラック サーバ検出（Rack Server Discovery）] タブをクリックします。

ステップ 3

[クリア（Clear）] をクリックします。

ステップ 4

[デバイスのクリア（Clear Devices）] ダイアログボックスで、[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 5

[選択（Select）] ダイアログボックスで、削除するサーバのチェックボックスをオンにします。
（注）
すべてのサーバを選択するには、一番上のチェックボックスをオンにしま
す。
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ステップ 6

[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 7

[デバイスのクリア（Clear Devices）] ダイアログボックスで、[送信（Submit）] をクリックしま
す。

ステップ 8

確認ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

自動検出プロファイルの削除
自動検出プロファイルを削除する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に
Cisco UCS Director がデバイスを検出するための基盤となるプロファイルを設定する必要がありま
す。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[ラック サーバ検出プロファイル（Rack Server Discovery Profile）] タブをクリックします。

ステップ 3

プロファイルを選択します。

ステップ 4

[検出プロファイルの削除（Delete Discovery Profile）] ダイアログボックスで、[送信（Submit）] を
クリックします。

ステップ 5

確認ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
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