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Cisco UCS Director
Cisco UCS Directorは、エンドツーエンド管理、オーケストレーション、自動化を実現する安
全性に優れたソリューションです。シスコや他社のデータインフラストラクチャコンポーネ

ントに幅広く対応し、Cisco UCSおよび Cisco Nexusプラットフォームに基づく業界有数のコ
ンバージドインフラストラクチャソリューションに対応します。サポート対象のインフラス

トラクチャコンポーネントとソリューションの完全なリストについては、『CiscoUCSDirector
Compatibility Matrix』を参照してください。

Cisco UCS Directorは、次の標準テンプレートを使用する 64ビットのアプライアンスです。

• Open Virtualization Format（OVF）for VMware vSphere

• Virtual Hard Disk（VHD）for Microsoft Hyper-V

Cisco UCS Directorを介した管理

Cisco UCS Directorは、Cisco UCSを通じてコンピューティングレイヤとネットワークレイヤ
の統合を拡張し、データセンターインフラストラクチャコンポーネントの包括的な可視性と

管理性を実現します。サポート対象のシスコとシスコ以外のコンポーネントの設定、管理およ

びモニタのために Cisco UCS Directorを使用できます。実行できるタスクには次のものがあり
ます。

•すべての Cisco UCSサーバおよびコンピューティングアプリケーションを対象にした、
サービスプロファイルとテンプレートの作成、複製、および導入。
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•コンバージドインフラストラクチャにおける組織の使用状況、トレンドおよび容量の継続
的なモニタリング。たとえば、すべてのデータセンター間の仮想マシン（VM）の使用率
を示すヒートマップの表示。

•一貫したリピート可能な方法によるコンバージドインフラストラクチャへの容量の導入や
追加。

• Cisco UCSドメインや Cisco Nexusネットワークデバイスなどの、データセンターコン
ポーネントの管理、監視、報告。

•物理インフラストラクチャへのサービスを追加するための仮想サービスカタログの拡張。

•非仮想化ワークロードで動作する仮想化ワークロードに対応するための安全なマルチテナ
ント環境の管理。

Cisco UCS Directorによる自動化とオーケストレーション

Cisco UCS Directorでは、自動化サービスを提供するワークフローを構築し、ワークフローを
公開して、そのサービスをオンデマンド方式でユーザに提供できます。社内の他のエキスパー

トと連携して、ポリシーを迅速かつ簡単に作成できます。単純または複雑なプロビジョニング

および設定プロセスを自動化する Cisco UCS Directorワークフローを構築できます。

一度構築および検証された後は、これらのワークフローは誰が実行しても常に同じように実行

できます。経験豊富なデータセンター管理者によって実行することもできますし、ユーザや顧

客が必要に応じてセルフサービスベースでワークフローを実行できるように、ロールベースの

アクセスコントロールを実装することも可能です。

Cisco UCS Directorを使用して、サポート対象のシスコおよびシスコ以外のさまざまなハード
ウェアおよびソフトウェアのデータセンターコンポーネント間で多岐にわたるタスクおよび使

用例を自動化できます。自動化できる使用例には以下のものがありますが、これらに限定され

ません。

• VMのプロビジョニングとライフサイクル管理

•ネットワークリソースの設定とライフサイクル管理

•ストレージリソースの設定とライフサイクル管理

•テナントオンボーディングとインフラストラクチャの設定

•アプリケーションインフラストラクチャのプロビジョニング

•セルフサービスカタログと VMプロビジョニング

•オペレーティングシステムのインストールを含むベアメタルサーバのプロビジョニング

機能と利点

Cisco UCS Directorの機能と利点を以下に示します。

概要

2

概要

機能と利点



利点機能

•物理環境、仮想環境、およびベアメタル環境にわたってシステ
ムをプロビジョニング、モニタリング、管理する単一インター

フェイスを管理者に提供

•統合型ダッシュボード、レポート、ヒートマップを提供し、ト
ラブルシューティングとパフォーマンスのボトルネックを削減

中央管理

•エンドユーザが ITによって規定されたポリシーやガバナンス
に従って、新しいインフラストラクチャインスタンスの発注お

よび導入が可能

セルフサービスカタログ

•リアルタイムで利用可能な機能、内部ポリシー、アプリケー
ションワークロード要件を使用して、リソースの可用性を最適

化

適応型のプロビジョニン

グ

•インフラストラクチャリソースを継続的にモニタリングするこ
とで、キャパシティプランニング、使用率、および管理を改善

•使用率の低いリソースや使用率の高いリソースを特定

動的な容量管理

• VMwareESX、ESXi、MicrosoftHyper-V、RedHatの各ハイパー
バイザをサポート

複数のハイパーバイザの

サポート

•物理、仮想、ベアメタルの各サーバおよびブレードをプロビ
ジョニング、モニタリング、管理

•エンドユーザがスナップショットを介して仮想マシンのライフ
サイクル管理とビジネス継続性を実現可能

•管理者にサーバ使用率のトレンド分析を提供

コンピューティングの管

理

•物理スイッチ、仮想スイッチ、動的ネットワークトポロジをポ
リシーベースでプロビジョニング

•管理者が VLAN、仮想ネットワークインターフェイスカード
（vNIC）、ポートグループ、ポートプロファイル、IPおよび
動的ホスト制御プロトコル（DHCP）割り当て、アクセスコン
トロールリスト（ACL）を、複数のネットワークデバイスに
わたって設定可能

ネットワーク管理
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利点機能

•ファイラ、仮想ファイラ（vFiler）、論理ユニット番号
（LUN）、ボリュームをポリシーベースでプロビジョニングお
よび管理可能

•統合ダッシュボードにより、管理者が組織的な使用状況、トレ
ンド、キャパシティ分析の詳細を包括的に可視性可能

ストレージの管理

物理的および仮想的な管理機能

仮想コンピューティング管理

•仮想コンピューティング環境の検出、収
集、モニタリング

•ポリシーベースでのプロビジョニングと
動的リソース割り当ての実行

•ホストサーバの負荷と電力の管理

• VMライフサイクルとスナップショット
の管理

• VMの容量とスプロール、ホストの使用
率を評価するための分析の実行

物理サーバの管理

•設定と変更の検出および収集

•物理サーバのモニタリングと管理

•ポリシーベースでのサーバプロビジョニ
ングの実行

•ブレードの電力管理

•サーバライフサイクルの管理

•サーバの使用傾向と容量分析の実行

• Preboot execution Environment（PXE）ブー
ト管理機能を使用したベアメタルプロビ

ジョニングの実行
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仮想ストレージの管理

• vFilerのストレージおよびストレージプー
ルの検出、収集、モニタリング

•シックおよびシンクライアントを対象と
したポリシーベースでのストレージプロ

ビジョニングの実行

•新しいデータストアの作成と仮想デバイ
スコンテキスト（VDC）へのマッピング

• VMへのディスクの追加とサイズ調整

•組織でのストレージ使用率のモニタリン
グと管理

•仮想ストレージの傾向と容量分析の実行

物理ストレージの管理

•ストレージファイラの検出、収集、モニ
タリング

•ポリシーベースでの vFilerプロビジョニ
ングの実行

•ボリュームのプロビジョニングとマッピ
ング

•論理ユニット番号（LUN）と iGroupイン
スタンスの作成とマッピング

• SANゾーン管理の実行

• Network-Attached Storage（NAS）および
SANベースのストレージのモニタリング
と管理

•ストレージ実装のベストプラクティスと
推奨事項

仮想ネットワークの管理

• VMへのネットワークの追加

• IPおよび DHCP割り当てによるポリシー
ベースでのプロビジョニングの実行

• VLANおよびプライベート VLANに対す
る仮想ネットワークインターフェイス

カード（vNIC）の設定と接続

• VMのためのポートグループとポートプ
ロファイルの作成

•組織での仮想ネットワークの使用率のモ
ニタリング

物理ネットワークの管理

•物理ネットワーク要素の検出、収集、モ
ニタリング

•複数のスイッチ間のプロビジョニング
VLAN

•ネットワークデバイスに対するアクセス
コントロールリスト（ACL）の設定

•ストレージネットワークの設定

•動的ネットワークトポロジの実装

Cisco UCS Directorインストレーションガイド
Cisco UCS Directorをインストールする前に、次の点に注意してください。

Cisco UCS Director VMディスク

VMware vSphereまたはMicrosoft Hyper-Vのいずれかに Cisco UCS Directorをインストール中
に、インストーラにより 2つのハードディスクが作成されます。
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•プライマリディスク：Cisco UCS Directorアプライアンスとオペレーティングシステムが
含まれています。インストール後には、このプライマリディスクの名前は Hard Disk 1に
なります。

•セカンダリディスク：Cisco UCS Directorデータベースが含まれています。インストール
後には、このセカンダリディスクの名前は Hard Disk 2になります。

両方のディスクは、インストール中に同じディスクフォーマットとパラメータを使用して自動

的に作成されます。

Cisco UCS Director OVFおよび VHDの ZIPファイル

Cisco UCS Director OVFおよび VHDの ZIPファイルは、CentOS 6.xで zip 3.xを使用して作成
されます。Linuxシステムの場合は、unzip 6.x以降または最新バージョンの 7-Zipアーカイブ
ツールを使用して zipファイルを抽出できます。Windowsシステムの場合、Windows 10および
Windows Server 2012ではWindows ExplorerのネイティブのExtract All、または 7-ZipやWinRAR
などの最新バージョンのアーカイブツールを使用して zipファイルを抽出できます。

（注）

ライセンスについて
CiscoUCSDirectorを使用するには、次の手順に従ってライセンスを取得する必要があります。

1. CiscoUCSDirectorをインストールする前に、CiscoUCSDirectorライセンスキーを生成し、
証明書（製品アクセスキー）を要求します。

2. シスコのソフトウェアライセンスサイトに製品アクセスキー（PAK）を登録します（製
品アクセスキーの契約履行（6ページ）を参照してください）。

3. Cisco UCS Directorをインストールした後、ライセンスの更新の手順に従って、Cisco UCS
Directorでライセンスを更新します。

4. ライセンスが検証されると、Cisco UCS Directorの使用を開始できます。

製品アクセスキーの契約履行

始める前に

PAK番号が必要です。

ステップ 1 シスコソフトウェアライセンスのWebサイトに移動します。

ステップ 2 [Product License Registration]ページに転送されたら、トレーニングを受けるか、[Continue to Product License
Registration]をクリックして続行してください。
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ステップ 3 [Product License Registration]ページで、[Get New Licenses from a PAK or Token]をクリックします。

ステップ 4 [Enter a Single PAK or TOKEN to Fulfill]フィールドに PAK番号を入力します。

ステップ 5 [Fulfill Single PAK/TOKEN]をクリックします。

ステップ 6 PAKを登録するために、[License Information]でその他のフィールドに情報を入力します。

説明名前

組織名。組織名

サイトの連絡先の名前。Site Contact Name

組織の番地。Street Address

市区町村名。[City or Town]

州/都道府県。State or Province

郵便番号。Zip or Postal Code

国名。Country

ステップ 7 [Issue Key]をクリックします。

ライセンスの機能が表示され、デジタルライセンス契約および圧縮されたライセンスファイルが添付され

た電子メールが届きます。

デジタル署名されたイメージ
Cisco UCS Directorイメージは、デジタル署名された ZIPファイルで配信されます。これらの
署名された ZIPファイルは、次のものを含むコンテナ ZIPファイルにラップされます。

•デジタル署名されたZIPファイル：CiscoUCSDirectorのインストールまたはアップグレー
ドイメージが含まれています。

•検証プログラム：証明書チェーンと署名を確認します。証明書チェーンの検証中に、プロ
グラムはシスコの SubCA証明書とルート CA証明書を使用してエンドエンティティ証明
書の信頼性を確認します。その後、認証されたエンドエンティティ証明書を使用して署名

を確認します。

•デジタル署名ファイル：インストールまたはアップグレード前に確認できる署名が含まれ
ています。

•証明書ファイル：デジタル署名を確認できます。このシスコ署名x.509エンドエンティティ
証明書には、署名の確認に使用できる公開キーが含まれています。この証明書は、

http://www.cisco.com/security/pki/certs/crcam2.cerに掲示された Ciscoルートにチェーンされ
ています。
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• ReadMeファイル：デジタル署名された ZIPファイルを確認するために必要な情報と手順
を提供します。

イメージはオフラインで確認します。イメージを確認したら、Cisco UCS Directorインストー
ルまたはアップグレードを開始できます。

デジタル署名されたイメージの確認の要件

Cisco UCS Directorのデジタル署名されたイメージを確認する前に、ローカルマシンに次があ
ることを確認します。

•検証プロセス中の https://www.cisco.comへの接続

• Python 2.7.4

• OpenSSL

デジタル署名されたイメージの確認

始める前に

Cisco.comから Cisco UCS Directorイメージをダウンロードします。

ステップ 1 Cisco.comからダウンロードしたファイルを解凍し、次のファイルが含まれていることを確認します。

• ReadMeファイル

•デジタル署名された ZIPファイル（CUCSD_6_6_0_0_66365_VMWARE_GA.zip、
CUCSD_6_6_0_0_66717_HYPERV_GA.zip、cucsd_patch_6_6_0_0_66365.zipなど）

•証明書ファイル（UUCS_GENERIC_IMAGE_SIGNING-CCO_RELEASE.cerなど）

•画像用に生成されたデジタル署名（CUCSD_6_6_0_0_66365_VMWARE_GA.zip.signature、
CUCSD_6_6_0_0_66717_HYPERV_GA.zip.signature、
cucsd_patch_6_6_0_0_66365.zip.signatureなど）

•署名検証プログラム（cisco_x509_verify_release.pyなど）

ステップ 2 ReadMeファイルの手順を確認します。

次の手順と ReadMeの手順に違いがある場合は、ReadMeの手順に従ってください。（注）

ステップ 3 ダウンロードしたコンテンツを解凍したがディレクトリから署名の検証プログラムを実行します。

例：アップグレードパッチの署名の検証

python ./cisco_x509_verify_release.py -e UCS_GENERIC_IMAGE_SIGNING-CCO_RELEASE.cer
-i cucsd_patch_6_6_0_0_66365.zip -s cucsd_patch_6_6_0_0_66365.zip.signature -v dgst -sha512

例：VMware OVFインストールの署名の検証

概要
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python ./cisco_x509_verify_release.py -e UCS_GENERIC_IMAGE_SIGNING-CCO_RELEASE.cer
-i CUCSD_6_6_0_0_66365_VMWARE_GA.zip -s CUCSD_6_6_0_0_66365_VMWARE_GA.zip.signature -v dgst -sha512

例：Hyper-V VHDインストールの署名の検証
python ./cisco_x509_verify_release.py -e UCS_GENERIC_IMAGE_SIGNING-CCO_RELEASE.cer
-i CUCSD_6_6_0_0_66717_HYPERV_GA.zip -s CUCSD_6_6_0_0_66717_HYPERV_GA.zip.signature -v dgst -sha512

ステップ 4 出力を確認し、検証が成功したことを確認します。

例：アップグレードの予想される出力

Downloading CA certificate from http://www.cisco.com/security/pki/certs/crcam2.cer ...
Successfully downloaded and verified crcam2.cer.
Downloading SubCA certificate from http://www.cisco.com/security/pki/certs/innerspace.cer ...
Successfully downloaded and verified innerspace.cer.
Successfully verified root, subca and end-entity certificate chain.
Successfully verified the signature of cucsd_patch_6_6_0_0_66365.zip using
UCS_GENERIC_IMAGE_SIGNING-CCO_RELEASE.cer

例：VMware OVFインストールの予想される出力
Downloading CA certificate from http://www.cisco.com/security/pki/certs/crcam2.cer ...
Successfully downloaded and verified crcam2.cer.
Downloading SubCA certificate from http://www.cisco.com/security/pki/certs/innerspace.cer ...
Successfully downloaded and verified innerspace.cer.
Successfully verified root, subca and end-entity certificate chain.
Successfully verified the signature of CUCSD_6_6_0_0_66365_VMWARE_GA.zip using
UCS_GENERIC_IMAGE_SIGNING-CCO_RELEASE.cer

例：Hyper-V VHDインストールの予想される出力
Downloading CA certificate from http://www.cisco.com/security/pki/certs/crcam2.cer ...
Successfully downloaded and verified crcam2.cer.
Downloading SubCA certificate from http://www.cisco.com/security/pki/certs/innerspace.cer ...
Successfully downloaded and verified innerspace.cer.
Successfully verified root, subca and end-entity certificate chain.
Successfully verified the signature of CUCSD_6_6_0_0_66717_HYPERV_GA.zip using
UCS_GENERIC_IMAGE_SIGNING-CCO_RELEASE.cer

次のタスク

Cisco UCS Directorをインストールまたはアップグレードします。

単一ノードセットアップのアップグレード
Cisco UCS Directorのアップグレードについては、このリリースの『Cisco UCS Director Upgrade
Guide』を参照してください。
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