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はじめに

• 対象読者, vii ページ

• 表記法, vii ページ

• 関連資料, ix ページ

• マニュアルに関するフィードバック, x ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, x ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco UCS Directorを使用し、以下の少なくとも 1つの分野において責任と専
門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

•仮想化および仮想マシン

表記法

表示テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのようなGUI要素は、[GUI
要素（this font）]のように示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ

ンタイトルは、[メインタイトル（this font）]のように示しています。

GUI要素
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表示テキストのタイプ

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル

テキストベースのユーザインターフェイスでは、システムによって表

示されるテキストは、courierフォントで示しています。
TUI要素

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。

CLIコマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

{x | y | z}

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

[x | y | z]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみなされます。

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

!、#

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意
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「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、

ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ヒント

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき

ます。

ワンポイントアドバイス

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱

い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ

い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての

警告を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

関連資料

『Cisco UCS DirectorDocumentation Roadmap』

Cisco UCS Directorの資料の詳細なリストについては、次の URLにある『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html

『Cisco UCS Documentation Roadmaps』

すべての Bシリーズマニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』（URL：http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照してください。

すべての Cシリーズマニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-docで入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』にはCisco UCSManagerおよびCisco UCS
Centralのドキュメントのリンクが含まれています。『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controllerのドキュメントのリンクが含まれていま
す。

（注）
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マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、ucs-director-docfeedback@cisco.comまでコメントをお送りください。ご協力をよろ
しくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元に直接送信するに

は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSSフィードをご購読ください。RSSフィード
は無料のサービスです。

    Cisco UCS Director リリース 6.0 管理ガイド（ラックサーバ用）
x

はじめに

マニュアルに関するフィードバック

mailto:ucs-director-docfeedback@cisco.com
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/assets/cdc_content_elements/rss/whats_new/whatsnew_rss_feed.xml


第 1 章

このリリースの新規情報および変更情報

この章は、次の項で構成されています。

• このリリースの新規情報および変更情報, 1 ページ

このリリースの新規情報および変更情報
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。この表は、こ

のマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありませ

ん。

参照先説明機能

Cisco UCS C3260サーバの管理, （37
ページ）

Cisco UCS C3260高密度シャー
シ管理ストレージラックサー

バは、スタンドアロン環境で動

作するように設計されていま

す。また、Cisco UCS Director
統合で Cisco Unified Computing
Systemの一部として機能しま
す。

Cisco UCS C3260ラッ
クサーバのサポート

RAIDポリシーの作成, （65ページ）RAIDポリシーを設定する際
に、未使用ディスクを次のいず

れかとして設定できます。

• [未設定で良好
（Unconfigured Good）]

• [JBOD]

RAIDポリシーの設定
における機能強化
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参照先説明機能

ネットワーク設定ポリシーの作成, （
60ページ）

このポリシーを使用して、DNS
サーバおよびその他のネット

ワーク設定を設定できます。

ネットワーク設定ポリ

シーの概要

ゾーン分割ポリシーの作成, （74ペー
ジ）

このポリシーを使用して、サー

バに物理ドライブを割り当てる

ことができます。これは Cisco
UCSC3260サーバのみに適用で
きます。

ゾーン分割ポリシーの

概要

ユーザポリシーの作成, （70ページ）このポリシーを使用して設定さ

れるユーザアカウントに対し

て、強力なパスワードの保護

ルールを有効にできるようにな

りました。

ユーザポリシーの設定

における機能強化

電子メールアラートルールの設定, （
95ページ）

特定のサーバの電子メールア

ラートルールを作成できます。

ラックサーバの電子

メールアラートルール

設定への変更。

Server ConfigurationUtilityイメージの場
所の設定 , （97ページ）

複数の SCUイメージプロファ
イルを作成し、サーバグルー

プで診断を実行できるようにな

りました。

診断関連タスクへの変

更
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第 2 章

概要

• Cisco UCS Directorを使用したスタンドアロンラックマウントサーバ管理について, 3 ペー
ジ

• Cisco UCS Directorで実行可能な Cisco IMCタスク, 4 ページ

• Cisco UCS Directorで実行不可能な Cisco IMCタスク, 4 ページ

Cisco UCS Directorを使用したスタンドアロンラックマウ
ントサーバ管理について

Cisco UCS Directorは、Cisco Integrated Management Controller（Cisco IMC）を使用したラックサー
バ（Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバと Cisco UCS Eシリーズサーバ）の管理に代わ
るものではありません。CiscoUCSDirectorでは、ラックマウントサーバの設定および管理に必要
な手順の一部を統合および自動化できます。このため、Cisco UCS Directorではデータの統計分析
と各ポッドの統合ビューが提供されます。

Cisco UCS Directorでラックサーバの設定を完全に可視化できるようにするには、ラックサーバ
をラックアカウントとしてCiscoUCSDirectorに追加する必要があります。また、CiscoUCSDirector
を使用してラックマウントサーバを管理および設定できます。
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レガシー Ciscoラックサーバ（CIMC）アカウントを使用したラックサーバ管理のサポート
は、リリースバージョン 5.4以降では利用できません。Cisco UCS Directorリリース 5.4への
アップグレード後、[物理アカウント（PhysicalAccounts）]タブの [Ciscoラックサーバ（CIMC）
（Cisco Rack Server (CIMC)）]アカウントタイプの接続ステータスは [失敗（Failed）]と表示
されます。CIMCサーバの [ラックアカウント（RackAccounts）]タブから新しいアカウントを
作成し、[物理アカウント（Physical Accounts）]タブに表示されているアカウントを手動で削
除する必要があります。

Cシリーズサーバの場合はバージョン 1.5以降、Eシリーズサーバの場合はバージョン 2.3.1
以降の Cisco Integrated Management Controller（Cisco IMC）を実行しているラックサーバのみ
を管理できます。Cisco UCS Directorでラックサーバを追加および管理する方法については、
ラックグループの追加, （7ページ）およびラックサーバの検出およびインポート, （13
ページ）を参照してください。

重要

Cisco UCS Directorで実行可能な Cisco IMC タスク
CiscoUCSDirectorを使用して、ラックマウントサーバの物理デバイスおよび仮想デバイスに対す
る Cisco IMC管理、モニタリング、およびレポートタスクを実行できます。

設定と管理

CiscoUCSDirectorでスタンドアロンラックマウントサーバの次のハードウェアおよびソフトウェ
アコンポーネントを作成、設定、管理できます。

•ラックサーバプロファイル

•ネットワークおよびストレージアダプタ

これらのコンポーネントのファームウェアアップグレードを実行することもできます。

モニタリングとレポート

CiscoUCSDirectorを使用して、スタンドアロンラックマウントサーバとそのコンポーネント（以
下を含む）をモニタおよびレポートすることができます。

•消費電力

•温度

•ラックサーバプロファイルの関連付け

Cisco UCS Directorで実行不可能な Cisco IMC タスク
ラックマウントサーバに対する次のような特定の Cisco IMCシステム管理タスクは、Cisco UCS
Directorを使用して実行することはできません。
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•仮想マシン管理

Cisco UCS Directorで実行できないサーバ管理タスクの一部は、VICポリシー、RAIDポリシー、
ブートポリシーの関連付けなどのオーケストレーションワークフローによって自動化できます。
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第 3 章

ラックアカウントおよびラックグループの

設定

この章は次のトピックで構成されています。

• ラックグループの追加, 7 ページ

• ラックアカウントの追加, 8 ページ

• ラックアカウントへの接続のテスト, 9 ページ

• ポッドへのラックグループの割り当て, 10 ページ

• ラックアカウントのインベントリプロセスの実行, 10 ページ

ラックグループの追加
新しいラックグループを追加する場合は、次の手順を実行します。

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 [ラックグループ（Rack Groups）]タブをクリックします。

ステップ 3 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 4 [ラックグループの作成（CreateRackGroup）]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。

説明フィールド

ラックグループの記述名。[グループ名（Group Name）]フィールド

（任意）ラックグループの説明。[説明（Description）]フィールド

Cisco UCS Director リリース 6.0 管理ガイド（ラックサーバ用）
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ステップ 5 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次の作業

このラックグループに 1つ以上のラックアカウントを追加します。

ラックアカウントの追加
既存のラックグループに新しいラックマウントサーバを追加する場合は、次の手順を実行しま

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 [ラックアカウント（Rack Accounts）]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 [アカウントの作成（CreateAccount）]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。

説明フィールド

ラックアカウントの記述名。[アカウント名（Account Name）]フィールド

ラックマウントサーバの IPアドレス。[サーバ IP（Server IP）]フィールド

（任意）ラックグループの説明。[説明（Description）]フィールド

初めて Cisco UCS Directorにログイン
した場合は、このチェックボックス

をオンにしないでください。

（注）

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（UseCredential
Policy）]チェックボックス

ドロップダウンリストからポリシーを選択しま

す。

このフィールドは、[クレデンシャルポリシーの
使用（UseCredential Policy）]チェックボックス
をオンにした場合のみ表示されます。

[クレデンシャルポリシー（Credential Policy）]
ドロップダウンリスト
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説明フィールド

ラックマウントサーバのログイン ID。[ユーザ名（User Name）]フィールド

ラックマウントサーバのログインIDのパスワー
ド。

[パスワード（Password）] フィールド

リストから [HTTPS]または [HTTP]を選択しま
す。

[プロトコル（Protocol）]ドロップダウンリス
ト

選択したプロトコルに関連付けられたポート番

号。

[ポート（Port）]フィールド

作成したラックアカウントを追加するラック

グループを選択します。

[ラックグループ（Rack Group）]ドロップダウ
ンリスト

（任意）アカウントの連絡先電子メールアドレ

ス。

[連絡先（Contact）]フィールド

（任意）アカウントの場所。[ロケーション（Location）]フィールド

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ラックアカウントへの接続のテスト
アカウントを追加した後は、いつでも接続をテストできます。

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 [ラックアカウント（Rack Accounts）]タブをクリックします。

ステップ 3 テーブルで、接続のテスト対象となるアカウントの行をクリックします。

ステップ 4 [テスト接続（Test Connection）]をクリックします。

ステップ 5 [テスト接続（Test Connection）]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 6 接続テストが完了したら、[閉じる（Close）]をクリックします。
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次の作業

接続が失敗した場合は、ユーザ名やパスワードを含め、アカウントの構成を検証します。ユーザ

名とパスワードが正しい場合は、ネットワーク接続に問題があるかどうかを確認します。

ポッドへのラックグループの割り当て
ラックグループをポッドに割り当てて簡単に管理することができます。

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 [ラックグループ（Rack Groups）]タブをクリックします。

ステップ 3 テーブルで、ポッドに割り当てるグループの行をクリックします。

ステップ 4 [ポッドの割り当て（Assign Pod）]をクリックします。

ステップ 5 [ポッドの割り当て（Assign Pod）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストからポッドを
選択します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

ポッドを使用してラックグループを管理できます。

ラックアカウントのインベントリプロセスの実行
ラックアカウントがラックグループに追加されると、インベントリプロセスが自動的に開始さ

れます。ラックアカウントで行われた設定の変更を後で確認する場合は、[インベントリ
（Inventory）]オプションを使用できます。
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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 [ラックアカウント（Rack Accounts）]タブをクリックします。

ステップ 3 テーブルで、インベントリを実行するアカウントの行をクリックします。

ステップ 4 [インベントリ（Inventory）]をクリックします。

ステップ 5 [インベントリ（Inventory）]ダイアログボックスで、[インベントリ（Inventory）]をクリックしま
す。

ステップ 6 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 7 接続テストが完了したら、[閉じる（Close）]をクリックします。
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第 4 章

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, 13 ページ

• ラック検出プロファイルの設定, 14 ページ

• 自動検出の実行, 16 ページ

• 1つ以上のラックサーバのインポート, 17 ページ

• 自動検出リストのクリア, 18 ページ

• 自動検出プロファイルの削除, 19 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

目的コマンドまたはアクション

ラック検出プロファイルの設定, （14ペー
ジ）を参照してください。

ラックサーバ検出プロファイルを

設定します。

ステップ 1   

自動検出の実行, （16ページ）を参照して
ください。

プロファイルを使用してサーバを

検出します。

ステップ 2   

1つ以上のラックサーバのインポート, （
17ページ）を参照してください。

サーバをインポートします。ステップ 3   

（任意）

自動検出プロファイルの削除, （19ペー
ジ）を参照してください。

検出プロファイルを削除します。ステップ 4   

（任意）

自動検出リストのクリア, （18ページ）を
参照してください。

自動検出リストからサーバをクリ

アします。

ステップ 5   

ラック検出プロファイルの設定
システム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 Profiles）]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。

説明フィールド

プロファイルの記述名。[プロファイル名（Profile
Name）]フィールド
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説明フィールド

ドロップダウンリストから [IPアドレス範囲（IP Address
Range）]、[サブネットマスク範囲（SubnetMaskRange）]、[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。

[検索条件（Search Criteria）]ド
ロップダウンリスト

[IPアドレス範囲（IP Address Range）]を選択した場合

有効な IPアドレス[開始 IP（Starting IP）]フィール
ド

有効な IPアドレス[終了 IP（Ending IP）]フィール
ド

[サブネットマスク範囲（Subnet Mask Range）]を選択した場合

有効な IPアドレス[ネットワークアドレス
（Network Address）]フィール
ド

ドロップダウンリストから値を選択します。

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。

[サブネットマスク（Subnet
Mask）]ドロップダウンリスト

[IPアドレス CSVファイル（IP Address CSV File）]を選択した場合

[参照（Browse）]をクリックし、IPアドレスが含まれている
.csvファイルに移動します。

[アップロードするファイルの選
択（Select a file for upload）]
フィールド

[ファイルテンプレート（File Template）]をクリックして、サ
ンプル CSVファイルをダウンロードします。

[サンプル CSVファイル
（Sample CSV File）]フィール
ド

[IPアドレスリスト（IP Address List）]を選択した場合

複数の IPアドレスをカンマで区切って入力します。[IPアドレス（IP Address）]
フィールド

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

[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
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説明フィールド

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
（Credential Policy）]ドロップ
ダウンリスト

サーバについての説明を入力します。[説明（Description）]フィール
ド

サーバ管理者の連絡先の詳細を入力します。[連絡先（Contact）]フィールド

サーバの地理的な位置を入力します。[ロケーション（Location）]
フィールド

ラックグループを選択するか、新しいラックグループを作成

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

[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

ログイン名。[ユーザ名（UserName）]フィー
ルド

ログインパスワード[パスワード（Password）]
フィールド

リストから [https]または [http]を選択します。[プロトコル（Protocol）]ドロッ
プダウンリスト

ポート番号を入力します。[ポート（Port）]フィールド

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。
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はじめる前に

CiscoUCSDirector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（DiscoverDevices）]ダイアログボックスで、[プロファイルの選択（SelectProfile）]
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。

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, （34ページ）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。

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、CiscoUCSDirector
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。

重要

はじめる前に

• CiscoUCSDirector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。
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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（ImportDiscoveredDevices）]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。

説明フィールド

[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。

[デバイスの選択（Select Device(s)）]フィール
ド

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

ユーザについての説明を入力します。[説明（Description）]フィールド

ユーザの連絡先の詳細を入力します。[連絡先（Contact）]フィールド

ユーザのロケーションの詳細を入力します。[ロケーション（Location）]フィールド

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。

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

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

• CiscoUCSDirector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。
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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（ClearDevices）]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。
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。

（注）

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（DeleteDiscovery 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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第 5 章

ラックサーバの管理

この章では、次のトピックについて説明します。

• ラックサーバの詳細の表示, 21 ページ

• ラックサーバの障害の詳細の表示, 24 ページ

• ラックサーバのラベルの設定, 24 ページ

• ラックマウントサーバのタグの管理, 25 ページ

• ラックサーバのロケータ LEDの設定, 29 ページ

• ラックサーバの電源オン, 30 ページ

• ラックサーバの電源オフ, 30 ページ

• ラックサーバのハードリセットの実行, 31 ページ

• ラックサーバのシャットダウン, 31 ページ

• ラックサーバの KVMコンソールの起動, 32 ページ

• ラックサーバの Cisco IMC GUIの起動, 32 ページ

• ラックサーバのシステムタスクの管理, 33 ページ

• ラックサーバのスケジュール管理, 34 ページ

ラックサーバの詳細の表示
ラックサーバの詳細を表示する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。
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手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストのサーバをダブルクリックして詳細を表示するか、リストのサーバをクリックし、右端の

下向き矢印をクリックして [詳細の表示（View Details）]を選択します。
リストからサーバを選択するまでは、右端に下向き矢印は表示されませ

ん。

（注）

ラックマウントサーバに関する次の詳細を表示できます。

説明タブ

ラックサーバの概要が表示されます。要約（Summary）

サーバの CPUの詳細が表示されます。CPU（CPUs）

サーバで使用されているメモリカードの詳細が表示されます。メモリ（Memory）

サーバの電源装置の詳細が表示されます。PSU（PSUs）

サーバの PCIアダプタの詳細が表示されます。PCIアダプタ（PCI
Adapters）

サーバの VICアダプタの詳細が表示されます。VICアダプタ（VIC
Adapters）

サーバのネットワークアダプタの詳細が表示されます。ネットワークアダ

プタ（Network
Adapters）

サーバのストレージアダプタの詳細が表示されます。ストレージアダプ

タ（Storage
Adapters）

サーバの Cisco FlexFlashアダプタの詳細が表示されます。FlexFlashアダプタ
（FlexFlash
Adapters）

サーバに設定されているすべての通信プロトコルが表示されます。コミュニケーション

（Communication）
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説明タブ

サーバの vKVM、vMediaおよび Serial over LAN（SOL）に関する情報が表
示されます。

リモートプレゼン

ス（Remote
Presence）

サーバで記録された障害の詳細が表示されます。

•重大度（Severity）

• DN

•説明（Description）

•コード（Code）：障害のエラーコード。

•作成済み（Created）：障害が記録された日時。

•原因（Cause）：障害の原因。

障害（Fault）

サーバのユーザのリストが表示されます。ユーザ（Users）

サーバの Cisco IMCログの詳細が表示されます。Cisco IMCログをクリア
することもできます。

Cisco IMCログ
（Cisco IMC Log）

サーバログの詳細が表示されます。システムイベント

ログ（System Event
Log）

TPMインベントリに関する情報が表示されます。TPM

サーバの BIOS関連情報が表示されます。BIOS

サーバで発生した障害の履歴情報が表示されます。障害履歴（Fault
History）

リモートサーバまたはローカルサーバにテクニカルサポートログファイ

ルをアップロードするためのオプションが表示されます。

テクニカルサポー

ト（Tech Support）

サーバに関連付けられたサーバプロファイルが表示されます。関連付けられたハー

ドウェアプロファ

イル（Associated
Hardware Profiles）

ステップ 5 右端の [戻る（Back）]をクリックして前のウィンドウに戻ります。
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ラックサーバの障害の詳細の表示
ラックサーバの障害の詳細を表示する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[障害（Faults）]タブを選択します。

ステップ 4 リストのサーバをダブルクリックして詳細を表示するか、リストのサーバをクリックし、右端の

下向き矢印をクリックして [詳細の表示（View Details）]を選択します。
リストからサーバを選択するまでは、右端に下向き矢印は表示されませ

ん。

（注）

ラックマウントサーバに関する次の詳細を表示できます。

説明タブ

問題の原因の要約。説明（Explanation）

問題を解決する手順。推奨事項

（Recommendation）

ステップ 5 右端の [戻る（Back）]ボタンをクリックして前のウィンドウに戻ります。

ラックサーバのラベルの設定
ラックマウントサーバのラベルを設定する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。
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手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからサーバを選択します。

ステップ 5 [ラベルの設定（Set Label）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[ラベルの設定（Set Label）]ボタンは表示されま
せん。

（注）

ステップ 6 新しいラベルを入力します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ラックマウントサーバのタグの管理
タギングは、リソースグループまたはラックサーバなどのオブジェクトにラベルを割り当てるた

めに使用されます。タグは、ラックの位置、担当サポートグループ、目的、またはオペレーティ

ングシステムなどの情報を提供するために使用できます。タグを追加または変更するには、次の

手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからサーバを選択します。

ステップ 5 [タグの管理（Manage Tags）]をクリックします。
リストからラックマウントサーバまたはUCS C3260サーバを選択するまでは、[タグの
管理（Manage Tags）]ボタンは表示されません。

（注）

ステップ 6 [タグの管理（Manage Tags）]テーブルにエントリを追加するには、[+]をクリックします。

ステップ 7 [タグへのエントリの追加（Add Entry to Tag）]ダイアログボックスで、次のように入力します。
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説明フィールド

[タグ名（Tag Name）]
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説明フィールド

ドロップダウンリストからタグ名を選択して

[送信（Submit）]をクリックするか、新しいタ
グを作成します。

1 [+]アイコンをクリックします。

2 [タグの作成（Create Tag）]ウィンドウで、
次の手順を実行します。

a [名前（Name）]フィールドに、タグの記
述名を入力します。

b [説明（Description）]フィールドに、タ
グの説明を入力します。

c [タイプ（Type）]フィールドで、ドロッ
プダウンリストから [文字列（String）]
または [整数（Integer）]を選択します。

d [可能なタグ値（Possible Tag Values）]
フィールドで、可能なタグ値を入力しま

す。

e [次へ（Next）]をクリックします。

f [+]アイコンをクリックして、新しいカテ
ゴリを追加します。

3 [エンティティへのエントリの追加（Add
Entry to Entities）]ウィンドウで、[カテゴリ
（Category）]ドロップダウンリストからカ
テゴリを選択します。次のいずれかを設定

できます。

• [Physical_Compute]カテゴリの場合、
ラックサーバのタグエンティティが作

成されます。

• [Administration]カテゴリの場合、ユー
ザ用のタグエンティティが作成されま

す。

シャーシのタグを追加することも

できます。シャーシのタグを追加

（注）

する方法の詳細については、Cisco
UCSC3260ラックサーバのタグの
追加を参照してください。

4 [ラックサーバ（Rack Servers）]または

Cisco UCS Director リリース 6.0 管理ガイド（ラックサーバ用）
27

ラックサーバの管理

ラックマウントサーバのタグの管理



説明フィールド

[シャーシ（Chassis）] チェックボックスを
オンにします。

5 [送信（Submit）]をクリックします。
タグは、セットになったタグ付け

可能なエンティティに応じてそれ

ぞれのカテゴリの下に表示されま

す。

（注）

6 確認ダイアログボックスで、[OK]をクリッ
クします。

ドロップダウンリストからタグ値を選択しま

す。

[タグ値（Tag Value）]

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 9 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 10 [タグの管理（Manage Tags）]ダイアログボックスでタグを選択し、[編集（Edit）]アイコンをク
リックしてタグを編集します。

ステップ 11 タグ名とタグ値を選択して、タグを変更します。

ステップ 12 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 13 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ラックマウントサーバのタグの追加

タギングは、リソースグループまたはラックサーバなどのオブジェクトにラベルを割り当てるた

めに使用されます。タグは、ラックの位置、担当サポートグループ、目的、またはオペレーティ

ングシステムなどの情報を提供するために使用できます。ラックマウントサーバにタグを追加

するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。

複数のラックサーバを選択することもできます。（注）
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手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからサーバを選択します。

ステップ 5 [タグの追加（Add Tags）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[タグの追加（Add Tags）]ボタンは表示されませ
ん。

（注）

ステップ 6 ドロップダウンリストから [タグ名（Tag Name）]を選択します。

ステップ 7 ドロップダウンリストから [タグの値（Tag Value）]を選択します。

ステップ 8 [+]アイコンをクリックして、新しいタグを作成します。タグの作成については、ラックマウント
サーバのタグの管理, （25ページ）を参照してください。

また、タグの詳細を複製、編集、削除、表示することもできま

す。

（注）

ラックサーバのロケータ LED の設定
ラックサーバのロケータ LEDを設定する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからサーバを選択します。

ステップ 5 [ロケータ LED（Locator LED）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[ロケータ LED（Locator LED）]ボタンは表示さ
れません。

（注）
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ステップ 6 [オン/オフ（Turn）]ドロップダウンリストから、[オン（ON）]または [オフ（OFF）]を選択し
ます。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ラックサーバの電源オン

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Server）]タブをクリックします。

ステップ 4 電源をオンにするサーバの行を選択します。

ステップ 5 [電源オン（Power On）]をクリックします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

ラックサーバの電源オフ

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Server）]タブをクリックします。

ステップ 4 電源をオフにするサーバの行を選択します。

ステップ 5 [電源オフ（Power Off）]をクリックします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

    Cisco UCS Director リリース 6.0 管理ガイド（ラックサーバ用）
30

ラックサーバの管理

ラックサーバの電源オン



ラックサーバのハードリセットの実行
ラックサーバのハードリセットを実行する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがアカウントとしてラックグループに追加されています。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからサーバを選択します。

ステップ 5 [ハードリセット（Hard Reset）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[ハードリセット（Hard Reset）]ボタンは表示さ
れません。

（注）

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。

ラックサーバのシャットダウン
ラックサーバをシャットダウンする場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからサーバを選択します。

ステップ 5 [シャットダウン（Shut Down）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[シャットダウン（Shut Down）]ボタンは表示さ
れません。

（注）
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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。

ラックサーバの KVM コンソールの起動
はじめる前に

システムに Javaランタイム環境（JRE）がインストールされている必要があります。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Server）]タブをクリックします。

ステップ 4 KVMコンソールを起動するサーバの行を選択します。

ステップ 5 [KVMコンソール（KVM Console）]をクリックします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
Cisco UCS Directorによって kvm.jnlpファイルがシステムにダウンロードされます。

ステップ 7 ダウンロードフォルダ内の kvm.jnlpファイルをダブルクリックします。
[KVMコンソール（KVM Console）]が別ウィンドウで開きます。

KVMコンソールの使用に関する詳細は、『 Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management
Controller Configuration Guides』を参照してください。

ラックサーバの Cisco IMC GUI の起動
ラックマウントサーバの Cisco IMC GUIを起動する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。
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手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからサーバを選択します。

ステップ 5 [GUIの起動（Launch GUI）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[GUIの起動（LaunchGUI）]ボタンは表示されま
せん。

（注）

ステップ 6 [GUIの起動（Launch GUI）]ダイアログボックスで、[送信（Submit）]をクリックします。
サーバの GUIが別のブラウザで起動します。

ラックサーバのシステムタスクの管理
システムタスクは、単一ノードおよび複数ノードのシステムで使用できます。システムタスク

ポリシーを含むシステムタスクの管理方法に関する詳細は、『Cisco UCS Director Administration
Guide』を参照してください。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [システム（Systems）]の順に選択します。

ステップ 2 [システムのタスク（System Tasks）]タブをクリックします。

ステップ 3 ラックサーバに使用できるシステムタスクにアクセスするには、左のカラムにある次のフォルダ

を展開します。

• [ラックサーバタスク（Rack Server Tasks）]：モニタリングタスクやインベントリタスクな
ど、ラックサーバに固有のシステムタスク。

• [一般（General）]：データ消去タスク、データ集約タスク、および削除したアカウントのク
リーンアップタスクなど、すべての実装に使用できるシステムタスク。

ステップ 4 テーブルでラックサーバタスクを選択すると、次のアクション（複数可）を実行できます。
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説明名前

[タスクの管理（ManageTask）]ダイアログボッ
クスで、次の手順を実行します。

1 [タスクの実行（Task Execution）]ドロップ
ダウンリストから、[有効（Enable）]または
[無効（Disable）]を選択します。

2 [システムタスクポリシー（System Task
Policy）]ドロップダウンリストから、[デ
フォルトシステムタスクポリシー

（default-system-task-policy）]または [ローカ
ル実行ポリシー（local-run-policy）]を選択
します。

3 タスクを実行する必要がある頻度を設定す

るには、[時間（Hours）]ドロップダウンリ
ストから時間数を選択します。

4 [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの管理（Manage Task）

タスクを実行します。今すぐ起動（Run Now）

システムタスクの履歴を表示します。詳細の表示（View Details）

ラックサーバのスケジュール管理

スケジュール管理の概要

スケジュールを定義することで、特定のタスクを後から別の時刻に実施できるようになります。

たとえば、ファームウェアのアップデート、サーバの検出、ポリシーやプロファイルの適用を、

事前定義した時刻や間隔でスケジュールできます。タスクは、サーバーのワークロードが低いオ

フピークにスケジュールすることができます。

スケジュールの作成

新しいスケジュールを作成する場合は、以下の手順に従います。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [スケジュール（Schedules）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [スケジュールの作成（Create Schedule）]ダイアログボックスで、以下のフィールドを入力しま
す。

説明フィールド

スケジュールタスクの名前を入力します。[スケジュール名（ScheduleName）]フィールド

スケジュールを有効にするには、このチェック

ボックスをオンにします。スケジュールを有効

または無効にする（[有効（Enable）]または [無
効（Disable）]オプションを使用）ことで、ス
ケジュールに関連付けられたタスクの実行を有

効または無効にすることができます。

[スケジュールの有効化（Enable Schedule）]
チェックボックス

スケジュールの実行を 1回限りにするか、繰り
返すかを選択します。

[1回限り（One Time）]のスケジュールを選択
する場合は、日付、時刻、午前、午後のオプ

ションボタンを選択します。

スケジュールの時刻はアプライアン

ス上の時刻に基づきます。ただし、

タイムゾーンはローカルクライアン

トのブラウザのものになります。

（注）

[繰り返し（Recurring）]のスケジュールを選択
した場合は、ドロップダウンリストから、日付

（0～ 30日）、時間、分を選択します。

[スケジューラタイプ（Scheduler Type）]オプ
ションボタン

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

次の作業

•既存のスケジュールを選択して、変更または削除したり、スケジュール済みのタスクを表示
したりできます。[スケジュール済みのタスクの表示（View Scheduled Tasks）]には、ファー
ムウェアイメージのアップグレード、自動検出の実行を行う場合に、スケジュールに関連付
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けられたファームウェアのアップグレード、自動検出、ポリシーおよびプロファイルの適用

の各タスクのステータスを確認できるレポートが表示されます。

• [スケジュール済みのタスクの削除（Remove Scheduled Tasks）]オプションを使用すること
で、当該のスケジュールに関連付けられている 1つまたは複数のタスクを選択して、そのタ
スクの関連付けを解除することができます。
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第 6 章

Cisco UCS C3260 サーバの管理

• Cisco UCS C3260高密度ストレージラックサーバについて, 37 ページ

• Cisco UCS Directorにおける Cisco UCS C3260サーバ管理, 37 ページ

• シャーシの管理, 38 ページ

Cisco UCS C3260 高密度ストレージラックサーバについて
Cisco UCS C3260は、デュアルサーバノードをサポートする高密度ストレージラックサーバで
す。これには、ビッグデータ、クラウド、オブジェクトストレージ、コンテンツ配信などの環境

で使用される大規模データセット用に最適化された 1台のサーバを搭載することもできます。こ
れは、Cisco UCS C-Seriesラックマウントサーバ製品ファミリに属します。

Cisco UCS C3260高密度ストレージラックサーバは、スタンドアロン環境で動作するように設計
されています。また、Cisco UCS Director統合で Cisco Unified Computing Systemの一部として機能
します。Cisco UCS C3260高密度ストレージラックサーバには、次の機能が含まれます。

•高速かつ可用性構成可能なディスクアレイ（RAID）および Just a Bunch Of Disks（JBOD）を
活用した、エンタープライズクラスの冗長化構成に対応

• Webベースアクセス、管理可能なインターフェイス（Cisco IntegratedManagementController）

•サーバノードの交換やアップグレード時にデータ移行が不要

•サーバシャーシの奥行きが短い設計

CiscoUCSC3260高密度ストレージラックサーバの詳細については、CiscoUCSC3260ラックサー
バ [英語]を参照してください。

Cisco UCS Director における Cisco UCS C3260 サーバ管理
Cisco UCS Directorを使用した Cisco UCS C3260サーバの管理方法は、他のラックマウントサーバ
の管理方法とほぼ同じです。他の Cシリーズサーバでサポートされるいくつかの機能とタスク
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は、UCS C3260サーバにも適用できます。ただし、これらのタスクの実行中に、多少の違いが生
じます。これには次が含まれます。

•ラックアカウントを追加する際に、仮想管理 IPアドレスを指定できますが、シャーシ管理
コントローラ（CMC）IPアドレスは指定できません。CMC IPアドレスを入力するとエラー
メッセージが表示されます。詳細については、ラックアカウントの追加, （8ページ）を参
照してください。

インベントリ収集タスクの後に、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブから Cisco UCS C3260
ラックサーバによって管理されるサーバを確認できます。

•ポリシーを追加または適用する際、ポリシーが Cisco UCS C3260サーバ専用かどうか指定で
きるようになりました。また、このサーバに対してのみ適用可能なゾーン分割ポリシーを作

成できるようになりました。

レガシーブート順序ポリシーおよび Flex Flashポリシーは、Cisco UCS 3260ラックサーバで
は使用できません。

•サーバレベルでファームウェアアップグレードを実行できます。ただし、サーバのアップ
グレード中に、サーバに関連付けられたシャーシコンポーネントとディスクドライブコン

ポーネントもアップグレードされます。詳細については、ファームウェアイメージのアップ

グレード, （88ページ）を参照してください。

シャーシの管理

シャーシの再起動

シャーシを再起動する場合は、次の手順を実行します。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで [シャーシ（Chassis）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからシャーシを選択し、[CMCの再起動（Reboot CMC）]をクリックします。

ステップ 5 [シャーシ管理コントローラの再起動（Reboot Chassis Management Controller）]ダイアログボック
スで、[CMC1]または [CMC2]のいずれかを選択します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 7 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
選択したシャーシが再起動されます。

    Cisco UCS Director リリース 6.0 管理ガイド（ラックサーバ用）
38

Cisco UCS C3260 サーバの管理
シャーシの管理



シャーシのタグの管理

タギングは、リソースグループまたはラックサーバなどのオブジェクトにラベルを割り当てるた

めに使用されます。タグは、ラックの位置、担当サポートグループ、目的、またはオペレーティ

ングシステムなどの情報を提供するために使用できます。シャーシのタグを追加または変更する

には、次の手順を実行します。ラックマウントサーバのタグの追加については、ラックマウント

サーバのタグの追加, （28ページ）を参照してください。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで [シャーシ（Chassis）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからシャーシを選択し、[タグの管理（Manage Tags）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[タグの管理（Manage Tags）]ボタンは表示され
ません。

（注）

ステップ 5 [タグの管理（Manage Tags）]テーブルにエントリを追加するには、[+]をクリックします。

ステップ 6 [タグへのエントリの追加（Add Entry to Tag）]ダイアログボックスで、次のように入力します。
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説明フィールド

[タグ名（Tag Name）]
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説明フィールド

ドロップダウンリストからタグ名を選択して

[送信（Submit）]をクリックするか、新しいタ
グを作成します。

1 [+]アイコンをクリックします。

2 [タグの作成（Create Tag）]ウィンドウで、
次の手順を実行します。

a [名前（Name）]フィールドに、タグの記
述名を入力します。

b [説明（Description）]フィールドに、タ
グの説明を入力します。

c [タイプ（Type）]フィールドで、ドロッ
プダウンリストから [文字列（String）]
または [整数（Integer）]を選択します。

d [可能なタグ値（Possible Tag Values）]
フィールドで、可能なタグ値を入力しま

す。

e [次へ（Next）]をクリックします。

f [適用性ルール（Applicability Rules）]ペ
インで、[+]アイコンをクリックして、
[タグ付け可能なエンティティ（Taggable
Entities）]テーブルに新しいエントリを
追加します。

3 [エンティティへのエントリの追加（Add
Entry to Entities）]ウィンドウで、[カテゴリ
（Category）]ドロップダウンリストからカ
テゴリを選択します。次のいずれかを設定

できます。

• [Physical_Compute]カテゴリの場合、
ラックサーバのタグエンティティが作

成されます。

• [Administration]カテゴリの場合、ユー
ザ用のタグエンティティが作成されま

す。

4 [シャーシ（Chassis）]チェックボックスを
オンにします。
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説明フィールド

[送信（Submit）]をクリックします。
タグは、セットになったタグ付け

可能なエンティティに応じてそれ

ぞれのカテゴリの下に表示されま

す。

（注）

5

6 確認ダイアログボックスで、[OK]をクリッ
クします。

ドロップダウンリストからタグ値を選択しま

す。

[タグ値（Tag Value）]

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 9 [タグの管理（Manage Tags）]ダイアログボックスでタグを選択し、[編集（Edit）]アイコンをク
リックしてタグを編集します。

ステップ 10 タグ名とタグ値を選択して、タグを変更します。

ステップ 11 [Submit（送信）]をクリックします。

ステップ 12 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

シャーシのタグの追加

タギングは、リソースグループまたはラックサーバなどのオブジェクトにラベルを割り当てるた

めに使用されます。タグは、ラックの位置、担当サポートグループ、目的、またはオペレーティ

ングシステムなどの情報を提供するために使用できます。Cisco UCS C3260ラックサーバにタグ
を追加するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

サーバがラックアカウントとしてラックグループに追加されています。

複数のラックサーバを選択することもできます。（注）
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手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで [シャーシ（Chassis）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからシャーシを選択し、[タグの追加（Add Tags）]をクリックします。
リストからサーバを選択するまでは、[タグの追加（Add Tags）]ボタンは表示されませ
ん。

（注）

ステップ 5 ドロップダウンリストから [タグ名（Tag Name）]を選択します。
使用できるタグがない場合、この時点で新しいタグを作成できます。シャーシ管理用のタグを作

成するには、xrefを参照してください。

ステップ 6 ドロップダウンリストから [タグの値（Tag Value）]を選択します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

フロントロケータ LED の設定
サーバロケータLEDを使用すると、データセンター内の多数のサーバ間で特定のサーバを識別で
きます。選択したシャーシのフロントロケータLEDをオンまたはオフにするときには、次の手順
を実行します。

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで [シャーシ（Chassis）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストからシャーシを選択し、[フロントロケータLED（FrontLocatorLED）]をクリックします。

ステップ 5 [選択したシャーシのフロントロケータ LEDのオン/オフを切り替える（Turn the Front Locator LED
for selected chassis on/off）]ドロップダウンリストから [オン（ON）]または [オフ（OFF）]を選
択します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 7 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
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第 7 章

ラックサーバポリシーおよびプロファイル

の管理

この章は次のトピックで構成されています。

• ラックサーバポリシー, 45 ページ

• ラックサーバプロファイル, 77 ページ

ラックサーバポリシー
ラックサーバポリシーは、Cisco UCS Directorでラックサーバのさまざまな属性の設定を定義す
るための主要なメカニズムです。これらのポリシーは、ラックサーバ間で設定の一貫性と再現性

を実現するのに役立ちます。包括的なポリシーセットを定義して使用することにより、類似した

設定が多数のラックサーバ全体に適用されるため、一貫性、制御、予測可能性、および自動化を

改善できます。

次のワークフローでは、Cisco UCS Directorでサーバポリシーを使用する方法を示します。

1 BIOSポリシーまたはNTPポリシーなどのサーバポリシーを作成します。次のいずれかの方法
でポリシーを作成できます。

a 新しいポリシーを作成します。さまざまなポリシータイプ、および新しいポリシーの作成

については、「サーバポリシーの作成, （46ページ）」を参照してください。

b サーバの既存の設定からポリシーを作成します。サーバの既存の設定からポリシーを作成

する方法については、「既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）」を参照してく
ださい。

2 サーバにポリシーを適用します。ポリシーの適用方法については、「ポリシーの適用, （76
ページ）」を参照してください。

3 ポリシーに関する次のタスクを実行できます。
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特定のポリシーにマッピングされているサーバのリストを表示します。これらのタスクの

実行については、「サーバポリシーの共通タスク, （49ページ）」を参照してください。
a

b ポリシーを編集して値を変更します。

c 不要になったポリシーを削除します。

d ポリシーを複製して同様の値を使用します。

e 複数のポリシーを 1つのサーバプロファイルにグループ化します。プロファイルの適用方
法については、「ポリシーの適用, （76ページ）」を参照してください。

サーバポリシーの作成

新しいサーバポリシーを作成する場合は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [ポリシーを追加（Add Policy）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストからポリシータ
イプを選択します。

ポリシータイプに基づいたポリシーの作成に関する詳細は、以下の表からポリシータイプを選択

してください。これらのポリシーの設定に必要なさまざまなプロパティは、『Cisco UCS C-Series
Servers IntegratedManagement Controller GUIConfigurationGuide』で確認できます。このマニュアル
の関連する項を各ポリシータイプの横に示しています。

『Cisco UCS C-Series Servers
Integrated Management Controller
GUI Configuration Guide』の項

このマニュアルに記載されている

手順

ポリシー

Configuring BIOS SettingsBIOSポリシーの作成, （50ペー
ジ）

BIOSポリシー

Managing Storage Adaptersディスクグループポリシーの作成,
（51ページ）

ディスクグループポリ

シー

Flexible Flashコントローラの管
理

FlexFlashポリシー, （52ページ）FlexFlashポリシー

Configuring IPMIIPMI Over LANポリシーの作成, （
56ページ）

IPMI over LANポリシー
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『Cisco UCS C-Series Servers
Integrated Management Controller
GUI Configuration Guide』の項

このマニュアルに記載されている

手順

ポリシー

Configuring the LDAP ServerLDAPポリシーの作成, （57ペー
ジ）

LDAPポリシー

Server Boot Orderレガシーブート順序ポリシーの作

成, （59ページ）
レガシーブート順序ポリ

シー

ネットワーク関連の設定ネットワーク設定ポリシーの作成,
（60ページ）

ネットワーク設定ポリ

シー

Network Security Configurationネットワークセキュリティポリ

シーの作成, （62ページ）
ネットワークセキュリ

ティポリシー

Configuring Network Time Protocol
Settings

NTPポリシーの作成, （63ペー
ジ）

ネットワークタイムプロ

トコルポリシー

Configuring the Precision Boot
Order

高精度ブート順序ポリシーの作成,
（64ページ）

高精度ブート順序ポリ

シー

Managing Storage AdaptersRAIDポリシーの作成, （65ペー
ジ）

RAIDポリシー

Configuring Serial Over LANSerialOver LANポリシーの作成, （
67ページ）

Serial Over LANポリシー

Configuring SNMPSNMPポリシーの作成, （68ペー
ジ）

SNMPポリシー

Configuring SSHSSHポリシーの作成, （69ペー
ジ）

SSHポリシー

Configuring Local Usersユーザポリシーの作成, （70ペー
ジ）

ユーザポリシー

Viewing VIC Adapter PropertiesVICアダプタポリシーの作成, （
71ページ）

VICアダプタポリシー

Configuring the Virtual KVM仮想 KVMポリシーの作成, （72
ページ）

仮想 KVMポリシー

Configuring Virtual MediavMediaポリシーの作成, （73ペー
ジ）

vMediaポリシー
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『Cisco UCS C-Series Servers
Integrated Management Controller
GUI Configuration Guide』の項

このマニュアルに記載されている

手順

ポリシー

『Cisco UCS C-Series Integrated
Management Controller GUI
Configuration Guide for C3260
Servers』の「Dynamic Storage」。

ゾーン分割ポリシーの作成, （74
ページ）

ゾーン分割ポリシー

次の作業

サーバにポリシーを適用します。ポリシーの適用方法については、ポリシーの適用, （76ペー
ジ）を参照してください。

既存の設定からのポリシーの作成

以前に設定したサーバを使用してポリシーを作成することもできます。サーバの既存の設定を再

利用することで、類似した設定の作成にかかる時間と手間を削減できます。

サーバの現在の設定からポリシーを作成する場合、パスワードフィールドはサーバから取得

されません。

（注）

サーバの現在の設定からポリシーを作成する場合は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストからポリシーを選択し、[送信
（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 表示されるダイアログボックスで、[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy
from current configuration of the server）]チェックボックスをオンにして、[次へ（Next）]をクリッ
クします。

ステップ 6 [サーバの詳細（Server Details）]ダイアログボックスで、[サーバの現在の設定からポリシーを作
成する（Create policy from current configuration of the server）]チェックボックスをオンにします。
次の 2つの方法でサーバの詳細を使用できます。
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a) [手動でサーバの詳細を入力する（Enter Server DetailsManually）]チェックボックスをオンにし
て、次のフィールドに入力します。

1 [サーバ IP（Server IP）]フィールドに IPアドレスを入力します。

2 [クレデンシャルポリシーの使用（UseCredential Policy）]チェックボックスをオンにして既
存のポリシーを選択し、[クレデンシャルポリシー（Credential Policy）]ドロップダウンリ
ストからポリシーを選択するか、[クレデンシャルポリシー（Credential Policy）]ドロップ
ダウンリストの横にある [+]をクリックして、[クレデンシャルポリシー追加フォーム
（Credential Policy Add Form）]ダイアログボックスで詳細を入力して新しいポリシーを作
成します。

3 [ユーザ名（User Name）]フィールドにサーバのログイン名を入力します。

4 [パスワード（Password）]フィールドにサーバのログインパスワードを入力します。

5 [プロトコル（Protocol）]ドロップダウンリストから [http]または [https]を選択します。

6 [ポート（Port）]フィールドに、選択したプロトコルに関連付けられたポート番号を入力し
ます。

b) [選択（Select）]をクリックして、設定を取得するサーバを選択します。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。
[メイン（Main）]ダイアログボックスに戻ります。ウィザードのプロンプトに従って、ポリシー
の作成を続行します。各ポリシーのフィールドは、システムで作成するポリシーによって異なり

ます。

サーバポリシーの共通タスク

既存のポリシーのサーバマッピングの詳細を編集、削除、複製、または表示するには、次の手順

を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 左側のペインでポリシーを展開し、ポリシーを選択します。

ステップ 4 ポリシーをサーバまたはサーバグループに適用するには、[適用（Apply）]をクリックします。プ
ロファイルの適用方法については、ポリシーの適用, （76ページ）を参照してください。

ステップ 5 （任意） [詳細の表示（ViewDetails）]をクリックすると、適用したポリシーのステータス、ポリ
シーを適用したサーバの詳細など、選択したポリシーの詳細が表示されます。ポリシーが正常に

Cisco UCS Director リリース 6.0 管理ガイド（ラックサーバ用）
49

ラックサーバポリシーおよびプロファイルの管理

サーバポリシーの共通タスク



適用されていない場合は、[ステータスメッセージ（Status Message）]カラムにエラーメッセージ
が表示されます。

ステップ 6 （任意） ポリシーを変更するには、[プロパティ（Properties）]をクリックして必要なプロパティ
を変更します。

ポリシー名を変更する場合は、すでに存在する名前を指定しないようにしてください。

ステップ 7 （任意） ポリシーを複製するには、[複製（Clone）]をクリックして選択したポリシーの詳細を
新しいポリシーにコピーします。

ステップ 8 （任意）ポリシーを削除するには、[削除（Delete）]をクリックします。[ポリシーの削除（Delete
Policy）]ダイアログボックスで、[選択（Select）]をクリックして削除するポリシーを選択しま
す。[選択（Select）]と [送信（Submit）]をクリックします。
選択したポリシー（複数可）がサーバに関連付けられていても削除できます。プロファイルに関

連付けられたポリシーを削除しようとすると、エラーが発生します。

ステップ 9 状況に応じて、[送信（Submit）]および [閉じる（Close）]、またはいずれかをクリックします。

BIOS ポリシーの作成
BIOSポリシーは、サーバの BIOS設定を自動化します。サーバまたはサーバの集合のニーズに合
う特定の BIOS設定グループを含む BIOSポリシーを 1つ以上作成できます。サーバの BIOSポリ
シーを指定しない場合、BIOS設定は新しいベアメタルサーバのデフォルト値か、Cisco IMCを使
用して設定した値のままになります。BIOSポリシーを指定すると、それまでにサーバに設定した
すべての値はポリシーで指定した値に置き換えられます。

BIOSの各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagement
Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring BIOS Settings」の項を参照してください。

BIOSポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [BIOSポリシー（BIOSPolicy）]
を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
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スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

CiscoUCSDirectorの一部のプロパティまたは属性は、特定のCisco IMCバージョンを実
行しているサーバに適用できない場合があります。Cisco IMCサーバで使用できないプ
ロパティは、プロパティフィールドで [プラットフォームデフォルト（Platform-Default）]
と表示されます。

（注）

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[ブートオプションの再試行（Boot Option Retry）]、
[POSTエラー停止（Post Error Pause）]、[TPMサポート（TPM Support）]ドロップダウンリスト
など、メインの BIOSプロパティの値を選択します。

ステップ 7 [詳細設定（Advanced）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから BIOSプロパティ値
を選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [サーバ管理（ServerManagement）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストからサーバプ
ロパティ値を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 9 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ディスクグループポリシーの作成

ディスクグループポリシーを使用して、仮想ドライブに使用する物理ディスクを選択し、さらに

仮想ドライブに関連付けられた各種属性を設定できます。

ディスクグループポリシーはディスクグループの作成方法と設定方法を定義したものです。こ

のポリシーで、仮想ドライブに使用する RAIDレベルを指定します。1つのディスクグループポ
リシーを使用して、複数のディスクグループを管理できます。1つのディスクグループポリシー
を複数の仮想ドライブに関連付けることができます。この場合、仮想ドライブは同じ仮想ドライ

ブグループスペースを共有します。RAIDポリシーの別の仮想ドライブに関連付けられたディス
クグループポリシーは、異なるディスクグループポリシー間で物理ディスクを繰り返し使用し

ません。RAIDポリシーの詳細については、RAIDポリシーの作成, （65ページ）を参照してくだ
さい。

ディスクグループの各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide』の「Managing Storage Adapters」の項を参照してく
ださい。

ディスクグループポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [ディスクグループポリシー
（Disk Group Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 [仮想ドライブの設定（Virtual Drive Configuration）]ダイアログボックスで、仮想ドライブのプロ
パティを選択して [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [ローカルディスクの設定（Local Disk Configuration）]ダイアログボックスで [+]をクリックし、
ローカルディスクの設定を参照するエントリを追加して、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 9 [メイン（Main）]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 10 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
（注） •サーバの現在の設定からディスクグループポリシーを作成することはできません。

• RAIDポリシーをサーバの現在の設定から作成すると、ディスクグループポリシー
もサーバの設定から自動的に作成されます。

FlexFlash ポリシー
FlexFlashポリシーを使用することで、SDカードを設定し、有効にすることができます。

各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagementController
GUI Configuration Guide』の「Managing the Flexible Flash Controller」の項を参照してください。

FlexFlashをサポートするCisco IntegratedManagement Controllerファームウェアの最小バージョ
ンは 2.0(2c)です。

（注）

FlexFlashポリシーを作成するには、以下の手順に従います。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [FlexFlashポリシー（FlexFlash
Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 4 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 5 [カードの設定（Configure Cards）]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。

説明フィールド

以下のファームウェア動作モードのいずれかを

選択します。

• [ミラーモード（MirrorMode）]：このモー
ドはミラー設定であり、C220 M4および
C240 M4サーバのみで使用できます。

• [Utilモード（Util Mode）]：このモードで
は、4つのパーティションがある 1枚の
カードおよび1つのパーティションがある
1枚のカードが作成されます。このモード
を使用できるのは C220 M4および C240
M4サーバのみです。

• [適用なし（Not Applicable）]：ファーム
ウェア動作モードは選択されません。[適
用なし（Not Applicable）]を選択した場合
は、ステップ 6に進んでください。この
モードが使用できるのは、C220M3、C240
M3、C22、C24、およびC460M4サーバの
みです。

[ファームウェアモード（Firmware Mode）]ペ
イン

パーティションの名前。[パーティション名（Partition Name）]フィール
ド
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説明フィールド

2枚目のカードの 1つのパーティションに割り
当てられる名前（2枚目のカードがある場合）。

このオプションは、Utilモードの場合
にのみ使用できます。

（注）

[非 Utilカードのパーティション名（Non Util
Card Partition Name）]フィールド

SDカードがある場合は [スロット 1（Slot 1）]
または [スロット2（Slot 2）]を選択し、SDカー
ドがサーバに 1枚しかない場合は [なし
（None）]を選択します。

[なし（None）]は [Utilカードの選択
（Select Util Card）]オプションの場
合にのみ選択できます。

（注）

[プライマリカードの選択（Select Primary
Card）]（ミラーモードの場合に使用可能）ま
たは [Utilカードの選択（SelectUtil Card）]（Util
モードの場合に使用可能）ドロップダウンリス

ト。

選択されたスロットで使用できる SDカードを
自動的に同期します。

このオプションは、ミラーモードの

場合にのみ使用できます。

（注）

[自動同期（Auto Sync）]チェックボックス

Cisco FlexFlashカードのスロット 1へのアクセ
ス中に許容される読み取りエラーの数。読み取

りエラーの数がカード上のこのしきい値を超え

ると、カードが正常でないとマークされます。

読み取りエラーのしきい値を指定するには、1
～ 255の整数を入力します。検出されたエラー
数に関係なく、カードが無効にならないように

指定するには、0（ゼロ）を入力します。

[スロット 1読み取りエラーしきい値（Slot-1
Read Error Threshold）]フィールド

Cisco FlexFlashカードのスロット 1へのアクセ
ス中に許容される書き込みエラーの数。書き込

みエラーの数がカード上のこのしきい値を超え

ると、カードが正常でないとマークされます。

書き込みエラーのしきい値を指定するには、1
～ 255の整数を入力します。検出されたエラー
数に関係なく、カードが無効にならないように

指定するには、0（ゼロ）を入力します。

[スロット 1書き込みエラーしきい値（Slot-1
Write Error Threshold）]フィールド
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説明フィールド

Cisco FlexFlashカードのスロット 2へのアクセ
ス中に許容される読み取りエラーの数。読み取

りエラーの数がカード上のこのしきい値を超え

ると、カードが正常でないとマークされます。

読み取りエラーのしきい値を指定するには、1
～ 255の整数を入力します。検出されたエラー
数に関係なく、カードが無効にならないように

指定するには、0（ゼロ）を入力します。

このオプションは、Utilモードの場合
にのみ使用できます。ミラーモード

の場合、スロット 1の読み取り/書き
込みしきい値はスロット 2にも適用
されます。

（注）

[スロット 2読み取りエラーしきい値（Slot-2
Read Error Threshold）]フィールド

Cisco FlexFlashカードのスロット 2へのアクセ
ス中に許容される書き込みエラーの数。書き込

みエラーの数がカード上のこのしきい値を超え

ると、カードが正常でないとマークされます。

書き込みエラーのしきい値を指定するには、1
～ 255の整数を入力します。検出されたエラー
数に関係なく、カードが無効にならないように

指定するには、0（ゼロ）を入力します。

このオプションは、Utilモードの場合
にのみ使用できます。ミラーモード

の場合、スロット 1の読み取り/書き
込みしきい値はスロット 2にも適用
されます。

（注）

[スロット 2書き込みエラーしきい値（Slot-2
Write Error Threshold）]フィールド

ステップ 6 ステップ 5の [詳細（Details）]ペインで [適用なし（Not Applicable）]を選択した場合は、以下の
フィールドを入力します。

説明フィールド

USB形式のドライブとして、サーバに対して使
用可能にできる仮想ドライブ。

[有効な仮想ドライブ（Virtual Drive Enable）]ド
ロップダウンリスト

プライマリ RAIDメンバが存在するスロット。[RAIDプライマリメンバー（RAID Primary
Member）]ドロップダウンリスト

セカンダリ RAIDの役割。[RAIDセカンダリロール（RAID Secondary
Role）]ドロップダウンリスト
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説明フィールド

Cisco FlexFlashカードへのアクセス中に許容さ
れる読み取りエラーの数。読み取りエラーの数

がカード上のこのしきい値を超えると、カード

が正常でないとマークされます。

読み取りエラーのしきい値を指定するには、1
～ 255の整数を入力します。検出されたエラー
数に関係なく、カードが無効にならないように

指定するには、0（ゼロ）を入力します。

[I/O読み取りエラーしきい値（I/O Read Error
Threshold）]フィールド

Cisco FlexFlashカードへのアクセス中に許容さ
れる書き込みエラーの数。書き込みエラーの数

がカード上のこのしきい値を超えると、カード

が正常でないとマークされます。

Cisco FlexFlashカードへのアクセス中に許容さ
れる書き込みエラーの数。書き込みエラーの数

がカード上のこのしきい値を超えると、カード

が正常でないとマークされます。

[I/O書き込みエラーしきい値（I/O Write Error
Threshold）]フィールド

オンにした場合、[送信（Submit）]をクリック
すると、読み取り/書き込みエラーがクリアされ
ます。

[エラーのクリア（Clear Errors）]チェックボッ
クス

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
[ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]テーブルで既存のFlexFlashポリシーを選択後、ユー
ザインターフェイスで各操作オプションを選択すれば、そのポリシーの削除、編集、複製、適用

や、適用状況の表示を実施することができます。

FlexFlashのポリシーの適用は、以下の 2つのステップで行われます。（注）

1 サーバの設定がデフォルトに設定されます。

2 新しいポリシーの設定が適用されます。このステップで何らかの障害が発生した場

合、既存の設定はポリシーに適用される前に失われます。

IPMI Over LAN ポリシーの作成
IPMI over LANポリシーは、Cisco IMCを IPMIメッセージで管理する場合に設定します。
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各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagementController
GUI Configuration Guide』の「Configuring IPMI」の項を参照してください。

IPMI Over LANポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [IPMIOverLANポリシー（IPMI
Over LAN Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]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。

説明フィールド

IPMIプロパティを設定するには、このチェック
ボックスをオンにします。

[IPMI Over LANの有効化（Enable IPMI Over
LAN）]チェックボックス

ドロップダウンリストから権限レベルを選択し

ます。

[特権レベルの制限（Privilege Level Limit）]ド
ロップダウンリスト

フィールドにキーを入力します。[暗号化キー（Encryption Key）]フィールド

暗号キーは 40文字を超えない偶数の 16進数文字である必要があります。指定した文字
数が 40未満の場合、キーの長さが 40文字になるようゼロが追加されます。

（注）

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

LDAP ポリシーの作成
Cisco UCS Directorは、LDAPポリシーを使用したサーバでの LDAP設定をサポートします。サー
バまたはサーバの集合のニーズに合う特定の LDAP設定グループを含む LDAPポリシーを 1つ以
上作成できます。
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LDAPの各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagement
Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring LDAP Server」の項を参照してください。

LDAPポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [LDAPポリシー（LDAPPolicy）]
を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、LDAPプロパティを入力します。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [LDAPサーバ（LDAP Servers）]ダイアログボックスで、LDAPサーバの詳細を入力します。

ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 10 [グループ認証（GroupAuthorization）]ダイアログボックスで、グループ認証の詳細を入力し、[+]
をクリックして LDAPグループエントリをテーブルに追加します。

ステップ 11 [LDAPグループへのエントリの追加（AddEntry toLDAPGroups）]ダイアログボックスで、グルー
プの詳細を入力します。

ステップ 12 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 13 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 14 [グループ認証（Group Authorization）]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 15 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
（注） •それまでにラックサーバで設定した既存の LDAPロールグループが削除され、ポ

リシーで設定したロールグループに置き換えられます。ポリシーにロールグルー

プを追加していない場合、サーバの既存のロールグループは削除されますが、置

換は行われません。

• [ネストしたグループの検索の深さ（Nested Group Search Depth）]は、Cisco IMC
バージョン 2.0(4c)以降にのみ適用されます。Cisco IMCの 2.0(4c)より前のバージョ
ンを実行しているサーバでは、ポリシーを使用してこの値を適用することはできま

せん。
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レガシーブート順序ポリシーの作成

レガシーブート順序ポリシーは、ラックサーバのブート順序の設定を自動化します。サーバまた

はサーバの集合のニーズに合う特定のブート順序設定グループを含むレガシーブート順序ポリ

シーを 1つ以上作成できます。Cisco UCS Directorを使用して、使用可能なブートデバイスタイ
プからラックサーバがブートを試行する順序を設定できます。デバイスの線形順序付けが可能な

高精度ブート順序を設定することもできます。高精度ブート順序の詳細については、高精度ブー

ト順序ポリシーの作成, （64ページ）を参照してください。

サーバブート順序の各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide』の「Server Boot Order」の項を参照してください。

レガシーブート順序ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [レガシーブート順序ポリシー
（Legacy Boot Order Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[+]をクリックしてドロップダウンリストからデバイ
スタイプを選択します。追加したデバイスがテーブルに表示されます。

[デバイスの選択（Select Devices）]テーブルで、既存のデバイスを選択して [X]をクリックする
と、そのデバイスが削除されます。エントリの順序を並べ替えるには、上下の矢印アイコンを使

用します。テーブルのエントリの順序によって、ブート順序が決まります。

同じデバイスタイプを再度追加することはできません。

ステップ 7 [選択デバイスへのエントリの追加（Add Entry to Select 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 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 9 [メイン（Main）]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 10 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
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このポリシーは、Cisco IMCの 2.0より前のバージョンにのみ適用できます。これ以降
のバージョンのCisco IMCを実行しているサーバにポリシーを適用すると、エラーメッ
セージが表示されます。2.0より後のバージョンを実行しているサーバでは、高精度ブー
ト順序ポリシーを代わりに使用してください。

（注）

ネットワーク設定ポリシーの作成

ネットワーク設定ポリシーを使用して、サーバに以下のネットワーク設定を指定できます。

• DNSドメイン

• IPv4および IPv6用の DNSサーバ

• VLANの設定

各種のネットワーク設定プロパティに関する詳細は、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring Network-Related Settings」の項を参
照してください。

ネットワーク設定ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [ネットワーク設定ポリシー
（Network Configuration Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 ポリシーがCiscoUCSC3260サーバ用の場合、[CiscoUCSC3260]チェックボックスをオンにして、
[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [メイン（Main）]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。

説明フィールド

共通のプロパティ
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説明フィールド

ダイナミックDNSを使用することを示すには、
このチェックボックスをオンにします。

ダイナミック DNSは、Cisco UCS Directorから
DNSサーバのリソースレコードを追加または
更新するために使用されます。

[ダイナミックDNSの使用（UseDynamicDNS）]
チェックボックス

[ダイナミック DNSの使用（Use Dynamic DNS）]チェックボックスがオンの場合

ドメインを指定できます。

このドメインは、メインドメインまたはサブ

ドメインのどちらにもできます。このドメイン

名は、DDNS更新のため Cisco UCS Directorの
ホスト名に付加されます。

[ダイナミックDNS更新ドメイン（DynamicDNS
Update Domain）]フィールド

IPv4プロパティ

オンにすると、Cisco UCS Directorは DNSサー
バアドレスを DHCPから取得します。

[DHCPから DNSサーバアドレスを取得する
（Obtain DNS Server Addresses from DHCP）]
チェックボックス

[DHCPからDNSサーバアドレスを取得する（Obtain DNS Server Addresses from DHCP）]チェッ
クボックスをオフにした場合

プライマリ DNSサーバの IPアドレス。[優先 DNSサーバ（Preferred DNS Server）]
フィールド

セカンダリ DNSサーバの IPアドレス。[代替 DNSサーバ（Alternate DNS Server）]
フィールド

IPv6プロパティ

オンにすると、Cisco UCS Directorは DNSサー
バアドレスを DHCPから取得します。

[DHCPから DNSサーバアドレスを取得する
（Obtain DNS Server Addresses from DHCP）]
チェックボックス

[DHCPからDNSサーバアドレスを取得する（Obtain DNS Server Addresses from DHCP）]チェッ
クボックスをオフにした場合

プライマリ DNSサーバの IPアドレス。[優先 DNSサーバ（Preferred DNS Server）]
フィールド

セカンダリ DNSサーバの IPアドレス。[代替 DNSサーバ（Alternate DNS Server）]
フィールド
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説明フィールド

VLANプロパティ

オンにすると、仮想 LANに接続されます。[VLANの有効化（EnableVLAN）]チェックボッ
クス

[VLANの有効化（Enable VLAN）]チェックボックスをオンにした場合

VLAN ID。[VLAN ID]フィールド

VLANでのこのシステムのプライオリティ。[優先順位（Priority）]フィールド

ステップ 8 [一般（General）]ペインで [CiscoUCSC3260]チェックボックスをオンにした場合、次の手順を実
行する必要があります。

a) [CMC設定（CMC Settings）]ペインで、ホスト名と IPv4アドレスを指定し、[次へ（Next）]
をクリックします。

b) [BMC設定（BMC Settings）]ペインで、ホスト名と IPv4アドレスを指定し、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 9 [確認（Confirm）]ペインで、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 10 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
Cisco UCS Directorとラックサーバの間のネットワークの DHCP設定に依存する通信が遮
断されないようにするため、次の設定を使用するときには注意してください。

DNS IPアドレスを取得するためにDHCPを使用すると、システムはサーバの管理 IPアド
レスの取得にも DHCPを使用するようにラックサーバ（このポリシーが適用される）を
設定します。

注意

ネットワークセキュリティポリシーの作成

CiscoUCSDirectorは、IPブロッキングをネットワークセキュリティとして使用します。IPブロッ
キングは、サーバまたはWebサイトと特定の IPアドレスやアドレス範囲との間の接続を阻止し
ます。IPブロッキングは、事実上これらのコンピュータからWebサイト、メールサーバ、また
はその他のインターネットサーバへの不要な接続を禁止します。サーバまたはサーバの集合の

ニーズに合う特定の IPプロパティグループを含むネットワークセキュリティポリシーを 1つ以
上作成できます。

ネットワークセキュリティの各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers
Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』の「Network Security Configuration」の項
を参照してください。

ネットワークセキュリティポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [ネットワークセキュリティ
（Network Security）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[IPブロッキングの有効化（Enable IPBlocking）]チェッ
クボックスをオンにして IPをブロックし、属性を入力して IPブロッキングのプロパティを設定
します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

NTP ポリシーの作成
NTPサービスを使用すると、Cisco UCS Directorによって管理されるサーバが NTPサーバと時刻
を同期するように設定することができます。デフォルトでは、NTPサーバはCiscoUCSDirectorで
動作しません。NTPサーバとして動作する、1台から最大 4台のサーバの IP/DNSアドレスを指定
し、NTPサービスを有効にして設定する必要があります。NTPサービスを有効にすると、Cisco
UCS Directorは設定した NTPサーバと管理対象サーバの時刻を同期します。

NTPの各種プロパティの設定に関する詳細は、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management
Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring Network Time Protocol Settings」の項を参照し
てください。

NTPポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [NTPポリシー（NTPPolicy）]
を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[NTPの有効化（Enable NTP）]チェックボックスをオ
ンにして代替サーバを有効化し、最大 4台の NTPサーバを指定します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
このポリシーは、Eシリーズサーバモデルには使用できませ
ん。

（注）

高精度ブート順序ポリシーの作成

高精度ブート順序を設定すると、デバイスの線形順序付けが可能になります。Cisco UCS Director
では、ブート順序およびブートモードの変更、各デバイスタイプに基づいた複数のデバイスの追

加、ブート順序の並び替え、各デバイスタイプのパラメータの設定が可能です。

ブート順序の各種プロパティの設定に関する詳細は、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring the Precision Boot Order」の項を参
照してください。

このポリシーは、バージョン 2.x以降のCisco IMCを実行しているサーバに対して作成できます。
2.xより前のバージョンを実行しているサーバでは、レガシーブート順序ポリシーを代わりに設
定してください。

高精度ブート順序ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [高精度ブート順序ポリシー
（Precision Boot Order Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[UEFIセキュアブート（UEFI Secure Boot）]チェック
ボックスをオンにするか、[ブートモードの設定（Configure Boot Mode）]ドロップダウンリスト
からブートモードを選択します。

ステップ 7 [+]をクリックして、デバイスの詳細を選択または入力します。追加したデバイスがテーブルに表
示されます。

[デバイスの選択（SelectDevices）]テーブルで既存のデバイスを選択し、[X]をクリックしてデバ
イスを削除したり、編集アイコンをクリックしてデバイスを編集したりすることができます。エ

ントリの順序を並べ替えるには、上下の矢印アイコンを使用します。テーブルのエントリの順序

によって、ブート順序が決まります。

ステップ 8 [選択デバイスへのエントリの追加（Add Entry to Select 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 9 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 10 [メイン（Main）]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 11 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

RAID ポリシーの作成
RAIDポリシーを使用して、サーバで仮想ドライブを作成できます。仮想ドライブのストレージ容
量も設定できます。RAIDポリシーの各仮想ドライブはディスクグループポリシーに関連付けら
れます。ディスクグループポリシーを使用して、特定の仮想ドライブに使用するディスクを選択

および設定できます。

RAIDポリシーは、次でのみサポートされます。

• RAID設定をサポートするストレージコントローラ。
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• Cisco IMCファームウェアバージョン 2.0(4c)以降。

•単一のストレージコントローラを含むサーバ。複数のストレージコントローラを含むサー
バでは、最初のスロットのストレージコントローラにのみRAIDポリシーが適用されます。

各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagementController
GUI Configuration Guide』の「Managing Storage Adapters」の項を参照してください。

RAIDポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [RAIDポリシー（RAIDPolicy）]
を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 ポリシーがCiscoUCSC3260サーバ用の場合、[CiscoUCSC3260]チェックボックスをオンにして、
[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [メイン（Main）]ダイアログボックスで [+]をクリックして、サーバで設定する仮想ドライブを
[仮想ドライブ（Virtual Drives）]リストに追加します。

ステップ 8 [仮想ドライブへのエントリの追加（Add Entry to Virtual Drives）]ダイアログボックスで、仮想ド
ライブの詳細を入力または選択します。

ドロップダウンリストから既存のディスクグループポリシーを選択して編集するか、新しいディ

スクグループポリシーを追加してローカルディスクを指定することができます。ディスクグルー

プポリシーを作成するには、「#unique_81」を参照してください。
2つの仮想ドライブを作成して同じディスクグループポリシーに関連付けると、同じ
仮想ドライブグループスペースを共有します。

（注）

ステップ 9 [エントリの追加（Add Entry）]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 10 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 11 サーバの既存の仮想ドライブをすべて削除するには、[既存の仮想ドライブの削除（Delete existing
Virtual Drives）]チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにすると、サーバの既存の仮想ドライブは、ポリシーの適用時にす

べて削除されます。この結果、既存のデータは失われます。

ステップ 12 [未使用ディスクを設定する（Configure Unused Disks）]チェックボックスをオンにして、残りの
ディスクを設定します。
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このオプションは、JBODをサポートするストレージコントローラにのみ適用されます。仮想ド
ライブまたはホットスペアに使用されないディスクは、JBODとして設定されます。

a) 次のいずれかのオプションをオンにしてください。

• [未設定で良好（Unconfigured Good）]

• [JBOD]

ステップ 13 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 14 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

Serial Over LAN ポリシーの作成
Serial over LANを使用すると、管理対象システムのシリアルポートの入出力を IP経由でリダイレ
クトできます。ホストコンソールへ Cisco UCS Directorを使用して到達する場合は、サーバで
Serial over LANを設定して使用します。サーバまたはサーバの集合のニーズに合う特定の Serial
over LAN属性グループを含む Serial over LANポリシーを 1つ以上作成できます。

Serial over LANの各種プロパティの設定に関する詳細は、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring Serial Over LAN」の項を参照して
ください。

Serial over LANポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [Serial overLANポリシー（Serial
over LAN Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。
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ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[SoLの有効化（Enable SoL）]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 [CoMポート（CoMPort）]および [ボーレート（BaudRate）]
の値を選択するか、既存の値を使用します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

SNMP ポリシーの作成
CiscoUCSDirectorは、SimpleNetworkManagement Protocol（SNMP）設定、および管理対象サーバ
から SNMPトラップによって障害およびアラート情報を送信するための設定をサポートします。

SNMPの各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagement
Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring SNMP」の項を参照してください。

SNMPポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [SNMPポリシー（SNMP
Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [SNMPユーザ（SNMP Users）]ダイアログボックスで、[+]をクリックして SNMPユーザを追加
し、ユーザの詳細を入力します。[+]アイコンを使用して最大 15の SNMPユーザを追加できま
す。

既存の SNMPエントリを選択し、エントリを編集するかテーブルから削除します。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [SNMPトラップ（SNMP Traps）]ダイアログボックスで、[+]をクリックして SNMPトラップを
追加し、トラップの詳細を入力します。[+]アイコンを使用して最大 15の SNMPトラップを追加
できます。

既存の SNMPエントリを選択し、エントリを編集するかテーブルから削除します。
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ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 10 [SNMPの設定（SNMP Settings）]ダイアログボックスで SNMPプロパティを設定します。

ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 12 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
（注） •それまでにサーバで設定した既存の [SNMPユーザ（SNMP Users）]または [SNMP

トラップ（SNMPTraps）]が削除され、ポリシーで設定したユーザまたはトラップ
に置き換えられます。ポリシーにユーザまたはトラップを追加していない場合、

サーバの既存のユーザまたはトラップは削除されますが、置換は行われません。

• 2.xより前のバージョンの Cisco IMCを実行しているサーバで SNMPポートを設定
することはできません。該当するサーバではチェックボックスを使用して除外する

必要があります。

SSH ポリシーの作成
SSHサーバにより、SSHクライアントは暗号化された安全な接続を確立できます。SSHクライア
ントは SSHプロトコルで動作するアプリケーションで、デバイスの認証と暗号化を行います。
サーバまたはサーバの集合のニーズに合う特定の SSHプロパティグループを含む SSHポリシー
を 1つ以上作成できます。

SSHの各種プロパティの設定に関する詳細は、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management
Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring SSH」の項を参照してください。

SSHポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [SSHポリシー（SSH Policy）]
を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。
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ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[SSHの有効化（Enable SSH）]チェックボックスをオ
ンにして、SSHプロパティを入力するか、既存のプロパティを使用します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ユーザポリシーの作成

ユーザポリシーを使用して、ローカルユーザの設定を自動化できます。いくつかのユーザポリ

シーを作成して、サーバまたはサーバグループに設定するローカルユーザのリストをポリシーに

追加します。

各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagementController
GUI Configuration Guide』の「Configuring Local Users」の項を参照してください。

ユーザポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [ユーザポリシー（UserPolicy）]
を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 ポリシーがCiscoUCSC3260サーバ用の場合、[CiscoUCSC3260]チェックボックスをオンにして、
[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[強力なパスワードを強制する（EnforceStrongPassword）]
チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにすると、このポリシーを適用するよう選択されたユーザは、強力

なパスワードを作成しなければなりません。

ステップ 8 [+]をクリックして、サーバで設定する必要があるユーザを [ユーザ（Users）]リストに追加でき
ます。

ステップ 9 [ユーザへのエントリの追加（AddEntry toUsers）]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力
します。
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説明フィールド

フィールドにユーザの名前を入力します。[ユーザ名（Username）]フィールド

ドロップダウンリストから、[読み取り専用
（read-only）]、[管理者（admin）]などのユー
ザロールを選択します。

[ロール（Role）]ドロップダウンリスト

ユーザアカウントをアクティブにするには、こ

のチェックボックスをオンにします。

[ユーザアカウントの有効化（Enable User
Account）]チェックボックス

ユーザ名に関連付けられたパスワードを入力し

ます。

[新しいパスワード（New Password）]フィール
ド

前のフィールドと同じパスワードを入力しま

す。

[新しいパスワードの確認（Confirm New
Password）]フィールド

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 11 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
[メイン（Main）]ダイアログボックスの [ユーザ（Users）]テーブルから既存のユーザを選択し、
[編集（Edit）]または [削除（Delete）]アイコンをクリックしてユーザを編集または削除すること
もできます。

（注） • [ユーザ（Users）]テーブルの先頭のユーザは adminユーザです。この adminユー
ザは削除できませんが、パスワードを変更することはできます。

•ユーザポリシーを適用すると、Cisco UCSDirectorの既存のユーザエントリはここ
で作成したユーザエントリに置き換えられます。Cisco UCS Directorの空白エント
リはCiscoUCSDirectorのデフォルトユーザに置き換えられます。デフォルトユー
ザロールは常に読み取り専用で、ユーザは無効になっています。

• Cisco UCS Directorを管理するためのアカウントがポリシーのユーザリストから削
除されていないことを確認します。これを削除すると、Cisco UCS Directorが管理
対象サーバに接続できなくなります。

VIC アダプタポリシーの作成
各種プロパティの設定の詳細については、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management
Controller GUI ConfigurationGuide』の「Viewing VIC Adapter Properties」の項を参照してください。

VICアダプタポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [VICアダプタポリシー（VIC
Adapter Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[+]をクリックして VICアダプタエントリをテーブル
に追加します。

ステップ 7 [VICアダプタへのエントリの追加（Add Entry to VIC Adapters）]ダイアログボックスで、アダプ
タの詳細を入力または選択します。

• [vNIC]：デフォルトプロパティは、[eth0]および [eth1]です。これらのプロパティは編集で
きますが、削除することはできません。これらのプロパティは、usNICプロパティにも使用
できます。

• [vHBA]：デフォルトプロパティは、[fc0]および [fc1]です。これらのプロパティは編集でき
ますが、削除することはできません。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 9 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 10 [メイン（Main）]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 11 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

仮想 KVM ポリシーの作成
KVMコンソールは Cisco UCS Directorからアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへの
キーボード、ビデオ、マウス（KVM）の直接接続をエミュレートします。KVMコンソールを使
用すると、リモートの場所からサーバに接続できます。サーバまたはサーバの集合のニーズに合

う特定の KVMプロパティグループを含む KVMポリシーを 1つ以上作成できます。

KVMの各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagement
Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring the Virtual KVM」の項を参照してください。
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仮想 KVMポリシーを作成する場合は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [仮想 KVMポリシー（Virtual
KVM Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [vKVMの有効化（Enable vKVM）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [最大セッション数（Max Sessions）]ドロップダウンリストで、KVMセッションの最大数を指定
する数値を選択します。

ステップ 8 [リモートポート（Remote Port）]フィールドでポート番号を指定します。

ステップ 9 [ビデオの暗号化を有効にする（Enable Video Encryption）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 [ローカルサーバのビデオを有効にする（Enable Local Server Video）]チェックボックスをオンに
します。

ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 12 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

vMedia ポリシーの作成
KVMコンソールおよび vMediaを使ってサーバに OSをインストールするために、Cisco UCS
Directorを使用できます。サーバまたはサーバの集合のニーズに合う、複数のOSイメージのvMedia
マッピングを含む vMediaポリシーを 1つ以上作成できます。Cisco UCS Directorでは、ISOファ
イル（CDDを使用）と IMGファイル（HDDを使用）でそれぞれ 1つずつ、最大 2つの vMedia
マッピングを設定できます。

vMediaの各種プロパティの設定に関する詳細は、『CiscoUCSC-Series Servers IntegratedManagement
Controller GUI Configuration Guide』の「Configuring Virtual Media」の項を参照してください。

vMediaポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [vMediaポリシー（vMedia
Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力して [次へ（Next）]をクリックします。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 6 [メイン（Main）]ダイアログボックスで、[vMediaの有効化（Enable vMedia）]チェックボックス
をオンにして vMediaを有効化し、vMediaの暗号化を有効にするために [仮想メディアの暗号化を
有効にする（Enable Virtual Media Encryption）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [CDD vMediaマッピングの追加（Add CDD vMedia Mapping）]チェックボックスをオンにして、
CDDマッピングの詳細を入力します。

ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 10 [HDD vMediaマッピングの追加（Add HDD vMedia Mapping）]チェックボックスをオンにして、
HDDマッピングの詳細を入力します。

ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 12 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
（注） •現在、Cisco UCS Directorで [低電力USB状態（Low Power USB State）]を設定する

ことはできません。

• vMediaポリシーを適用すると、そのポリシーにvMediaマッピングが含まれていな
くても、サーバで設定した既存の vMediaマッピングがすべて削除されます。

ゾーン分割ポリシーの作成

ゾーン分割ポリシーは、サーバに物理ドライブを割り当てるために使用されます。Cisco UCS
C-Seriesラックマウントサーバは、Cisco Management Controller（CMC）のシリアル接続 SCSI
（SAS）ドライブのダイナミックストレージをサポートしています。このダイナミックストレー
ジのサポートは、CMCの SAS FabricManagerによって提供されます。ダイナミックストレージは
次のオプションをサポートしています。
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•サーバ 1およびサーバ 2への物理ディスクの割り当て

•シャーシ幅ホットスペア（RAIDコントローラでのみサポート）

•共有モード（HBAでのみサポート）

•物理ディスクの割り当て解除

• SASエクスパンダプロパティの表示

•サーバへの物理ドライブの割り当て

•シャーシ幅ホットスペアとしての物理ドライブの移動

•物理ドライブの割り当て解除

ディスクグループの各種プロパティの設定の詳細については、『Cisco UCS C-Series Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide for C3260 Servers』の「Dynamic Storage」の項を参照
してください。

ゾーン分割ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストから [ゾーン分割ポリシー（Zoning
Policy）]を選択し、[送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに名前を入力します。
[サーバの現在の設定からポリシーを作成する（Create policy from current configuration of the server）]
チェックボックスをオンにしてから、[次へ（Next）]をクリックすることもできます。この場合
は、[サーバの詳細（ServerDetails）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでのタスクの実行については、既存の設定からのポリシーの作成, （48ページ）を参照してく
ださい。

ゾーン分割ポリシーは、CiscoUCS3260ラックサーバのみに適用されます。そのため、
UIの [Cisco UCS C3260]チェックボックスがデフォルトでオンになっています。

（注）
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ステップ 6 [ゾーン分割（Zoning）]ダイアログボックスで [+]をクリックして、サーバで設定するローカル
ディスクを追加します。

ステップ 7 [ローカルディスクへのエントリの追加（Add Entry to Local Disks）]ダイアログボックスで、ロー
カルディスクが存在する [スロット番号（Slot Number）]を入力します。

ステップ 8 ローカルディスクの所有権を割り当てる [所有権（Ownership）]などのローカルディスクの詳細
を選択します。

ステップ 9 あるサーバが所有するディスクを別のサーバに割り当てる場合は、[強制（Force）]チェックボッ
クスをオンにします。

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 11 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 12 [物理ドライブ電源ポリシーを変更する（Modify PhysicalDrive Power Policy）]チェックボックスを
オンにしてポリシーを設定します。

ステップ 13 [物理ドライブ電源状態（Physical Drive Power State）]ドロップダウンリストから電源の状態を選
択します。

ステップ 14 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 15 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ポリシーの適用

既存のポリシーをサーバに適用する場合は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 適用するポリシーを左側のペインから選択します。

ステップ 4 上部にある使用可能なオプションから [適用（Apply）]をクリックします。

ステップ 5 [ポリシーの適用（Apply Policy）]ダイアログボックスで、ポリシーの適用対象が個別のサーバま
たはラックサーバグループ全体かどうかに基づいて、ドロップダウンリストからサーバまたは

サーバグループを選択します。

ステップ 6 [選択（Select）]をクリックして、そのポリシーを適用するサーバグループまたはサーバを選択し
ます。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 8 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
指定した一連のサーバにポリシーを適用するプロセスが開始されます。ポリシーのタイプやポリ

シーを適用するサーバへのネットワーク接続によっては、このプロセスに数分かかる場合があり

ます。
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次の作業

また、次のポリシー関連タスクを実行することもできます。

•選択したポリシーの詳細を新しいポリシーにコピーするには、[複製（Clone）]をクリックし
ます。

•ポリシーが関連付けられたサーバのリストを表示するには、[適用ステータスの表示（View
Apply Status）]をクリックします。

•システムからポリシーを削除するには、[削除（Delete）]をクリックします。

ポリシーの削除

ポリシーは、ハードウェアプロファイルにマップされている場合は削除できません。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアポリシー（Hardware Policies）]タブを選択します。

ステップ 3 [削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 4 [ポリシーの削除（Delete Policy）]ダイアログボックスで、[選択（Select）]をクリックし、削除す
るポリシーのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ラックサーバプロファイル
複数のポリシーを組み合わせてサーバプロファイルを形成します。たとえば、ラックサーバプ

ロファイルの設定の詳細を複数のラックマウントサーバに適用できます。このサーバプロファイ

ルを特定のラックマウントサーバに関連付けることができます。これは、サーバ間で設定の一貫

性と再現性を実現するのに役立ちます。プロファイルを定義して使用することにより、類似した

設定が多数のサーバ全体に適用されるため、一貫性、制御、予測可能性、および自動化を改善で

きます。

次のワークフローでは、Cisco UCS Directorでサーバポリシーを使用する方法を示します。

1 サーバプロファイルを作成します。次のいずれかの方法でポリシーを作成できます。

a 新しいプロファイルを作成します。新しいポリシーの作成については、サーバプロファイ

ルの作成, （78ページ）を参照してください。
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b サーバの既存の設定からプロファイルを作成します。サーバの既存の設定からプロファイ

ルを作成する方法については、既存の設定からのプロファイルの作成, （79ページ）を参
照してください。

2 サーバにプロファイルを適用します。プロファイルの適用方法については、サーバプロファイ

ルの適用, （81ページ）を参照してください。

3 プロファイルに関する次のタスクを実行できます。

a 編集（Edit）

b 削除（Delete）

c 複製（Clone）

特定のプロファイルにマッピングされたサーバのリスト、およびこのプロファイルに関連付け

られたポリシーの詳細を表示することもできます。これらのタスクの実行については、サーバ

プロファイルの共通タスク, （80ページ）を参照してください。

サーバプロファイルの作成

サーバプロファイルを作成する場合は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアプロファイル（Hardware Profiles）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [ハードウェアプロファイルの作成（Create Hardware Profile）]ダイアログボックスの [プロファイ
ル名（Profile Name）]フィールドで、作成するプロファイルの名前を入力します。

ステップ 5 [次へ（Next）]をクリックするか、[サーバの現在の設定からプロファイルを作成する（Create
profile from current configuration of the server）]チェックボックスをオンにしてから [次へ（Next）]
をクリックします。

[サーバの詳細（ServerDetails）]ペインでタスクを実行するには、既存の設定からのプロファイル
の作成, （79ページ）を参照してください。

ステップ 6 [プロファイルエンティティ（Profile Entities）]ダイアログボックスで、[+]をクリックしてプロ
ファイルエントリを追加します。

編集および削除のアイコンをクリックして、既存のエントリを編集したり削除したりすることも

できます。

    Cisco UCS Director リリース 6.0 管理ガイド（ラックサーバ用）
78

ラックサーバポリシーおよびプロファイルの管理

サーバプロファイルの作成



ステップ 7 [プロファイル名へのエントリの追加（Add Entry to Profile Name）]ダイアログボックスで、[ポリ
シータイプ（Policy Type）]を選択します。

ステップ 8 [ポリシー名（Policy Name）]ドロップダウンリストからポリシー名を選択します。このリストに
は作成済みのポリシーの名前が表示されます。

[ポリシー名（Policy Name）]の横にある [+]をクリックすると、先に選択したポリシータイプに
基づいて新しいポリシーを作成できます。ポリシーの作成の詳細については、サーバポリシーの

作成, （46ページ）を参照してください。

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 10 [送信結果（Submit Result）]確認ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 11 [プロファイルエンティティ（Profile Entities）]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 12 [送信結果（Submit Result）]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

また、プロファイルを編集、削除、複製したり、選択したプロファイルにマッピングされている

サーバを表示したりすることもできます。これらのタスクの実行については次を参照してくださ

い。サーバプロファイルの共通タスク, （80ページ）

既存の設定からのプロファイルの作成

すでに設定済みのサーバを使用してプロファイルを作成することもできます。サーバの既存の設

定を再利用することで、類似した設定の作成にかかる時間と手間を削減できます。

既存の設定からプロファイルを作成する場合でも、パスワードフィールドの値はサーバから

取得されません。

（注）

サーバの既存の設定からプロファイルを作成する場合は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアプロファイル（Hardware Profiles）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [プロファイル名（Profile Name）]フィールドにプロファイルの名前を入力します。

ステップ 5 [サーバの現在の設定からプロファイルを作成する（Create profile from current configuration of the
server）]チェックボックスをオンにします。次の方法でサーバの詳細を使用できます。
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a) [手動でサーバの詳細を入力する（Enter Server DetailsManually）]チェックボックスをオンにし
て、次のフィールドに値を入力します。

1 [サーバ IP（Server IP）]フィールドに IPアドレスを入力します。

2 [クレデンシャルポリシーの使用（UseCredential Policy）]チェックボックスをオンにして既
存のポリシーを選択し、[クレデンシャルポリシー（Credential Policy）]ドロップダウンリ
ストからポリシーを選択するか、[クレデンシャルポリシー（Credential Policy）]ドロップ
ダウンリストの横にある [+]をクリックして、[クレデンシャルポリシー追加フォーム
（Credential Policy Add Form）]ダイアログボックスで詳細を入力して新しいポリシーを作
成します。

3 [ユーザ名（User Name）]フィールドにサーバのログイン名を入力します。

4 [パスワード（Password）]フィールドにサーバのログインパスワードを入力します。

5 [プロトコル（Protocol）]ドロップダウンリストから [http]または [https]を選択します。

6 [ポート（Port）]フィールドに、選択したプロトコルに関連付けられたポート番号を入力し
ます。

7 [選択（Select）]をクリックしてポリシーを選択し、[選択（Select）]をクリックします。

b) [選択（Select）]をクリックして、設定を取得するサーバを選択します。
c) [選択（Select）]をクリックしてポリシーを選択し、[選択（Select）]をクリックします。

ステップ 6 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 [プロファイルエンティティ（Profile Entities）]ダイアログボックスで、[+]をクリックしてプロ
ファイル名にエントリを追加します。

[プロファイル名（Profile Name）]テーブルから既存のエントリを削除するには、[X]をクリック
します。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 9 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

サーバプロファイルの共通タスク

既存のプロファイルのサーバマッピングの詳細を編集、削除、複製、または表示するには、次の

手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアプロファイル（Hardware Profiles）]タブを選択します。

ステップ 3 左側ペインの [ハードウェアプロファイル（Hardware Profile）]を展開して、プロファイルを選択
します。

ステップ 4 （任意）プロファイルを削除するには、[削除（Delete）]をクリックして次の手順を実行します。
a) [プロファイルの削除（Delete Profile）]ダイアログボックスで [選択（Select）]をクリックしま
す。

b) 1つまたは複数のプロファイルを選択します。
c) [選択（Select）]をクリックします。
d) [送信（Submit）]をクリックします。

サーバに関連付けられたプロファイルは削除できません。削除する前に別のプロファイルをサー

バに関連付ける必要があります。

ステップ 5 （任意） プロファイルを変更するには、プロファイルを選択し、[編集（Edit）]をクリックして
必要なプロパティを変更します。

プロファイル名を変更する場合は、すでに存在する名前を指定しないようにしてください。

ステップ 6 （任意） 既存のプロファイルの詳細を新しいプロファイルにコピーするには、[複製（Clone）]
をクリックします。

ステップ 7 （任意）プロファイルをサーバまたはサーバグループに適用するには、[適用（Apply）]をクリッ
クします。プロファイルの適用方法については、サーバプロファイルの適用, （81ページ）を参
照してください。

ステップ 8 [詳細の表示（View Details）]をクリックすると、適用したプロファイルのステータス、プロファ
イルを適用したサーバの詳細など、選択したプロファイルの詳細が表示されます。プロファイル

が正常に適用されていない場合は、[ステータスメッセージ（Status Message）]カラムにエラー
メッセージが表示されます。

ステップ 9 状況に応じて、[送信（Submit）]または [閉じる（Close）]をクリックします。

サーバプロファイルの適用

サーバプロファイルをラックサーバに適用する場合は、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 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）] > [ラックサーバ（Rack Server）]の順に選択します。

ステップ 2 [ハードウェアプロファイル（Hardware Profiles）]タブを選択します。

ステップ 3 既存のサーバプロファイルを選択し、[適用（Apply）]をクリックします。

ステップ 4 [プロファイルの適用（Apply Profile）]ダイアログボックスで、プロファイルの適用対象が個別の
サーバまたはラックサーバグループ全体かどうかに基づいて、ドロップダウンリストからサー

バまたはサーバグループを選択します。

ステップ 5 [選択（Select）]をクリックして、そのプロファイルを適用するサーバグループまたはサーバを選
択します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 7 [送信結果（Submit Result）]確認ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
指定した一連のサーバにプロファイルを適用するプロセスが開始されます。プロファイルタイ

プ、およびプロファイルを適用するサーバへのネットワーク接続によっては、このプロセスに数

分かかる場合があります。
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第 8 章

ファームウェアアップグレードの管理

この章では、次のトピックについて説明します。

• ラックサーバのファームウェアのアップグレードについて, 83 ページ

• ローカル Cisco UCS Directorシステムへのイメージの追加, 84 ページ

• ローカルファイルシステムからのイメージのアップロード, 85 ページ

• ネットワークサーバからのイメージの追加, 87 ページ

• ファームウェアイメージのアップグレード, 88 ページ

• ファームウェアイメージの削除, 89 ページ

• ファームウェアアップグレード用に作成されたプロファイルの削除, 90 ページ

• ファームウェアアップグレードステータスメッセージのクリア, 90 ページ

ラックサーバのファームウェアのアップグレードについ

て
CiscoUCSDirectorでは、ファームウェアアップグレード用プロファイルを作成し、これらを使用
してラックサーバのファームウェアをアップグレードできます。次のタイプのファームウェア

アップグレード用プロファイルを作成できます。

•ローカルに保存されたファームウェアイメージのプロファイル。

このプロファイルの作成の詳細については、次を参照してください。ローカル Cisco UCS
Directorシステムへのイメージの追加, （84ページ）

•ネットワーク上に保存されたファームウェアイメージのプロファイル。

このプロファイルの作成の詳細については、次を参照してください。ネットワークサーバ

からのイメージの追加, （87ページ）
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ローカル Cisco UCS Director システムへのイメージの追加

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 [イメージ -ローカル（Images - Local）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [ファームウェアイメージの追加 -ローカル（Add Firmware Image - Local）]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。

説明フィールド

プロファイルの一意の記述名を入力します。

プロファイル名は、ローカルイメージとネットワークイメー

ジの両方のプロファイルで一意である必要があります。

[プロファイル名（Profile
Name）]フィールド

シスコのログインユーザ名を入力します。[ユーザ名（cisco.com）（User
Name (cisco.com)）]フィールド

シスコのログインパスワードを入力します。[パスワード（cisco.com）
（Password (cisco.com)）]フィー
ルド

（任意）このチェックボックスをオンにしてプロキシ設定を有

効化し、以下を実行します。

• [ホスト名（Host Name）]フィールド：プロキシ設定用の
ホスト名を入力します。

• [ポート（Port）]フィールド：プロキシ設定用のポートを
入力します。

[プロキシ設定の有効化（Enable
Proxy Configuration）]チェック
ボックス

（任意）このチェックボックスをオンにしてプロキシ認証を有

効化し、以下を実行します。

• [プロキシユーザ名（ProxyUserName）]フィールド：プロ
キシ認証用のプロキシユーザ名を入力します。

• [プロキシパスワード（Proxy Password）]フィールド：プ
ロキシユーザ名のパスワードを入力します。

[プロキシ認証の有効化（Enable
ProxyAuthentication）]チェック
ボックス
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説明フィールド

ドロップダウンリストからプラットフォームを選択します。

このリストには、管理対象となる 1つ以上のサーバが存在する
プラットフォームのみが表示されます。

[プラットフォーム（Platform）]
ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストから .isoイメージを選択します。[使用可能なイメージ（Available
Image）]ドロップダウンリスト

プロファイルの追加直後に .isoイメージをダウンロードするに
は、このチェックボックスをオンにします。

[今すぐダウンロード（Download
Now）]チェックボックス

ライセンス契約書に同意するには、このチェックボックスをオ

ンにします。

エンドユーザライセンス契約を確認するには、[条件（Terms
and Conditions）]リンクをクリックします。

イメージをいつダウンロードするかにかかわらず、

ファームウェアプロファイルを作成するにはライセ

ンス契約書に同意する必要があります。

（注）

[使用許諾契約書に同意（Accept
License Agreement）]チェック
ボックス

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
（注） • [ロケーションの詳細の表示（ViewLocationDetails）]をクリックすると、プロファ

イル設定の詳細を確認できます。ファームウェアイメージの詳細を変更するには、

[変更（Modify）]をクリックし、イメージプロファイルを削除するには、[プロファ
イルの削除（Delete Profile）]をクリックします。同時に複数のプロファイルを選
択して削除できます。

• Eシリーズのファームウェアイメージをダウンロードするには、Cisco.comアカウ
ントに契約アクセスを関連付ける必要があります。

ローカルファイルシステムからのイメージのアップロー

ド
ローカルファイルシステムからシステムへ ISOイメージをアップロードするには、この手順に従
います。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[システム（Systems）] > [ファームウェア管理（FirmwareManagement）]を選択
します。

ステップ 2 [イメージ -ローカル（Images - Local）]タブをクリックし、[アップロード（Upload）]をクリック
してイメージを追加します。

ステップ 3 [ファームウェアイメージの追加 -ローカル（Add Firmware Image - Local）]ダイアログボックス
で、次の手順を実行します。

説明フィールド

プロファイルの一意の記述名を入力します。[プロファイル名（Profile
Name）]フィールド

CシリーズまたはEシリーズプラットフォームを選択します。[プラットフォーム（Platform）]
ドロップダウンリスト

[参照（Browse）]を選択して、ローカルのファイルシステムに
アップロードするファイルを検索し、選択します。

[ファイル名（File Name）]
フィールド

ステップ 4 [アップロード（Upload）]をクリックします。

ステップ 5 アップロードが完了したら、[ファイルのアップロード（File Upload）]確認ボックスで [OK]をク
リックします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
（注） •プロファイル設定の詳細の表示、ファームウェアイメージの詳細の変更、イメー

ジプロファイルの選択を行うことができます。同時に複数のプロファイルを選択

して削除することもできます。

• [プロファイルの削除（Delete Profile）]オプションは、プロファイルに関連付けら
れたイメージを削除します。誤ったイメージがアップロードされた場合や、ファイ

ルがプロファイルに関連付けられなくなった場合は、定期的（1ヵ月に 1回）に実
行されるシステムの消去タスクによって、それらのファイルがシステムから削除さ

れます。
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ネットワークサーバからのイメージの追加

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 [イメージ -ネットワーク（Images - Network）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [ファームウェアイメージの追加 -ネットワーク（Add Firmware Image - Network）]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。

説明フィールド

プロファイルの一意の記述名。

プロファイル名は、ローカルイメージとネットワークイメー

ジの両方のプロファイルで一意である必要があります。

[プロファイル名（Profile
Name）]フィールド

ドロップダウンリストからプラットフォームを選択します。[プラットフォーム（Platform）]
ドロップダウンリスト

[ネットワークファイルシステム（NFS）（Network File System
(NFS)）]または [Common Internet File System (CIFS)]のいずれ
かのサーバタイプを選択します。

[サーバタイプ（Server Type）]
ドロップダウンリスト

リモート IPアドレスを入力します。[リモート IP（Remote IP）]
フィールド

リモート共有パスを入力します。[リモート共有（RemoteShare）]
フィールド

リモートファイル名を入力します。

リモートファイル名は、Unified Computing System
（UCS）Server Configuration Utility ISOファイルで
す。

（注）

[リモートファイル名（Remote
File Name）]フィールド

ネットワークパスユーザ名を入力します。[ユーザ名（UserName）]フィー
ルド

ネットワークパスパスワードを入力します。[パスワード（Password）]
フィールド
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ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 6 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
[ロケーションの詳細の表示（View Location Details）]をクリックすると、プロファイル
設定の詳細を確認できます。ファームウェアイメージの詳細を変更するには、[変更
（Modify）]をクリックし、イメージプロファイルを削除するには、[プロファイルの削
除（DeleteProfile）]をクリックします。同時に複数のプロファイルを選択して削除する
こともできます。

（注）

ファームウェアイメージのアップグレード
ラックサーバのファームウェアをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。

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 [ファームウェアアップグレード（Firmware Upgrades）]タブを選択します。

ステップ 3 [アップグレードの実行（Run Upgrade）]をクリックします。
警告メッセージが表示され、選択したサーバのアップグレードを実行すると、ホストがリブート

してファームウェア更新ツールが起動すること、およびファームウェア更新の完了後にサーバが

リブートして元のホスト OSが起動することが通知されます。

ステップ 4 [OK]をクリックして確認します。

ステップ 5 [ファームウェアのアップグレード（UpgradeFirmware）]ダイアログボックスで、次の手順を実行
します。

説明フィールド

ドロップダウンリストからプロファイルを選択します。[プロファイルの選択（Select
Profile）]ドロップダウンリス
ト

[選択（Select）]をクリックして、リストからサーバを選択し
ます。選択したプロファイルで設定されているプラットフォー

ムに一致するサーバだけがリストに表示されます。

[サーバ（Server(s)）]ボタン
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説明フィールド

このチェックボックスをオンにして、アップグレードを実行す

る既存のスケジュールを選択します。

[+]アイコンをクリックして、新しいスケジュールを作成する
こともできます。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,（34ページ）を参照してください。[ポリシー
（Policies）] > [スケジュールの管理（Manage Schedules）]に移
動し、スケジュールを選択して [スケジュールタスクを表示す
る（View Scheduled Tasks）]をクリックしてスケジュール済み
のタスクとその進捗を検証できます。スケジュール済みのタス

クを選択し、[スケジュール済みのタスクの削除（Remove
ScheduledTasks）]をクリックして関連付けられたスケジュール
を削除することもできます。

[後にスケジュール（Schedule
Later）]チェックボックス

ステップ 6 [ファームウェアのアップグレード（UpgradeFirmware）]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 7 確認ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ファームウェアイメージの削除
ファームウェアイメージのみを削除して、ファームウェアイメージのダウンロード用に使用した

プロファイルを残す場合は、次の手順を実行します。

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 [イメージ -ローカル（Images - Local）]タブを選択します。

ステップ 3 テーブルからプロファイルを選択します。

ステップ 4 [イメージの削除（Delete Image）]をクリックします。

ステップ 5 [イメージの削除（Delete Image(s)）]ダイアログボックスで、[削除（Delete）]をクリックします。
システムからファームウェアイメージが削除されます。後から、[イメージのダウンロード
（Download Image）]オプションを使用してこのファームウェアイメージをダウンロードできま
す。
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ファームウェアアップグレード用に作成されたプロファ

イルの削除
ファームウェアアップグレード用に作成されたプロファイルを削除する場合は、次の手順を実行

します。

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 [イメージ -ローカル（Images - Local）]タブまたは [イメージ -ネットワーク（Images - Network）]
タブを選択します。

ステップ 3 テーブルからプロファイルを選択します。

ステップ 4 [プロファイルの削除（Delete Profile）]をクリックします。

ステップ 5 確認のダイアログボックスで [削除（Delete）]をクリックします。

ファームウェアアップグレードステータスメッセージ

のクリア
CiscoUCSDirectorシステムに記録されているすべてのファームウェア関連ステータスメッセージ
をクリアするには、次の手順を実行します。

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 [ファームウェアアップグレード（Firmware Upgrades）]タブをクリックします。

ステップ 3 [アップグレードステータスの削除（Delete Upgrade Status）]をクリックします。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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第 9 章

モニタリングとレポート

• モニタリングとレポートの概要, 91 ページ

• ラックサーバとそのコンポーネントのモニタリング, 92 ページ

• ラックサーバに関するレポートの表示, 93 ページ

• SELのクリア, 93 ページ

• サーバへのテクニカルサポートデータのアップロード, 94 ページ

• 電子メールアラートルールの設定, 95 ページ

• サーバ診断, 96 ページ

• SCPユーザパスワードの設定, 99 ページ

モニタリングとレポートの概要
Cisco UCS Directorでは、ラックグループに追加された各ラックマウントサーバのすべての管理
対象コンポーネントが表示されます。これらのコンポーネントはハードウェアまたはソフトウェ

アです。

表示できる情報

次の情報を含む各コンポーネントに関する詳細を表示およびモニタすることができます。

•ライセンスのステータス

•現在のステータスのサマリー

モニタリングできるコンポーネント

次のコンポーネントを含む、特定のコンポーネントをモニタすることも、各コンポーネントのレ

ポートを表示することもできます。

• vNICおよび vHBA
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•ネットワークおよび PCIなどのアダプタ

• CPU、インターフェイスカード、およびメモリなどのハードウェアコンポーネント

電子メールアラート

特定の重大度の障害がラックサーバまたはラックサーバグループで発生したときにメールメッ

セージがトリガーされるように、Cisco UCS Directorにルールを設定できます。ルールで指定した
障害状態が発生すると、メールメッセージがトリガーされ、指定した受信者に送信されます。こ

れらの電子メールアラートルールの設定については、電子メールアラートルールの設定, （95
ページ）を参照してください。

ラックサーバとそのコンポーネントのモニタリング

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開してラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Server）]タブをクリックします。

ステップ 4 モニタするサーバの行を選択します。

ステップ 5 [詳細の表示（View Details）]をクリックします。
デフォルトでは、[サマリー（Summary）]タブが表示されます。

ステップ 6 いずれかのタブをクリックして、ライセンス、サーバ、またはサーバ内の特定のコンポーネント

のステータスを表示します。

1つ以上の個々のコンポーネントで [詳細の表示（View Details）]をクリックすると、追加情報を
確認できます。
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ラックサーバに関するレポートの表示

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開してラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Server）]タブをクリックします。

ステップ 4 レポートを表示するサーバの行を選択します。

ステップ 5 右側のペインで [サマリー（Summary）]タブをクリックし、表形式、グラフ形式、およびマップ
形式のさまざまなレポートを表示します。レポートにはアカウントの傾向データが示されます。

ステップ 6 一部のレポートについては、テーブルバー上のアイコンをクリックすることにより、テーブル列

をカスタマイズする、結果をフィルタリングする、または現在のテーブルの内容のレポートをエ

クスポートすることが可能です。

詳細については、『Cisco UCS Director Administration Guide』を参照してください。

SEL のクリア

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストのサーバをダブルクリックして詳細を表示するか、リストのサーバをクリックし、右端の

下向き矢印をクリックして [詳細の表示（View Details）]を選択します。

ステップ 5 [システムイベントログ（System Event Log）]タブをクリックします。

ステップ 6 [IMC SELログのクリア（Clear IMC SEL Log）]をクリックします。

ステップ 7 （任意） [IMC SELログのクリア（Clear IMC SEL Logs）]ダイアログボックスで、[Cisco UCS
Directorから履歴ログを削除する（Delete historical logs from Cisco IMC Supervisor）]チェックボッ
クスをオンにします。

このオプションを選択すると、Cisco UCS Director GUIからシステムイベントログがクリアされ
ます。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
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サーバへのテクニカルサポートデータのアップロード

手順

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、ラックサーバグループを含むポッドを展開し、ラックサーバグループを選択

します。

ステップ 3 右側のペインで、[ラックサーバ（Rack Servers）]タブをクリックします。

ステップ 4 リストのサーバをダブルクリックして詳細を表示するか、リストのサーバをクリックし、右端の

下向き矢印をクリックして [詳細の表示（View Details）]を選択します。

ステップ 5 [テクニカルサポート（Tech Support）]タブをクリックします。

ステップ 6 [テクニカルサポートの作成（Create Tech Support）]タブをクリックします。

ステップ 7 [テクニカルサポートの作成（Create Tech Support）]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。

説明名前

サポートデータの宛先を選択します。次のいずれかを設定でき

ます。

• [リモート（Remote）]：外部サーバを示します。

• [ローカル（Local）]：現在のシステムを示します。

[宛先タイプ（Destination
Type）]ドロップダウンリスト

ネットワークタイプ。次のいずれかになります。

• TFTP

• [FTP]

• SFTP

• [SCP]

[ネットワークタイプ（Network
Type）]ドロップダウンリスト

サポートデータファイルを保存する必要のあるサーバの IPア
ドレスまたはホスト名。[ネットワークタイプ（NetworkType）]
ドロップダウンリストの設定によって、このフィールドの名前

が異なります。

[サーバ IP/ホスト名（Server
IP/Hostname）]フィールド

ファイルをリモートサーバにアップロードする際に必要なパス

およびファイル名。

[パスおよびファイル名（Path
and Filename）]フィールド
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説明名前

システムがリモートサーバへのログインに使用する必要のある

ユーザ名。ネットワークタイプが TFTPの場合、このフィール
ドは適用されません。

[ユーザ名（Username）]

リモートサーバのユーザ名のパスワード。ネットワークタイプ

が TFTPの場合、このフィールドは適用されません。
[パスワード（Password）]

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

電子メールアラートルールの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理（Administration）] > [システム（System）]の順に選択します。

ステップ 2 [メールアラートルール（Email Alert Rules）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4 [メールアラートルールの追加（Add Email Alert Rule）]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。

説明フィールド

電子メールアラートルールの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

システム、サーバグループ、またはサーバのいずれにアラート

ルールを適用するかを選択します。

[アラート範囲（Alert Scope）]
ドロップダウンリスト

[選択（Select）]をクリックして、電子メールアラートの送信
先となるサーバグループのチェックボックスをオンにします。

このフィールドは、[アラート範囲（Alert Scope）]ドロップダ
ウンリストで [サーバグループ（Server Group）]を選択した場
合にのみ表示されます。

[サーバグループ（Server
Groups）]フィールド

[選択（Select）]をクリックして、電子メールアラートの送信
先となるサーバのチェックボックスをオンにします。

このフィールドは、[アラート範囲（Alert Scope）]ドロップダ
ウンリストで [サーバ（Server）]を選択した場合にのみ表示さ
れます。

[サーバ（Servers）]フィールド
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説明フィールド

電子メールの受信者の電子メールアドレス。

複数の電子メールアドレスをカンマで区切って入力できます。

[電子メールアドレス（Email
Address）]フィールド

[選択（Select）]をクリックして、電子メールアラートがトリ
ガーされる重大度レベルのチェックボックスをオンにします。

[重大度（Severity）]フィールド

アラートルールをすぐに有効にする場合は、このチェックボッ

クスをオンにします。

[アラートの有効化（Enable
Alert）]チェックボックス

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

サーバ診断

サーバ診断の概要

サーバ診断は、UCS Server Configuration Utility（UCS-SCU）を通じて利用できます。診断ツール
を使用して、シスコサーバのハードウェアに関する問題を診断し、さまざまなサーバコンポーネ

ントに対してテストを実行し、ハードウェアの問題を見つけたり、テスト結果を表形式で分析す

ることができます。

UCS-SCUイメージはリモートの場所にダウンロードし、設定して保存する必要があります。

UCS-SCUイメージを使用して診断テストを実施すると、サーバが一時的に利用できなくなり
ます。これは、当該のサーバが UCS-SCUイメージでリブートされるためです。

（注）

いずれのラックサーバで診断を実行する場合でも、サーバはユーザが設定した場所でホストされ

る UCS-SCUイメージでリブートされます。診断の表形式のレポートには、診断が実行された各
サーバの診断のステータスが表示されます。また、サーバの詳細情報、レポートが生成された日

時、診断ステータスなども表示されます。1つまたは複数のサーバの診断レポートを削除したり、
ダウンロードしたりできます。

サーバ診断を実行するには、scpuserのパスワードを設定する必要があります。scpuserのパス
ワードを設定するには、SCPユーザパスワードの設定, （99ページ）を参照してください。

（注）
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Server Configuration Utility イメージの場所の設定
UCS-SCUイメージの場所を設定して保存するには、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 [SCUイメージプロファイル（SCU Image Profiles）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 4 [SCUイメージの場所の設定（Configure SCU ImageLocation）]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。

説明フィールド

SCUイメージプロファイルの名前を入力します。[プロファイル名（Profile
Name）]フィールド

[ネットワークファイルシステム（NFS）（Network File System
(NFS)）]、[Common Internet File System（CIFS）]、[ワールドワ
イドウェブ（WWW）（World Wide Web (WWW)）]、または
[ローカル（Local）]共有タイプのいずれかを選択します。

[ISO共有タイプ（ISO Share
Type）]ドロップダウンリスト

ISO共有 IPアドレスを入力します。[ISO共有 IP（ISO Share IP）]
フィールド

ISO共有パスを入力します。[ISO共有パス（ISO Share
Path）]フィールド

ご使用の ISO共有ログインユーザ名を入力します。[ユーザ名（Username）]フィー
ルド

ご使用の ISO共有ログインパスワードを入力します。[パスワード（Password）]
フィールド

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
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診断の実行

サーバまたはサーバグループの診断を行うには、この手順に従います。サーバで診断を実行する

と、選択したサーバが再起動されます。

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 [サーバ診断（Server Diagnostics）]タブを選択します。

ステップ 3 [診断の実行（Run Diagnostics）]をクリックします。

ステップ 4 [診断の実行（Run Diagnostics）]ダイアログボックスで、以下のフィールドを入力します。

説明フィールド

診断プロファイルをリストから選択します。[プロファイルの選択（Select
Profile）]ドロップダウンリス
ト

[選択（Select）]をクリックし、診断を実行するサーバグルー
プのチェックボックスをオンにします。

[サーバ（Server(s)）]ドロップ
ダウンリスト

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
サーバもしくは複数のサーバ上で次のアクションを実行できます。（注）

•レポートを表示するには、サーバを選択して、[レポートの表示（View Report）]
をクリックします。

•レポートを削除するには、サーバ（複数可）を選択して、[レポートの削除（Delete
Report）]をクリックします。

•レポートをダウンロードするには、サーバ（複数可）を選択して、[レポートのダ
ウンロード（DownloadReport）]をクリックします。複数のサーバを選択して診断
レポートをダウンロードすると、すべてのレポートが格納された zipファイルがダ
ウンロードされます。

すでに診断操作が実行されているサーバを選択することはできません。そのサーバで別

の診断を開始するには、診断操作が完了するまで待ちます。

診断が完了するまでに約 40分かかります。この時間はサーバに存在するコンポーネン
トの数によって異なります。
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SCP ユーザパスワードの設定
SCPユーザは、サーバの診断や、SCPプロトコルを使用してCisco IMC Supervisorアプライアンス
へのファイル転送を行うためのテクニカルサポートアップロード操作に使用されます。SCPユー
ザアカウントは、Cisco IMC Supervisor UIまたは shelladminへのログインには使用できません。
Puttyを使用して SCPユーザを作成し、ユーザインターフェイスへログインしてパスワードを設
定する必要があります。

SCPユーザ用のパスワードを設定するには、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）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）]の順に選択
します。

ステップ 2 [SCPユーザの設定（SCP User Configuration）]タブをクリックします。

ステップ 3 [パスワード（Password）]フィールドに SCPユーザパスワードを入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 5 [送信結果（Submit Result）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
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第 10 章

オーケストレーションワークフローの使用

• ラックサーバのオーケストレーションワークフロー, 101 ページ

• ラックサーバのオーケストレーションタスク, 101 ページ

• サンプルワークフロー：ラックサーバの電源再投入, 102 ページ

ラックサーバのオーケストレーションワークフロー
CiscoUCSDirectorに用意されているオーケストレーション機能を使用すると、通常はCiscoIntegrated
Management Controller（Cisco IMC）によって管理されるタスクの設定と管理を自動化するワーク
フローを作成できます。ラックサーバプロファイルのラックサーバへの関連付けや、ラックマ

ウントサーバへのvNICまたはvHBAの追加などのタスクは、ワークフローでのみ実行できます。

ラックサーバのワークフローの例については、「サンプルワークフロー：ラックサーバの電源

再投入, （102ページ）」を参照してください。CiscoUCSDirectorのOrchestratorに関する詳細は、
『Cisco UCS Director Orchestration Guide』を参照してください。

ラックサーバのオーケストレーションタスク
CiscoUCSDirectorのタスクライブラリには、ワークフローに含めることができるオーケストレー
ションタスクが用意されています。

オーケストレーションタスクの場所

Cisco IMCオーケストレーションタスクの完全なリストは、ワークフローデザイナとタスクライ
ブラリで入手できます。タスクライブラリにはオーケストレーションタスクの説明が含まれま

す。Cisco UCS Directorの次の場所からアクセスできます。

• [ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] > [ワークフロー
（Workflows）]
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• http://IP_address/app/cloudmgr/onlinedocs/cloupiaTaskLib.html（IP_address
はCisco UCS Directorの IPアドレスです）。

[ワークフローデザイナ（Workflow Designer）]では、[使用可能なタスク（Available Tasks）]ペイ
ンの [物理コンピューティングタスク（Physical Compute Tasks）] > [ラックサーバタスク（Rack
Server Tasks）]からこれらのタスクにアクセスして、ワークフローに追加できます。

オーケストレーションタスクのタイプ

Cisco IMCオーケストレーションタスクには、次の項目を設定および管理するタスクが含まれま
す。

• CIMCサーバの電源オン/オフ

•ラックサーバの設定

•ラックサーバの設定解除

•ラックサーバの選択

これらの Cisco IMCオーケストレーションタスクは、Cisco UCS C3260サーバではサポートさ
れなくなりました。

（注）

サンプルワークフロー：ラックサーバの電源再投入
ラックサーバの複数の設定タスクおよび管理タスクを自動化するワークフローを作成できます。

次のサンプルは、ラックマウントサーバの電源を再投入するワークフローです。[タスクライブラ
リ（Task Library）]で各ワークフロータスクに関する詳細情報を確認できます。
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出力入力ワークフロータスク

MACアドレス、VLAN、およ
び vHBAのWWPNに関する情
報を含む、サーバ ID。

ユーザ入力

• [ワークフローのユーザ入
力の管理（Manage
Workflow User Inputs）]：
ユーザ入力として [CIMC
サーバ ID（CIMC Server
Identity）]を追加します。

• [CIMCサーバ（CIMC
Server）]：ユーザがサーバ
を選択できるように、

[ユーザ入力にマッピング
（Map to User Input）]
チェックボックスをオン

にして、[CIMCサーバ ID
（CIMC Server Identity）]
に割り当てたラベルを選

択します。

タスク入力：選択したサーバに

対してそれぞれの電源操作を実

行するように、[電源オフ
（Power Off）]、[電源オン
（PowerOn）]、または [リセッ
ト（Reset）]を選択します。

CIMCサーバの電源オン/オフ
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出力入力ワークフロータスク

サーバプロファイル ID、MAC
アドレス、VLAN、および
vHBAのWWPNに関する情報
を含む、サーバ ID。

ラックサーバの設定
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出力入力ワークフロータスク

ユーザ入力

• [ワークフローのユーザ入
力の管理（Manage
Workflow User Inputs）]：
ユーザ入力として [CIMC
ラックサーバプロファイ

ルセレクタ（CIMC Rack
Server Profile Selector）]お
よび [CIMCサーバ ID
（CIMC Server Identity）]
を追加します。

•サーバに関連付けるラッ
クサーバプロファイルを

ユーザが選択できるよう

に、[ユーザ入力にマッピ
ング（Map toUser Input）]
チェックボックスをオン

にして、[ラックサーバプ
ロファイルセレクタ

（Rack Server Profile
Selector）]に割り当てたラ
ベルを選択します。

• [ラックサーバの選択
（Select Rack Server）]：
ユーザがサーバを選択で

きるように、[ユーザ入力
にマッピング（MaptoUser
Input）]チェックボックス
をオンにして、[CIMC
サーバ ID（CIMC Server
Identity）]に割り当てたラ
ベルを選択します。

タスク入力

• [ポリシータイプ（Policy
Type）]：プロファイルか
らサーバに適用するポリ

シーのタイプを選択しま

す。

• [ラックサーバプロファイ
ル（Rack Server
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出力入力ワークフロータスク

Profile）]：選択したポリ
シータイプを含むラック

サーバプロファイルを選

択します。

• [ラックサーバの選択
（SelectRackServer）]：ポ
リシータイプを適用する

ラックサーバを選択しま

す。プロファイルの選択

したポリシータイプが

ラックサーバに適用され

ます。

サーバ ID。ユーザ入力

• [ラックサーバの選択
（Select Rack Server）]：
ユーザがサーバを選択で

きるように、[ユーザ入力
にマッピング（MaptoUser
Input）]チェックボックス
をオンにして、[ラック
サーバ ID（Rack Server
Identity）]に割り当てたラ
ベルを選択します。

タスク入力：なし。

ラックサーバの設定解除
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