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グローバル機器ポリシー

シャーシ/FEX 検出ポリシー
シャーシ/FEX検出ポリシーは、新しいシャーシまたは FEXを追加したときのシステムの対処方
法を決定します。Cisco UCSは、次の決定にシャーシ/FEXの検出ポリシーの設定を使用します。

•シャーシまたは FEXとファブリックインターコネクト間のリンク数の最小しきい値

• IOMからファブリックポートチャネルのファブリックインターコネクトへのリンクをグルー
プ化するかどうか
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シャーシ/FEX検出ポリシーのマルチシャーシCiscoUCSドメインでの動作方法の概要を含むシャー
シリンクの詳細については、『Cisco UCS Manager configuration guides』を参照してください。

シャーシ/FEX 検出ポリシーの設定
シャーシポリシーの設定では、新しいシャーシを追加したときのシステムの対応方法を指定しま

す。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[機器のグローバルポリシー（Equipment Global Policies）]タブをクリックします。

ステップ 4 [シャーシ/FEX検出ポリシー（Chassis/FEX Discovery Policy）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [アクション（Action）]ドロップダウンリストで、シャーシまたはファブリックエクステンダ（FEX）と
ファブリックインターコネクト間のリンク数の最小しきい値を選択します。

• 1-link

• 2-link

• 4-link

• 8-link

ステップ 6 [リンクグループのプリファレンス（Link Grouping Preference）]ドロップダウンリストから、IOMまたは
FEXからファブリックインターコネクトへのリンクを 1つのポートチャネルにグループ化するかどうか
を選択します。

リンクグループのプリファレンスは、IOMまたは FEXとファブリックインターコネクトとの
間のリンクの両側が、ファブリックポートチャネルをサポートしている場合にのみ有効になり

ます。リンクの一方がファブリックポートチャネルをサポートしていない場合は、このプリ

ファレンスは無視され、リンクはポートチャネルにグループ化されません。

（注）

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

ラックサーバディスカバリポリシー

ラックサーバディスカバリポリシーは、新しいラックマウントサーバを追加したときのシステ

ムの対処方法を決定します。Cisco UCSは、ラックサーバディスカバリポリシー内の設定を使用
して、ハードディスク上のデータがスクラビングされたかどうか、およびサーバ検出を直ちに実

行する必要があるかユーザの明示的な承認を待機する必要があるかを決定します。

Cisco UCSは、ファブリックインターコネクトに適切にケーブル接続されていないラックマウン
トサーバを検出できません。サポートされるCisco UCSラックマウントサーバの統合方法につい
ては、適切な『rack-mount server integration guide』を参照してください。

   Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
2

Cisco UCS サーバプールとポリシーの設定
ラックサーバディスカバリポリシー

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11736/products_installation_and_configuration_guides_list.html


ラックサーバディスカバリポリシーの設定

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[機器のグローバルポリシー（Equipment Global Policies）]タブをクリックします。

ステップ 4 [ラックサーバ検出ポリシー（Rack Server Discovery Policy）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [アクション（Action）]ドロップダウンリストから、新しいラックサーバを追加する際のアクションを選
択します。

• [即時（Immediate）]：新しいサーバが自動的に検出されます。

• [ユーザ承認済み（User-acknowledged）]：ユーザが新しいサーバを承認するまで、何も起こりませ
ん。

ステップ 6 [スクラビングポリシー（Scrub Policy）]ドロップダウンリストから、サーバがサーバプールのポリシー
資格情報の条件を満たした場合に、新しく検出されたサーバで実行されるスクラビングポリシーを選択し

ます。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

ラック管理接続ポリシー

ラック管理接続ポリシーは、新しく追加されたラックマウントサーバが Cisco UCSによって自動
的に管理されるかユーザの明示的な承認を待機する必要があるかを決定します。自動的に承認さ

れるようにこのポリシーを設定することをお勧めします。

ラック管理接続ポリシーの設定

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[機器のグローバルポリシー（Equipment Global Policies）]タブをクリックします。

ステップ 4 [ラックサーバディスカバリポリシー（RackManagement Connection Policy）]チェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 5 [アクション（Action）]ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。

• [自動確認応答（auto-acknowledged）]：確認応答が自動的に実行されます。

• [ユーザ承認済み（user-acknowledged）]：ユーザがサーバを承認するまで、何も起こりません。
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ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

UUID プール
UUIDプールは、サーバに割り当てることができる SMBIOS（オペレーティングシステム上に構
築されるシステム管理）UUID（汎用一意識別子）のコレクションです。UUIDの接頭辞を構成す
る先頭の桁の数字は固定されています。残りの桁で構成される UUID接尾辞は変数です。UUID
プールは、特定のプールを使用するサービスプロファイルに関連づけられた各サーバについて、

これらの変数が一意であることを保証して競合を回避します。

サービスプロファイルでUUIDプールを使用する場合、サービスプロファイルに関連付けられた
サーバの UUIDを手動で設定する必要はありません。

UUID プールの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 プールを作成する組織をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 5 [UUIDプール（UUID Pools）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [UUIDプールの追加（Add UUID Pool）]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（Name）]

プールの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

プールの説明。[説明（Description）]フィールド

プレフィックスの作成方法を選択します。次のいず

れかになります。

• [派生（Derived）]：システムによってプレ
フィックスが作成されます。

• [その他（Other）]：任意のプレフィックスを指
定します。このオプションを選択すると、任

意のプレフィックスを

XXXXXXXX-XXXX-XXXXの形式で入力でき
るテキストフィールドが表示されます。

[プレフィックス（Prefix）]ドロップダウンリスト
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説明[名前（Name）]

ブロック内の最初の UUIDアドレス。[開始（Other）]フィールド

ブロック内の UUIDアドレスの数。[サイズ（Size）]フィールド

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

UUID プールへのアドレスブロックの追加

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 プールを変更する組織をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 5 [UUIDプール（UUID Pools）]タブをクリックします。

ステップ 6 アドレスブロックを追加するプールをクリックして、[UUIDアドレスブロックの追加（AddUUIDAddresses
Block）]をクリックします。

ステップ 7 [UUIDプールブロックの追加（Add UUID Pool Block）]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（Name）]

ブロック内の最初の UUIDアドレス。[開始（From）]フィールド

ブロック内の UUIDアドレスの数。[サイズ（Size）]フィールド

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

サーバプール
サーバプールは複数のサーバで構成されています。これらのサーバは通常、同じ特性を持ってい

ます。これらの特性は、シャーシ内の位置であったり、サーバタイプ、メモリ容量、ローカルス

トレージ、CPUのタイプ、ローカルドライブ設定などの属性だったりします。サーバを手動で
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サーバプールに割り当てることも、サーバプールポリシーとサーバプールポリシー資格情報を

使用して割り当てを自動化することもできます。

システムが組織を通じて、マルチテナント機能を実装している場合、特定の組織で使用されるサー

バプールを 1つ以上、指定できます。たとえば、CPUを 2個搭載したサーバをすべて含むプール
をマーケティング組織に割り当て、メモリのサイズが 64GBのサーバをすべて、財務組織に割り
当てることができます。

サーバプールには、システム内のどのシャーシにあるサーバでも入れることができます。1つの
サーバは複数のサーバプールに属することができます。

サーバプールの作成

Cisco UCS Directorでは、サーバプールのマネージドサーバのみが表示されますが、プールのサ
イズにはすべてのサーバが含まれます。たとえば、サーバプールに 2台のサーバがあり、そのう
ち 1台のサーバのみが Cisco UCS Directorで管理されている場合、そのプールのすべてのサーバ
プールレポートとアクションには、1台の（管理対象）サーバのみが表示されます。ただし、プー
ルサイズは 2台と表示されます。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 プールを作成する組織をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 5 [サーバプール（Server Pools）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [サーバプールの追加（Add Server Pool）]ダイアログボックスに、プールの名前と説明を入力します。

ステップ 8 （任意） [サーバ（Servers）]フィールドで、次の手順を実行してプールにサーバを追加します。
a) [選択（Select）]をクリックします。
b) [項目の選択（Select Items）]ページで、プールに追加するサーバのチェックボックスをオンにします。
c) [選択（Select）]をクリックします。

ステップ 9 [追加（Add）]をクリックします。
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Cisco UCS Directorグループへのサーバプールの割り当て

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 割り当てるプールのある組織をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 5 [サーバプール（Server Pools）]タブをクリックします。

ステップ 6 Cisco UCS Directorグループに割り当てるプールの表の列をクリックします。

ステップ 7 [グループの割り当て（Assign Group）]をクリックします。

ステップ 8 [グループの選択（Select Group）]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [グループ（Group）]ドロップダウンリストから、CiscoUCSDirectorサーバプールを割り当てるグルー
プを選択します。

b) [ラベル（Label）]フィールドに、サーバプールを示すラベルを入力します。
c) [送信（Submit）]をクリックします。

Cisco UCS Directorグループからのサーバプロファイルの割り当て解除

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 割り当て解除するプールが含まれている組織をクリックし、[詳細の表示（ViewDetails）]をクリックしま
す。

ステップ 5 [サーバプール（Server Pools）]タブをクリックします。

ステップ 6 Cisco UCS Directorグループからの割り当てを解除するプールのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 7 [グループの割り当て解除（Unassign Group）]をクリックします。

ステップ 8 [グループの割り当て解除（Unassign Group）]をクリックします。

ステップ 9 [グループの割り当て解除（Unassign Group）]ダイアログボックスで、[割り当て解除（Unassign）]をク
リックします。
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管理 IP プール
管理 IPプールは外部 IPアドレスの集合です。管理 IPプール内の IPアドレスの各ブロックは、
サーバ上の CIMC（Cisco Integrated Management Controller）で終了する外部アクセス用に予約され
ています。

管理 IPプールのすべての IPアドレスは、ファブリックインターコネクトの IPアドレスと同じサ
ブネット内にあることが必要です。

サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IP
アドレスが、管理 IPプールに含まれていてはなりません。

（注）

管理 IP プールへの IP アドレスブロックの追加
サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IPア
ドレスが、管理 IPプールに含まれていてはなりません。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[管理IPプール（Management IP Pool）] タブをクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 5 [IPアドレスのブロックの作成（Create Block of IP Addresses）]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（Name）]

ブロック内の最初の IPアドレス。[開始（From）]フィールド

プール内の IPアドレスの数。[サイズ（Size）]フィールド

ブロック内の IPアドレスに関連付けられたサブネッ
トマスク。これは、ファブリックインターコネク

トと同じサブネットマスクである必要があります。

[サブネットマスク（Subnet Mask）]フィールド

ブロック内の IPアドレスに関連付けられたデフォ
ルトゲートウェイ。

[デフォルトゲートウェイ（Default Gateway）]
フィールド

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
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ブートポリシー
Cisco UCS Managerブートポリシーは、BIOS設定メニューのブート順序をオーバーライドし、次
を決定します。

•ブートデバイスの選択

•サーバのブート元である場所

•ブートデバイスの起動順序

たとえば、ローカルディスクや CD-ROM（vMedia）などのローカルデバイスから関連するサー
バをブートするか、SANブートや LAN（PXE）ブートを選択するか、または EFIシェルからブー
トすることができます。

1つ以上のサービスプロファイルに関連付けることができる名前付きブートポリシーを作成する
か、特定のサービスプロファイルに対するブートポリシーを作成できます。ブートポリシーを

有効にするには、ブートポリシーをサービスプロファイルに含め、このサービスプロファイル

をサーバに関連付ける必要があります。サービスプロファイルにブートポリシーを含めない場

合、Cisco UCS Managerによってデフォルトのブートポリシーが適用されます。

ブートポリシーに対する変更は、そのブートポリシーを含んでいる、更新中のサービスプロ

ファイルテンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。BIOSにブート順
序情報を再書き込みするためのサービスプロファイルとサーバとの再アソシエーションは自

動的にトリガーされます。

（注）

UEFI ブートモード
Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）は、オペレーティングシステムとプラットフォーム
ファームウェア間のソフトウェアインターフェイスを定義する仕様です。Cisco UCS Managerは
UEFIを使用して BIOSファームウェアのインターフェイスを置換します。これにより、BIOSは
レガシーサポートを提供する一方で UEFIで動作できるようになります。

ブートポリシーを作成する場合、レガシーまたは UEFIブートモードのいずれかを選択できま
す。レガシーブートモードは、すべてのCiscoUCSサーバでサポートされます。UEFIブートモー
ドはM3サーバでのみサポートされており、UEFIセキュアブートモードを有効化できます。

次の制限は、UEFIブートモードに適用されます。

• UEFIブートモードは Cisco UCS BシリーズM3ブレードサーバ、ならびに、Cisco UCS Cシ
リーズM3ラックサーバでのみサポートされています。

• UEFIブートモードは、次の組み合わせではサポートされません。
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◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSブレードおよびラックサーバ上の Gen-3
Emulexおよび QLogicアダプタ。

◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上のすべてのアダプタに対す
る PXEブート。

◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上のすべてのアダプタに対す
る iSCSIブート。

• 2つの iSCSI LUNで UEFIブートモードを使用する場合は、Cisco UCS Managerに IQN接尾
辞プールからの名前の選択を許可するのではなく、基礎となる両方の iSCSI eNICに適用され
るサービスプロファイルに共通の iSCSIイニシエータ名を手動で指定する必要があります。
共通の名前を指定しなかった場合は、Cisco UCS Managerは 2番目の iSCSI LUNを検出でき
ません。

•同じサーバで UEFIとレガシーブートモードを混在させることはできません。

•ブートポリシーに設定されているブートデバイスにUEFI対応オペレーティングシステムが
インストールされている場合にのみ、サーバは UEFIモードで正常に起動します。互換性の
ある OSが存在しない場合、ブートデバイスは [Boot Order Details]領域の [Actual Boot Order]
タブに表示されません。

• UEFIブートマネージャのエントリがBIOSNVRAMに正しく保存されなかったため、まれに
UEFIのブートに成功しない場合もあります。UEFIシェルを使用して、UEFIブートマネー
ジャのエントリを手動で入力することができます。これは、次の状況で発生することがあり

ます。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを解
除され、[Equipment]タブまたは前面パネルを使用してブレードの電源を手動でオンに
する場合。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを解
除され、直接の VICファームウェアアップグレードが試行される場合。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバまたはラックサーバが SAN LUNからブー
トされ、サービスプロファイルが移行される場合。

UEFI セキュアブート
Cisco UCS Managerは、Cisco UCS BシリーズM3ブレードサーバ上での UEFIセキュアブートを
サポートします。UEFIセキュアブートがイネーブルの場合、すべての実行可能ファイル（ブー
トローダ、アダプタドライバなど）はロードされる前に BIOSによって認証されます。認証され
るには、イメージが Cisco認証局（CA）またはMicrosoft CAによって署名される必要がありま
す。

次の制限は、UEFIセキュアブートに適用されます。

• UEFIブートモードは、ブートポリシーでイネーブルにする必要があります。
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• Cisco UCS Managerソフトウェアと BIOSファームウェアは、リリース 2.2以上である必要が
あります。

•ユーザ生成された暗号キーはサポートされません。

• UEFIセキュアブートは、Cisco UCS Managerでのみ制御することができます。

•サーバがセキュアブートモードである状態で Cisco UCSManagerを以前のバージョンにダウ
ングレードする場合は、ダウングレードする前に、サーバの関連付けを解除してから、再度

関連付けする必要があります。これを行わないと、サーバディスカバリは失敗します。

SAN ブート
SAN上のオペレーティングシステムイメージから 1つ以上のサーバがブートするように、ブー
トポリシーを設定できます。ブートポリシーにはプライマリとセカンダリの SANブート含める
ことができます。プライマリブートが失敗した場合、サーバはセカンダリからのブートを試行し

ます。

シスコでは、システム内で最高のサービスプロファイルモビリティを提供する SANブートの使
用を推奨しています。SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファ
イルを移動すると、新しいサーバは、同じオペレーティングシステムイメージからブートしま

す。したがって、ネットワークからは、新しいサーバは同じサーバと認識されます。

SANブートを使用するには、次の項目が設定されていることを確認してください。

• CiscoUCSドメインが、オペレーティングシステムイメージをホストしているSANストレー
ジデバイスと通信できること。

•オペレーティングシステムイメージが置かれているデバイス上のブートターゲット LUN
（論理ユニット番号）。

SANブートは、CiscoUCSブレードおよびラックサーバ上のGen-3Emulexアダプタではサポー
トされていません。

（注）
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SAN ブートポリシーの作成

ブートポリシーのブート順序には、ローカルディスクと SAN LUNの両方ではなく一方のみ
を組み込み、サーバが誤ったストレージタイプからブートしないようにすることを推奨しま

す。ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定されてい
て、オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が誤ってい
る場合、サーバが SAN LUNではなくローカルディスクからブートする場合があります。

たとえば、Red Hat Linuxがインストールされているサーバで、LVMにデフォルトの LVMが
設定されていて、ブート順序に SAN LUNとローカルディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

はじめる前に

SAN LUNからサーバをブートするブートポリシーを作成し、安定した SANブート操作が必要な
場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべてのロー

カルディスクを最初に削除することをお勧めします。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [ブートポリシー（Boot Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [ブートポリシーの追加（Add Boot Policy）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

ポリシーの説明。[説明（Description）]フィールド

このチェックボックスをオンにすると、ブートの順

序を変更した後で、このブートポリシーを使用す

るすべてのサーバがリブートされます。

このチェックボックスをオンにすると、CD-ROM
またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスで

ある場合、デバイスの取り外しまたは装着をして

も、ブート順には直接効力がないため、サーバはリ

ブートされません。

[順序を変更したときにリブートする（Reboot on
Order Change）]チェックボックス
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説明[名前（Name）]

このチェックボックスをオンにすると、ブート順序

表に記載されている1つ以上のvNIC、vHBA、iSCSI
vNICが、サービスプロファイルのサーバ設定と一
致した場合に、設定エラーが表示されます。

このチェックボックスをオフにすると、サービス

プロファイルのサーバ設定から、vNIC、vHBA、
iSCSIvNIC（ブートオプションに準じる）が使用さ
れます。ブートポリシーで指定されている vNIC、
vHBA、iSCSI vNICが、サービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかについてはレポート

されません。

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA
Name）]チェックボックス

このブートポリシーを使用するサーバのブートモー

ド。次のいずれかを設定できます。

•レガシー

• UEFI

このオプションでは、下位レベルのブートデ

バイスを指定し、セキュアブートオプション

を有効にできます。

[ブートモード（BootMode）]ドロップダウンリス
ト

（ブートモードとしてUEFIが選択されている場合
にのみ表示されます。）このブートポリシーを使

用するサーバのセキュアブートオプションを有効

にします。

[ブートセキュリティ（Boot Security）]チェック
ボックス

ステップ 8 [ブートデバイスの追加（Add Boot Device）]領域で、[SANブートの追加（Add SAN Boot）]チェックボッ
クスをオンにします。

ステップ 9 [プライマリvHBA（Primary vHBA）]フィールドに、LANブートの場所の最初のアドレスとして使用する
vHBAの名前を入力します。

ステップ 10 [セカンダリvHBA（Secondary vHBA）]フィールドに、LANブートの場所の 2つ目のアドレスとして使用
する vHBAの名前を入力します。

ステップ 11 （任意） プライマリ vHBAとセカンダリ vHBAのいずれかまたは両方がブート可能な SANイメージをポ
イントしている場合は、適切な [SANブートターゲットの追加（Add SAN Boot Target）]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。

説明[名前（Name）]

ブートイメージの場所に対応するプライマリ LUN
ID番号。

[プライマリブートターゲットLUN（Primary Boot
Target LUN）]フィールド
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説明[名前（Name）]

ブートイメージの場所に対応するプライマリWWPN
値。

[プライマリブートターゲットWWPN（PrimaryBoot
Target WWPN）]フィールド

ブートイメージの場所に対応するセカンダリ LUN
ID番号。

[セカンダリブートターゲットLUN（SecondaryBoot
Target LUN）]フィールド

ブートイメージの場所に対応するセカンダリWWPN
値。

[セカンダリブートターゲットWWPN（Secondary
Boot Target WWPN）]フィールド

ステップ 12 [ブートデバイスの追加（Add Boot Device）]領域で、[Add iSCSI Boot（iSCSIブートの追加）]チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 13 [Add Primary iSCSI Vnic（プライマリ iSCCI Vnicの追加）]フィールドに、SANブートの場所の最初のア
ドレスとして使用する iSCSI VNICの名前を入力します。

ステップ 14 [Add Secondry iSCSI Vnic（セカンダリ iSCCI Vnicの追加）]フィールドに、SANブートの場所の 2つ目の
アドレスとして使用する iSCSI VNICの名前を入力します。

ステップ 15 [送信（Submit）]をクリックします。

LAN ブート
LANの集中プロビジョニングサーバから 1つまたは複数のサーバをブートするブートポリシー
を設定できます。LAN（または PXE）ブートは、その LANサーバからサーバにOSをインストー
ルする際に頻繁に使用されます。

LANブートポリシーには、複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、ローカ
ルディスクや仮想メディアブートをセカンダリブートデバイスとして追加できます。
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LAN ブートポリシーの作成
ブートポリシーには、複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、ローカルディ

スクブートをセカンダリブートデバイスとして追加できます。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [ブートポリシー（Boot Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [ブートポリシーの追加（Add Boot Policy）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

ポリシーの説明。[説明（Description）]フィールド

このチェックボックスをオンにすると、ブートの順

序を変更した後で、このブートポリシーを使用す

るすべてのサーバがリブートされます。

このチェックボックスをオンにすると、CD-ROM
またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスで

ある場合、デバイスの取り外しまたは装着をして

も、ブート順には直接効力がないため、サーバはリ

ブートされません。

[順序を変更したときにリブートする（Reboot on
Order Change）]チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、ブート順序

表に記載されている1つ以上のvNIC、vHBA、iSCSI
vNICが、サービスプロファイルのサーバ設定と一
致した場合に、設定エラーが表示されます。

このチェックボックスをオフにすると、サービス

プロファイルのサーバ設定から、vNIC、vHBA、
iSCSIvNIC（ブートオプションに準じる）が使用さ
れます。ブートポリシーで指定されている vNIC、
vHBA、iSCSI vNICが、サービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかについてはレポート

されません。

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA
Name）]チェックボックス
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説明[名前（Name）]

このブートポリシーを使用するサーバのブートモー

ド。次のいずれかを設定できます。

•レガシー

• UEFI

このオプションでは、下位レベルのブートデ

バイスを指定し、セキュアブートオプション

を有効にできます。

[ブートモード（BootMode）]ドロップダウンリス
ト

（ブートモードとしてUEFIが選択されている場合
にのみ表示されます。）このブートポリシーを使

用するサーバのセキュアブートオプションを有効

にします。

[ブートセキュリティ（Boot Security）]チェック
ボックス

ステップ 8 [ブートデバイスの追加（Add Boot Device）]領域で、[LANブートの追加（Add LANBoot）]チェックボッ
クスをオンにします。

ステップ 9 [プライマリvNIC（Primary vNIC）]フィールドに、LANブートの場所の最初のアドレスとして使用する
vNICの名前を入力します。

ステップ 10 [セカンダリvNIC（Secondary vNIC）]フィールドに、LANブートの場所の 2つ目のアドレスとして使用す
る vNICの名前を入力します。

ステップ 11 [ブートデバイスの追加（Add Boot Device）]領域で、[iSCSIブートの追加（Add iSCSI Boot）]チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 12 [プライマリ iSCCI Vnicの追加（Add Primary iSCSI Vnic）]フィールドに、LANブートの場所の最初のア
ドレスとして使用する iSCSI VNICの名前を入力します。

ステップ 13 [セカンダリ iSCCI Vnicの追加（Add Secondry iSCSI Vnic）]フィールドに、LANブートの場所の 2つ目の
アドレスとして使用する iSCSI VNICの名前を入力します。

ステップ 14 [送信（Submit）]をクリックします。

ローカルディスクブート

サーバにローカルドライブがある場合は、ブートポリシーを設定して、そのデバイスや次のロー

カルデバイスからサーバをブートできます。

•ローカルハードディスクドライブ

• SDカード

•内蔵 USB
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•外付け USB

ローカルディスクブートポリシーの作成

ブートポリシーには、複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、ローカルディ

スクブートをセカンダリブートデバイスとして追加できます。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [ブートポリシー（Boot Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [ブートポリシーの追加（Add Boot Policy）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

ポリシーの説明。[説明（Description）]フィールド

このチェックボックスをオンにすると、ブートの順

序を変更した後で、このブートポリシーを使用す

るすべてのサーバがリブートされます。

このチェックボックスをオンにすると、CD-ROM
またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスで

ある場合、デバイスの取り外しまたは装着をして

も、ブート順には直接効力がないため、サーバはリ

ブートされません。

[順序を変更したときにリブートする（Reboot on
Order Change）]チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、ブート順序

表に記載されている1つ以上のvNIC、vHBA、iSCSI
vNICが、サービスプロファイルのサーバ設定と一
致した場合に、設定エラーが表示されます。

このチェックボックスをオフにすると、サービス

プロファイルのサーバ設定から、vNIC、vHBA、
iSCSIvNIC（ブートオプションに準じる）が使用さ
れます。ブートポリシーで指定されている vNIC、
vHBA、iSCSI vNICが、サービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかについてはレポート

されません。

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA
Name）]チェックボックス
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説明[名前（Name）]

このブートポリシーを使用するサーバのブートモー

ド。次のいずれかを設定できます。

•レガシー

• UEFI

このオプションでは、下位レベルのブートデ

バイスを指定し、セキュアブートオプション

を有効にできます。

[ブートモード（BootMode）]ドロップダウンリス
ト

このブートポリシーを使用するサーバのセキュア

ブートオプションを有効にします。

このオプションは、[UEFI]がブートモードとして
選択されている場合にのみ表示されます。

[ブートセキュリティ（Boot Security）]チェック
ボックス

ステップ 8 [ローカルデバイスの追加（Add Local Device）]領域で、[ローカルディスクの追加（Add Local Disk）]
チェックボックスをオンにします。

ローカル LUN、SDカード、内部および外部 USBデバイスのローカルブートデバイスとしての追加など
の、追加のセカンダリオプションがあります。[ローカルディスクの追加（AddLocalDisk）]チェックボッ
クスをオンにすると、これらのセカンダリデバイスはすべて選択できなくなります。これらのローカル

デバイスのいずれかを選択すると、ローカルディスクの追加の上位オプションを選択できなくなります。

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

仮想メディアブート

サーバがアクセスできる仮想メディアデバイスから 1つ以上のサーバをブートするよう、ブート
ポリシーを設定することができます。仮想メディアデバイスは、物理CD/DVDディスク（読み取
り専用）またはフロッピーディスク（読み取り書き込み）のサーバへの挿入を疑似的に実行しま

す。このタイプのサーバブートは、オペレーティングシステムをサーバに手動でインストールす

る場合に使用するのが一般的です。
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仮想メディアブートポリシーの作成

ブートポリシーには、複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、ローカルディ

スクブートをセカンダリブートデバイスとして追加できます。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [ブートポリシー（Boot Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [ブートポリシーの追加（Add Boot Policy）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

ポリシーの説明。[説明（Description）]フィールド

このチェックボックスをオンにすると、ブートの順

序を変更した後で、このブートポリシーを使用す

るすべてのサーバがリブートされます。

このチェックボックスをオンにすると、CD-ROM
またはフロッピーがブート順序の最後のデバイスで

ある場合、デバイスの取り外しまたは装着をして

も、ブート順には直接効力がないため、サーバはリ

ブートされません。

[順序を変更したときにリブートする（Reboot on
Order Change）]チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、ブート順序

表に記載されている1つ以上のvNIC、vHBA、iSCSI
vNICが、サービスプロファイルのサーバ設定と一
致した場合に、設定エラーが表示されます。

このチェックボックスをオフにすると、サービス

プロファイルのサーバ設定から、vNIC、vHBA、
iSCSIvNIC（ブートオプションに準じる）が使用さ
れます。ブートポリシーで指定されている vNIC、
vHBA、iSCSI vNICが、サービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかについてはレポート

されません。

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA
Name）]チェックボックス
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説明[名前（Name）]

このブートポリシーを使用するサーバのブートモー

ド。次のいずれかを設定できます。

•レガシー

• UEFI

このオプションでは、下位レベルのブートデ

バイスを指定し、セキュアブートオプション

を有効にできます。

[ブートモード（BootMode）]ドロップダウンリス
ト

このブートポリシーを使用するサーバのセキュア

ブートオプションを有効にします。

このオプションは、[UEFI]がブートモードとして
選択されている場合にのみ表示されます。

[ブートセキュリティ（Boot Security）]チェック
ボックス

ステップ 8 [ブートデバイスの追加（Add Boot Device）]領域で、次のチェックボックスのいずれかまたは両方をオン
にします。

• [CD ROMの追加（Add CD ROM）]

• [フロッピーディスクの追加（Add Floppy Disk）]

ローカルまたはリモートCD/DVDの追加や、ローカルまたはリモートのフロッピーディスクの追加など、
追加のセカンダリオプションがあります。[CD ROMの追加（Add CD ROM）]または [フロッピーディス
クの追加（Add Floppy Disk）]チェックボックスをオンにすると、これらのセカンダリデバイスはすべて
選択できなくなります。これらのセカンダリデバイスのいずれかを選択すると、CD-ROMまたはフロッ
ピーディスクの追加の上位オプションを選択できなくなります。

ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

iSCSI ブート
iSCSIブートは、仮想インターフェイスカード（VICアダプタ）を用いてサーバを有効にし、ネッ
トワーク経由で離れた場所にある iSCSIターゲットマシンからリモートで OSをブートします。
Cisco UCS Directorは、次のストレージによる iSCSIブートをサポートしています。

• EMC VNX

• NetApp ONTAP

• NetApp Data Fabric Manager（DFM）
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• NetApp C-Mode

Cisco UCS Directorで iSCSIブートを設定する場合は、まず Cisco UCSの iSCSIブートを設定し、
次にCisco UCS Directorの iSCSIブートワークフローを設定します。

Cisco UCS内の iSCSIブートの詳細（実装ガイドラインなど）については、『Cisco UCS Manager
configuration guides』を参照してください。

iSCSI ブートの前提条件
iSCSIブートを設定するには、次の前提条件を満たしていることが必要です。

•ファームウェアを含むCiscoUCSドメインがCiscoUCS、リリース 2.0（1m）以降になってい
ること。

• Cisco UCSサーバに、次のようなサポートされている VICアダプタが搭載されていること。

◦ Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカード

◦ Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカード

◦ Cisco UCS VIC-1280仮想インターフェイスカード

•ストレージアレイで iSCSIブートのライセンスを取得していること。

•アレイ側のLUNマスクおよびネットワークインターフェイスが、iSCSIトラフィックで使用
する VLANにアクセスできるように適切に設定されていること。

•適切な集約およびボリュームがストレージアレイで作成されていること。

•ファブリックインターコネクトからのアップリンクポートも iSCSIトラフィックの VLAN
にアクセスできること。

•サーバのオペレーティングシステム（OS）が、iSCSIブートファームウェアテーブル（iBFT）
と互換性があること。

iSCSI ブートの設定

この手順は、iSCSIブート設定に必要な手順の概要です。次のすべてのステップを完了する必
要があります。

（注）

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

VLANの作成を参照してください。iSCSIトラフィックの転送に必要な
VLANを作成します。

ステップ 1   

Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
21

Cisco UCS サーバプールとポリシーの設定
iSCSI ブート

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
b_Cisco_UCS_Director_UCS_Management_Guide_5_5_chapter_0101.pdf#unique_98


目的コマンドまたはアクション

MACプールの作成を参照してください。該当する組織内のサーバに対し、1つ
以上のMACプールを作成します。

ステップ 2   

vNICテンプレートの作成を参照してください。該当する組織内の 1つ以上の vNICテ
ンプレートを作成します。

ステップ 3   

vNICの作成を参照してください。ファブリック Aとファブリック Bの
vNICを作成します。

ステップ 4   

ネットワークポリシーの作成を参照してください。これらのvNICを含むネットワークポ
リシーを作成します。

ステップ 5   

ストレージポリシーの作成を参照してください。ストレージポリシーを作成します。ステップ 6   

IQNプールの作成, （23ページ）を参照してください。該当する組織内の1つ以上の IQNプー
ルを作成します。

ステップ 7   

iSCSI IPプールへのアドレスブロックの追加, （25ページ）
を参照してください。

iSCSI IPプールの 1つ以上の IPアド
レスブロックを作成します。

ステップ 8   

iSCSI認証プロファイルの作成, （26ページ）を参照してくだ
さい。

イニシエータとターゲット iSCSI認証
プロファイルを作成します。

ステップ 9   

iSCSIアダプタポリシーの作成, （26ページ）を参照してく
ださい。

1つ以上の iSCSIアダプタポリシーを
作成します。

ステップ 10   

次の例は、NetApp ONTAPストレージの iSCSIブートワーク
フローを作成するワークフローを示したものです。

iSCSIブートワークフローを作成し、
そのワークフローに必要なタスクを追

加します。

ステップ 11   

1 例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）

2 タスクの追加：サービスプロファイルの作成, （30ペー
ジ）

3 タスクの追加：サービスプロファイルへの vNICの追加,
（32ページ）

4 タスクの追加：サービスプロファイルへの iSCSIvNICの追
加, （35ページ）

5 タスクの追加：サービスプロファイル iSCSIブートポリ
シーの作成, （36ページ）

6 タスクの追加：サービスプロファイルの関連付け, （39
ページ）

7 タスクの追加：フレキシブルボリュームの作成, （40ペー
ジ）

8 タスクの追加：LUNの作成, （42ページ）
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目的コマンドまたはアクション

9 タスクの追加：イニシエータグループの作成, （44ペー
ジ）

10 タスクの追加：イニシエータグループへのイニシエータの
追加, （46ページ）

11 タスクの追加：イニシエータグループへの LUNのマッピ
ング, （47ページ）

12 タスクの追加：PXEブートの設定, （49ページ）

13 タスクの追加：UCSサーバの電源をオンにする, （51ペー
ジ）

14 タスクの追加：PXEブートのモニタリング, （52ページ）

15 タスクの追加：UCSサーバの電源をオフにする, （53ペー
ジ）

16 タスクの追加：iSCSIからブートするためのサービスプロ
ファイルブートポリシーの変更, （54ページ）

17 2つ目の [UCSサーバの電源をオンにする（Power On UCS
Server）]タスクを追加します。

IQN プールの作成
IQNプールは、iSCSI vNICが Cisco UCSドメインでイニシエータ IDとして使用する iSCSI修飾名
（IQN）の集合です。IQNプールメンバは、プレフィックス:サフィックス:数字の形式になりま
す。ここで、プレフィックス、サフィックス、および数字のブロック（範囲）を指定することが

できます。IQNプールは複数の IQNブロックを含むことができます。それらは、数字の範囲とサ
フィックスは異なりますが、同じプレフィックスを共有します。

Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
23

Cisco UCS サーバプールとポリシーの設定
iSCSI ブート



通常、最大 IQNサイズ（プレフィックス +サフィックス +追加文字）は 223文字です。Cisco
UCS NIC M51KR-Bアダプタを使用する場合、IQNサイズを 128文字に制限します。

（注）

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 プールを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 5 [IQNプール（IQN Pools）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [IQNプールの作成（Create IQN Pool）]ウィザードの [名前と説明の定義（Define Name and Description）]
画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

iSCSI修飾名（IQN）プールの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

プールのユーザ定義による説明。[説明（Description）]フィールド

このプール用に作成された任意の IQNブロックのプレフィックス。[プレフィックス（Prefix）]フィー
ルド

ステップ 8 [IQNプールの作成（Create IQN Pool）]ウィザードの [IQNブロックの追加（Add IQN Blocks）]画面で、次
の手順を実行します。

a) [追加（Add）]をクリックします。
b) [IQNプールブロックへのエントリの追加（Add Entry to IQN Pool Blocks）]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（Name）]

この IQNのブロックのサフィックス。[サフィックス（Suffix）]フィー
ルド

ブロック内の最初のサフィックス番号。[開始（From）]フィールド

ブロック内のサフィックスの数。[サイズ（Size）]フィールド

c) [送信（Submit）]をクリックします。

必要なすべての IQNプールブロックを追加するまで、この手順を繰り返します。
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ステップ 9 [送信（Submit）]をクリックします。

iSCSI IP プールへのアドレスブロックの追加
iSCSI IPプールは、iSCSIブート用に確保されている IPアドレスグループです。この IPプール
に、サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている
IPアドレスが含まれていないことが必要です。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[iSCSI IPプール（iSCSI IP Pool）]タブをクリックします。

ステップ 4 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 5 [IPアドレスのブロックの作成（Create Block of IP Addresses）]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（Name）]

ブロック内の最初の IPアドレス。[開始（From）]フィールド

プール内の IPアドレスの数。[サイズ（Size）]フィールド

ブロック内の IPアドレスに関連付けられたサブネットマスク。[サブネットマスク（Subnet
Mask）]フィールド

ブロック内の IPアドレスに関連付けられたデフォルトゲートウェ
イ。

[デフォルトゲートウェイ（Default
Gateway）]フィールド

この IPアドレスのブロックがアクセスするプライマリ DNSサーバ
です。

[プライマリDNS（PrimaryDNS）]
フィールド

この IPアドレスのブロックがアクセスするセカンダリ DNSサーバ
です。

[セカンダリDNS（Secondary
DNS）]フィールド

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
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iSCSI 認証プロファイルの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [iSCSI認証プロファイル（iSCSI Auth Profiles）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [iSCSI認証プロファイル（iSCSI Auth Profiles）]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（Name）]

iSCSI認証プロファイルの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

このプロファイルに関連付けられるユーザ ID。[ユーザID（User ID）]フィールド

このプロファイルに関連付けられるパスワード。[パスワード（Password）]フィー
ルド

確認のためのパスワードの再入力。[パスワードの確認（Confirm
Password）]フィールド

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

iSCSI アダプタポリシーの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [iSCSIアダプタポリシー（iSCSI Adapter Policy）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [iSCSIアダプタポリシー（iSCSI Adapter Policy）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。
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説明[名前（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

Cisco UCSが、初期サインインに失敗し、iSCSIアダプタが使用でき
ないと判断するまでに待機する秒数。

0～ 255の整数を入力します。0を入力した場合、Cisco UCSは、ア
ダプタのファームウェアで設定された値（デフォルトは15秒です）
を使用します。

[接続タイムアウト（Connection
Timeout）]フィールド

iSCSILUN検出中にエラーが発生した場合に接続を再試行する回数。

0～ 60の整数を入力します。0を入力した場合、Cisco UCSは、ア
ダプタのファームウェアで設定された値（デフォルトは15秒です）
を使用します。

[LUN再試行回数値の入力（LUN
Busy Retry Count）]フィールド

イニシエータが DHCPサーバが使用できないと判断するまでに待機
する秒数。

60～ 300の整数を入力します（デフォルトは 60秒です）。

[DHCPタイムアウト（DHCP
Timeout）]フィールド

TCPタイムスタンプを使用する場合はこのチェックボックスをオン
にします。この設定を使用すると、転送されるパケットにパケット

送信時のタイムスタンプが付けられるので、必要なときにパケット

のラウンドトリップ時間を計算することができます。

このオプションは、Cisco UCS NIC M51KR-Bアダプタを
搭載したサーバにのみ適用されます。

（注）

[TCPタイムスタンプの有効化
（Enable TCP Timestamp）]チェッ
クボックス

HBAモード（TCPオフロードとも呼ばれます）を有効にする場合
は、このチェックボックスをオンにします。

このオプションは、Cisco UCS NIC M51KR-Bアダプタを
搭載し、Windowsオペレーティングシステムを実行して
いるサーバでのみ有効にする必要があります。

（注）

[HBAモード（HBAMode）]チェッ
クボックス

iSCSIターゲットからブートする場合は、このチェックボックスをオ
ンにします。

このオプションは、Cisco UCS NIC M51KR-Bアダプタを
搭載したサーバにのみ適用されます。このオプションは、

サーバにオペレーティングシステムをインストールする

まで無効にしておく必要があります。

（注）

[ターゲットへのブート（Boot to
Target）]チェックボックス

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
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例：iSCSI ブートワークフローの作成
この例では、NetApp ONTAPの iSCSIブートワークフローの作成方法を示します。Cisco UCSコ
ンポーネントを設定する手順はストレージのすべてのタイプで同じです。

ステップ 1 メニューバーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）]を選択します。

ステップ 2 [ワークフロー（Workflows）]タブをクリックします。

ステップ 3 [ワークフローの追加（Add Workflow）]をクリックします。

ステップ 4 [ワークフローの追加（AddWorkflow）]ウィザードの [ワークフローの詳細の追加（AddWorkflowDetails）]
画面で、次のフィールドに値を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

説明[名前（Name）]

ワークフローの一意の名前。この名前によってワークフローの目

的を説明することを推奨します。

[名前（Name）]フィールド

ワークフローの説明。[説明（Description）]フィールド

ワークフローを使用するコンテキストを選択します。次のいずれ

かになります。

• [任意（Any）]：任意のコンテキストでワークフローを使用
できます。

• [選択済みのVM（Selected VM）]：ワークフローは VMが選
択された場合に限り実行できます。

[ワークフローコンテキスト
（Workflow Context）]ドロップダウ
ンリスト

チェックマークをオンにすると、ワークフローを複合タスクとし

て定義します。

[複合タスクとして保存（Save as
Compound Task）]チェックボックス

ワークフローを保存するフォルダ。このチェックボックスのチェッ

クマークをオンにする場合は、フォルダ名を [フォルダ名（Folder
Name）]フィールドに入力します。

[新しいフォルダに配置（Place inNew
Folder）]チェックボックス

ワークフローを保存するフォルダを選択します。このドロップダ

ウンリストは、[新しいフォルダに配置（Place in New Folder）]
チェックボックスのチェックマークをオフにした場合のみ表示さ

れます。

[フォルダの選択（Select Folder）]ド
ロップダウンリスト

ステップ 5 [ワークフローの追加（Add Workflow）]ウィザードの [ユーザ入力の追加（Add User Inputs）]画面で、次
の手順を実行します。

a) [追加（Add）]をクリックします。
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b) [ユーザ入力の追加（Add User Inputs）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力し、[送信
（Submit）]をクリックします。
必要なユーザ入力を用いてワークフローを設定する場合は、ワークフロー実行時の特定の値をプロン

プト表示するワークフロータスクを設定することができます。

説明[名前（Name）]

入力に割り当てられたラベル。[入力ラベル（Input Label）]フィー
ルド

入力の説明。[入力の説明（Input Description）]
フィールド

入力カテゴリのタイプ。[入力タイプ（Input Type）]フィール
ド

入力タイプに基づく管理者からの入力。ワークフローを実行す

るエンドユーザが入力を提供する必要はありません。管理者は

エンドユーザに対して、特定のタイプの入力を禁止することも

できます。

[管理者の入力値（Admin Input）]
フィールド

現在の管理者の入力リスト。入力順序を再配置することができ

ます。

[管理入力リスト（Admin InputList）]
フィールド

管理者の入力フィルタ値。カスタム入力をフィルタに基づいて

（静的または動的に）定義するための値です。たとえば、集

約、ボリューム、および PODにフィルタを適用できます

[管理入力フィルタ（Admin Input
Filter）]フィールド

ユーザ追加入力を追加する場合は、この手順を繰り返します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
ワークフローを新規フォルダに作成した場合は、[更新（Refresh）]をクリックしてフォルダリストのフォ
ルダを表示する必要がある場合があります。

次の作業

タスクを空のワークフローに追加します。
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タスクの追加：サービスプロファイルの作成

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [UCSサービスプロファイルの作成（Create UCS Service Profile）]タスクをクリックし、選択したタスクを
ワークフローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（UCSサービスプロファイルの作成）（Add Task (Create CS Service Profile)）]ウィザードの
[タスク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（UCSサービスプロファイルの作成）（Add Task (Create UCS Service Profile)）]ウィザード
の [ユーザマッピング入力（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にサービスプロファイルの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場
合は、次のチェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [サービスプロファイル名（Service Profile Name）]

•説明

• Organization

• [ストレージポリシー（Storage Policy）]

• [ネットワークポリシー（Network Policy）]
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• [PXEブートポリシー（PXE Boot Policy）]

• [サーバブートポリシー（Server Boot Policy）]

• [IPアドレス（IP Address）]

•サブネットマスク

• [デフォルトゲートウェイ（Default Gateway）]

• [サーバの電源状態（Server Power State）]

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（UCSサービスプロファイルの作成）（Add Task (Create CS Service Profile)）]ウィザードの
[タスク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [サービスプロファイル名（ServiceProfileName）]：必須項目です。サービスプロファイルの一意
の名前を入力します。

• [説明（Description）]：任意項目です。サービスプロファイルの説明を入力します。

• [組織（Organization）]：必須項目です。ワークフローを実行し、サービスプロファイルを作成す
る組織を選択します。この項目では、ワークフローの Cisco UCS Managerアカウントを選択でき
ます。

• [UUIDの割り当て（UUID Assignment）]：必須項目です。このポリシーを選択すると、サーバの
UUIDを指定できます。

• [ストレージポリシー（StoragePolicy）]：必須項目です。iSCSIブートに作成するストレージポリ
シーを指定します。

• [ネットワークポリシー（Network Policy）]：必須項目です。ネットワークポリシーを指定しま
す。

• [配置ポリシー（PlacementPolicy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバのvNIC、
vHBA、vConの配置を指定できます。

• [PXEブートポリシー（PXE Boot Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバ
で PXEブートを実行できます。このポリシーのセカンダリブートは、ローカルディスクまたは
SANブートにする必要があります。このポリシーを選択しない場合は、ブート順序の決定時に
サーバブートポリシーが使用されます。

• [サーバブートポリシー（Server Boot Policy）]：必須項目です。このポリシーを選択すると、サー
バのブート順序を決定できます。

• [BIOSポリシー（BIOS Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバの BIOSの
デフォルト設定を変更できます。

• [IPMIアクセスプロファイル（IPMI Access Profile）]：任意項目です。このポリシーを選択する
と、IPMI経由でサーバにアクセスできます。
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• [SOL設定プロファイル（SOL Configuration Profile）]：任意項目です。このポリシーを選択する
と、Serial over LAN経由でサーバにアクセスできます。

• [しきい値ポリシー（ThresholdPolicy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サーバのし
きい値を指定できます。

• [スクラビングポリシー（Scrub Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、検出時や
関連付け解除時のサーバのローカルデータや BIOS設定に対する動作を指定できます。

• [ホストファームウェアポリシー（Host Firmware Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択
すると、ホストファームウェアパッケージを使用して、サーバファームウェアをアップグレー

ドできます。

• [メンテナンスポリシー（Maintenance Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、こ
のサービスプロファイルにサーバのリブートが必要な変更が加えられた際の動作を指定できま

す。

• [電源制御ポリシー（Power Control Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、サービ
スプロファイルをブレードサーバと関連付けて、サーバの初期電源割り当てを指定できます。

• [サーバの電源状態（Server Power State）]：必須項目です。サービスプロファイルと関連付けられ
た際にサーバに適用される電源消費状態を設定します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：サービスプロファイルへの vNIC の追加

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。
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このタスクは、iSCSI vNICのオーバーレイ vNICとして機能するサービスプロファイルに、3つ
目の vNICを追加します。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [サービスプロファイルへのvNICの追加（Add vNIC to Service Profile）]タスクをクリックし、選択したタ
スクをワークフローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（サービスプロファイルへの vNICの追加）（Add Task (Add vNIC to Service Profile)）]ウィ
ザードの [タスク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（サービスプロファイルへのvNICの追加）（Add Task (Add vNIC to Service Profile)）]ウィ
ザードの [ユーザマッピング入力（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にvNICの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次のチェッ
クボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [サービスプロファイル（Service Profile）]：vNICを追加する既存のサービスプロファイルを選択
します。

• [vNIC名（vNIC Name）]：既存の vNICをサービスプロファイルに追加します。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（サービスプロファイルへの vNICの追加）（Add Task (Add vNIC to Service Profile)）]ウィ
ザードの [タスク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。
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新しい vNICを作成してサービスプロファイルに追加する場合は、このオプションを使用します。

• [サービスプロファイル名（Service Profile Name）]：必須項目です。iSCSIブートを設定する既存
のサービスプロファイルを選択します。

• [vNIC名（vNIC Name）]：必須項目です。

• [MACプール（MAC Pool）]：必須項目です。

• [ファブリックID（Fabric ID）]：必須項目です。

• [フェールオーバーの有効化（Enable Failover）]：必須項目です。このチェックボックスをオンに
します。

• [VLAN]：必須項目です。iSCSIトラフィックの転送用に作成した VLANを選択します。

• [ネイティブVLANとして設定（Set as Native VLAN）]：任意項目です。

• [MTU]：必須項目です。1500から 9000までの値を入力してください。

• [ピングループ（Pin Group）]：任意項目です。

• [アダプタポリシー（Adapter Policy）]：任意項目です。

• [QoSポリシー（QoS Policy）]：任意項目です。

• [ネットワーク制御ポリシー（Network Control Policy）]：任意項目です。

• [統計しきい値ポリシー（Stats Threshold Policy）]：任意項目です。

b) [送信（Submit）]をクリックします。
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タスクの追加：サービスプロファイルへの iSCSI vNIC の追加

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [サービスプロファイルへのiSCSI vNICの追加（Add iSCSI vNIC to Service Profile）] タスクをクリックし、
選択したタスクをワークフローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（サービスプロファイルへのiSCSI vNICの追加）（Add Task (Add iSCSI vNIC to Service
Profile)）]ウィザードの [タスク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（サービスプロファイルへのiSCSI vNICの追加）（Add Task (Add iSCSI vNIC to Service
Profile)）]ウィザードの [ユーザマッピング入力（UserMapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にvNICの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次のチェッ
クボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [サービスプロファイル（Service Profile）]：vNICを追加するサービスプロファイルのプロンプト
です。

• [iSCI vNIC名（iSCI vNIC Name）]：既存の iSCSI vNICをサービスプロファイルに追加します。

• [オーバーレイvNIC名（Overlay vNIC Name）]：既存のオーバーレイ vNICを使用します。

• [VLAN]：既存の VLANを使用します。
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b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（サービスプロファイルへの vNICの追加）（Add Task (Add vNIC to Service Profile)）]ウィ
ザードの [タスク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [サービスプロファイル名（Service Profile Name）]：必須項目です。iSCSIブートを設定する既存
のサービスプロファイルを選択します。

• [iSCSI vNIC名（iSCSI vNIC Name）]：必須項目です。

• [オーバーレイvNIC（Overlay vNIC）]：必須項目です。サービスプロファイルに追加した 3つ目
の vNICを選択します。

• [iSCSIアダプタポリシー（iSCSI Adapter Policy）]：任意項目です。

• [MACプール（MAC Pool）]：MAC プールを選択しないでください。

• [VLAN]：必須項目です。iSCSIトラフィックの転送用に作成した VLANを選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：サービスプロファイル iSCSI ブートポリシーの作成

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [サービスプロファイルiSCSIブートポリシーの作成（Create Service Profile iSCSI Boot Policy）]タスクをク
リックし、選択したタスクをワークフローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（サービスプロファイルiSCSIブートポリシーの作成）（AddTask (Create Service Profile iSCSI
Boot Policy)）]ウィザードの [タスク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。
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• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（サービスプロファイルiSCSIブートポリシーの作成）（AddTask (Create Service Profile iSCSI
Boot Policy)）]ウィザードの [ユーザマッピング入力（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行し
ます。

a) ワークフロー実行時にポリシーの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次の
チェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [サービスプロファイル（ServiceProfile）]：既存のサービスプロファイルを使用して、iSCSIブー
トポリシーを作成します。

• [プライマリvNIC（Primary vNIC）]：既存の vNICを LANブートのプライマリ vNICとして追加し
ます。

• [セカンダリvNIC（Secondary vNIC）]：既存の vNICを LANブートのセカンダリ vNICとして追加
します。

• [プライマリiSCSI vNIC（Primary iSCSI vNIC）]：既存の iSCSI vNICをプライマリ iSCSI vNICとし
て追加します。

• [ファイラの選択（Select Filer）]：LUNが作成された既存のファイラまたは vFilerを選択できま
す。

• [iSCSIターゲット名（iSCSI Target Name）]：ファイラのターゲットノード名を指定できます。

• [IPv4アドレス（IPv4 Address）]：ファイラの iSCSI対応 VLAN IPアドレスを指定できます。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（サービスプロファイルiSCSIブートポリシーの作成）（AddTask (Create Service Profile iSCSI
Boot Policy)）]ウィザードの [タスク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

説明[名前（Name）]

iSCSIブートを設定する既存のサービスプロファイルを選択しま
す。

[サービスプロファイル（Service
Profile）]ボタン
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説明[名前（Name）]

チェックボックスをオンにすると、ポリシーに LANブートが追加
されます。

[LANブートの追加（Add LAN
Boot）]チェックボックス

LANブートに使用するプライマリ vNICです。

このフィールドは、[LANブートの追加（Add LAN Boot）]チェッ
クボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

[プライマリvNIC（Primary
vNIC）]フィールド

LANブートに使用するセカンダリ vNICです。

このフィールドは、[LANブートの追加（Add LAN Boot）]チェッ
クボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

[セカンダリvNIC（Secondary
vNIC）]フィールド

チェックボックスをオンにすると、iSCSIブートパラメータが設定
されます。

次のフィールドは、このチェックボックスをオンにした場合にのみ

表示されます。

[ブートパラメータの設定（Set
Boot Parameters）]チェックボッ
クス

[iSCSIブートパラメータの設定（Set iSCSI Boot Parameters）]領域

iSCSI認証プロファイルを作成します。[認証プロファイル
（Authentication Profile）]ボタン

イニシエータが iSCSI vNICに割り当てられる IQNプールを選択し
ます。

[イニシエータ名の割り当て
（Initiator Name Assignment）]ボ
タン

iSCSI vNICへの IPアドレスの割り当て方法を選択します。デフォ
ルトでは、IPアドレスは iSCSI IPプールから割り当てられます。

[イニシエータのIPアドレスポリ
シー（Initiator IPAddress Policy）]
ドロップダウンリスト

[iSCSI静的ターゲットの作成（Create iSCSI Static Target）]領域

ターゲットに関連付けられている LUNが作成されるファイラ
（NetAppファイラや vFilerなど）を選択します。

[ファイラの選択（Select Filer）]
ボタン

ファイラのターゲットノードを選択します。[iSCSIターゲット名（iSCSITarget
Name）]ドロップダウンリスト

ストレージアレイの接続に使用されるポート IDです。[ポート（Port）]フィールド

関連付けられている iSCSI認証プロファイルを選択します。[認証プロファイル
（Authentication Profile）]ボタン

   Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
38

Cisco UCS サーバプールとポリシーの設定
iSCSI ブート



説明[名前（Name）]

ファイラの iSCSI対応 VLAN IPアドレスを選択します。[IPv4アドレス（IPv4 Address）]
ドロップダウンリスト

iSCSIターゲットの LUN識別子です。[LUN ID]フィールド

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：サービスプロファイルの関連付け

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [UCSサービスプロファイルの関連付け（AssociateUCSService Profile）]タスクをクリックし、選択したタ
スクをワークフローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（UCSサービスプロファイルの関連付け）（Add Task (Associate UCS Service Profile)）]ウィ
ザードの [タスク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
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d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（UCSサービスプロファイルの関連付け）（Add Task (Associate UCS Service Profile)）]ウィ
ザードの [ユーザマッピング入力（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時に設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次のチェックボッ
クスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [サービスプロファイル（Service Profile）]：サーバと関連付けるサービスプロファイルを選択し
ます。

• [サーバ（Server）]：サービス プロファイルと関連付けるサーバを選択します。

• [サーバプール（Server Pool）]：サービスプロファイルと関連付けるサーバのタイプが含まれる
サーバプールを選択します。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（UCSサービスプロファイルの関連付け）（Add Task (Associate UCS Service Profile)）]ウィ
ザードの [タスク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [サービスプロファイル（Service Profile）]：必須項目です。iSCSIブートを設定する既存のサービ
スプロファイルを選択します。

• [サーバの選択範囲（Server Selection Scope）]：必須項目です。サーバの選択方法を選択します。

• [サーバ（Server）]：[サーバを含む（Include Servers）]の範囲を選択した場合は、必須項目です。
サービスプロファイルと関連付けるサーバを選択します。

• [サーバプール（ServerPool）]：[サーバプールを含む（IncludeServerPools）]の範囲を選択した場
合は、必須項目です。サービスプロファイルと関連付けるサーバのタイプが含まれるサーバプー

ルを選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：フレキシブルボリュームの作成

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。
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ESXiのインストールには、12 GB以上のボリュームを作成することをお勧めします。（注）

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（AvailableTasks）]ペインで、[物理ストレージタスク（Physical
Storage Tasks）] > [NetAppタスク（NetApp Tasks）] > [NetApp ONTAPタスク（NetApp ONTAP Tasks）]を
展開します。

ステップ 4 [フレキシブルボリュームの作成（Create Flexible Volume）]タスクをクリックし、選択したタスクをワー
クフローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（フレキシブルボリュームの作成）（Add Task (Create Flexible Volume)）]ウィザードの [タ
スク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（フレキシブルボリュームの作成）（AddTask (Create FlexibleVolume)）]ウィザードの [ユー
ザマッピング入力（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にボリュームの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次の
チェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [集約名（Aggregate Name）]：ボリュームを作成する集約を選択します。

• [ボリューム名（Volume Name）]：ボリュームに名前を割り当てます。

• [ボリュームサイズ（Volume Size）]：ボリュームのサイズを整数で指定します。

• [ボリュームサイズユニット（Volume Size Units）]：サイズ単位（MB、GB、TBなど）を選択し
ます。

• [容量保証（Space Guarantee）]：容量保証のタイプを指定します。

Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
41

Cisco UCS サーバプールとポリシーの設定
iSCSI ブート



• [スナップショットサイズ（SnapshotSize）]：ボリュームスナップショットのパーセントを指定し
ます。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（フレキシブルボリュームの作成）（Add Task (Create Flexible Volume)）]ウィザードの [タ
スク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [集約名（Aggregate Name）]：ボリュームを作成する集約を選択します。

• [ボリューム名（Volume Name）]：ボリュームの一意の名前を入力します。

• [ボリュームサイズ（Volume Size）]：ボリュームのサイズを整数で入力します。以下を設定する
必要があります。

• [ボリュームサイズユニット（Volume Size Units）]：サイズ単位を選択します。

• [容量保証（Space Guarantee）]：容量保証のタイプを選択します。

• [スナップショットサイズ（SnapshotSize）]：ボリュームスナップショットのパーセントを入力し
ます。

• [セキュリティスタイルNTFS（Security Style NTFS）]：このチェックボックスはオンにしないで
ください。

• [NFSエクスポート（NFS Export）]：このチェックボックスはオンにしないでください。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：LUN の作成

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。
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ESXiのインストールには、10 GB以上の LUNを作成することをお勧めします。（注）

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（AvailableTasks）]ペインで、[物理ストレージタスク（Physical
Storage Tasks）] > [NetAppタスク（NetApp Tasks）] > [NetApp ONTAPタスク（NetApp ONTAP Tasks）]を
展開します。

ステップ 4 [LUNの作成（Create LUN）]タスクをクリックし、選択したタスクをワークフローデザイナウィンドウ
にドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（LUNの作成）（Add Task (Create LUN)）]ウィザードの [タスク情報（Task Information）]
画面で、次の手順を実行します。

a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（LUNの作成）（Add Task (Create LUN)）]ウィザードの [ユーザマッピング入力（User
Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にボリュームの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次の
チェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [ボリューム名（Volume Name）]：LUNを作成するボリュームを指定します。

• [LUN名（LUN Name）]：作成する LUNの名前を指定します。

• [OSタイプ（OS Type）]：LUNの OSタイプを指定します。

• [LUNサイズ（LUN Size）]：LUNのサイズを整数で指定します。

• [LUNサイズ単位（LUN Size Units）]：サイズ単位（MB、GB、TBなど）を指定します。
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b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（LUNの作成）（Add Task (Create LUN)）]ウィザードの [タスク入力（Task Inputs）]画面
で、次の手順を実行します。

a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [ボリューム名（Volume Name）]：LUNを作成するボリュームを選択します。

• [LUN名（LUN Name）]：作成する LUNの名前を入力します。

• [OSタイプ（OS Type）]：LUNの OSタイプを選択します。

• [LUNサイズ（LUN Size）]：LUNのサイズを整数で入力します。

• [LUNサイズ単位（LUN Size Units）]：サイズ単位（MB、GB、TBなど）を選択します。

• [予約済み容量（Reserve Space）]：このチェックボックスをオンにすると、LUNの容量が予約さ
れます。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：イニシエータグループの作成

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（AvailableTasks）]ペインで、[物理ストレージタスク（Physical
Storage Tasks）] > [NetAppタスク（NetApp Tasks）] > [NetApp ONTAPタスク（NetApp ONTAP Tasks）]を
展開します。

ステップ 4 [イニシエータグループの作成（Create Initiator Group）]タスクをクリックし、選択したタスクをワークフ
ローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（イニシエータグループの作成）（Add Task (Create Initiator Group)）]ウィザードの [タスク
情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。
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• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（イニシエータグループの作成）（Add Task (Create Initiator Group)）]ウィザードの [ユーザ
マッピング入力（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にボリュームの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次の
チェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [ファイラID名（Filer IdentityName）]：イニシエータグループを作成するファイラを指定します。

• [イニシエータグループ名（InitiatorGroupName）]：作成するイニシエータグループの名前を指定
します。

• [グループタイプ（Group Type）]：イニシエータグループのタイプの iSCSIを指定します。

• [OSタイプ（OS Type）]：グループ内のイニシエータの OSタイプを指定します。

• [ポートセット（Port Set）]：ポートセットを指定します。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（イニシエータグループの作成）（Add Task (Create Initiator Group)）]ウィザードの [タスク
入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [ファイラID名（Filer IdentityName）]：イニシエータグループを作成するファイラを選択します。

• [イニシエータグループ名（InitiatorGroupName）]：作成するイニシエータグループの名前を入力
します。

• [グループタイプ（Group Type）]：イニシエータグループのタイプの iSCSIを選択します。

• [OSタイプ（OS Type）]：グループ内のイニシエータの OSタイプを選択します。

• [ポートセット（Port Set）]：ポートセットを入力します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。
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タスクの追加：イニシエータグループへのイニシエータの追加

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（AvailableTasks）]ペインで、[物理ストレージタスク（Physical
Storage Tasks）] > [NetAppタスク（NetApp Tasks）] > [NetApp ONTAPタスク（NetApp ONTAP Tasks）]を
展開します。

ステップ 4 [イニシエータグループへのイニシエータの追加]タスクをクリックし、選択したタスクをワークフローデ
ザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（イニシエータグループへのイニシエータの追加）]ウィザードの [タスク情報]画面で、次
の手順を実行します。

a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（イニシエータグループへのイニシエータの追加）（Add Task (Add an Initiator to Initiator
Group)）]ウィザードの [ユーザマッピング入力（UserMapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にボリュームの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次の
チェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [イニシエータグループ名（InitiatorGroupName）]：イニシエータを追加するイニシエータグルー
プの名前を指定します。

• [イニシエータ名]：グループに追加するイニシエータを指定します。
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b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（イニシエータグループへのイニシエータの追加）（Add Task (Add an Initiator to Initiator
Group)）]ウィザードの [タスク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [イニシエータグループ名（InitiatorGroupName）]：イニシエータを追加するイニシエータグルー
プを選択します。

• [イニシエータ名]：グループに追加するイニシエータを入力します。複数のイニシエータを追加
する場合は、名前をコンマで区切ります。

• [強制（Force）]：このチェックボックスをオンにすると、イニシエータがグループに強制的に追
加されます。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：イニシエータグループへの LUN のマッピング

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（AvailableTasks）]ペインで、[物理ストレージタスク（Physical
Storage Tasks）] > [NetAppタスク（NetApp Tasks）] > [NetApp ONTAPタスク（NetApp ONTAP Tasks）]を
展開します。

ステップ 4 [イニシエータグループの作成（Create Initiator Group）]タスクをクリックし、選択したタスクをワークフ
ローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（イニシエータグループへのLUNのマッピング）]ウィザードの [タスク情報]画面で、次の
手順を実行します。

a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。
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• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（イニシエータグループへのLUNのマッピング）]ウィザードの [ユーザマッピング入力]画
面で、次の手順を実行します。

a) ワークフロー実行時にボリュームの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次の
チェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [ファイラID名（Filer Identity Name）]：イニシエータ グループのファイラを指定します。

• [イニシエータグループ名（InitiatorGroupName）]：マッピングするイニシエータグループの名前
を指定します。

• [LUN ID]：イニシエータグループにマッピングする LUNを指定します。

• [LUNパス（LUN Path）]：LUNへのファイルパスを指定します。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（イニシエータグループへのLUNのマッピング）]ウィザードの [タスク入力]画面で、次の
手順を実行します。

a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [ファイラID名（Filer Identity Name）]：イニシエータ グループのファイラを選択します。

• [イニシエータグループ名（InitiatorGroupName）]：マッピングするイニシエータグループの名前
を選択します。

• [LUNID]：このチェックボックスをオンにすると、先ほどワークフローで作成したLUNを指定で
きます。

• [LUNパス（LUN Path）]：LUNへのファイルパスを選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。
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タスクの追加：PXE ブートの設定

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、[ネットワークサービスタスク
（Network Services Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [PXEブートの設定（Setup PXE Boot）]タスクをクリックし、選択したタスクをワークフローデザイナ
ウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（PXEブートの設定）（Add Task (Setup PXE Boot)）]ウィザードの [タスク情報（Task
Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（PXEブートの設定）（Add Task (Setup PXE Boot)）]ウィザードの [ユーザマッピング入力
（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時にボリュームの設定属性の一部を入力するプロンプトを表示したい場合は、次の
チェックボックスの 1つまたは複数をオンにして、ユーザ入力を選択します。

ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

• [サーバMACアドレス（ServerMACAddress）]：PXEブートを実行するサーバのMACアドレスを
指定します。複数のサーバを設定する場合は、コンマで区切って入力します。

• [サーバのIPアドレス]：サーバの IPアドレスを指定します。複数のサーバを設定する場合は、最
初と最後の IPアドレスの間にハイフン（-）を入力するか、コンマで区切って入力します。

• [サーバネットマスク（Server Net Mask）]：PXEブートに使用するネットマスクを指定します。

• [サーバホスト名（Server Host Name）]：サーバのホスト名を指定します。
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• [サーバゲートウェイ（Server Gateway）]：PXEブートに使用するゲートウェイを指定します。

• [ルートパスワード（Root Password）]：サーバのルートパスワードを指定します。

• [タイムゾーン（Timezone）]：サーバのタイムゾーンを指定します。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（PXEブートの設定）（Add Task (Setup PXE Boot)）]ウィザードの [タスク入力（Task
Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [OSタイプ（OS Type）]：サーバの OSタイプを選択します。

• [サーバMACアドレス（ServerMACAddress）]：PXEブートを実行するサーバのMACアドレスを
入力します。複数のサーバを設定する場合は、コンマで区切って入力します。

• [サーバのIPアドレス]：サーバの IPアドレスを入力します。複数のサーバを設定する場合は、最
初と最後の IPアドレスの間にハイフン（-）を入力するか、コンマで区切って入力します。

• [サーバネットマスク（Server Net Mask）]：PXEブートに使用するネットマスクを入力します。

• [サーバホスト名（Server Host Name）]：サーバのホスト名を入力します。

• [サーバゲートウェイ（Server Gateway）]：PXEブートに使用するゲートウェイを入力します。

• [サーバ名サーバ（Server Name Server）]：PXEブートに使用するサーバ名を入力します。

• [管理VLAN（Management VLAN）]：PXEブートに使用する VLANを入力します。

• [ルートパスワード（Root Password）]：サーバのルートパスワードを入力します。

• [タイムゾーン（Timezone）]：サーバのタイムゾーン選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。
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タスクの追加：UCS サーバの電源をオンにする

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [UCSサーバの電源をオンにする（Power On UCS Server）]タスクをクリックし、選択したタスクをワーク
フローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（UCSサーバの電源をオンにする）（Add Task (Power On UCS Server)）]ウィザードの [タ
スク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（UCSサーバの電源をオンにする）（Add Task (Power OnUCS Server)）]ウィザードの [ユー
ザマッピング入力（User Mapping Inputs）] 画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時に電源をオンにするサーバを指定するプロンプトを表示したい場合は、[サーバ
（Server）]チェックボックスをオンにして、ユーザ入力を選択します。

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（UCSサーバの電源をオンにする）（Add Task (Power On UCS Server)）]ウィザードの [タ
スク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかった場合は、[サーバ（Server）]ドロップダウンリストか
ら電源をオンにしたいサーバを選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。
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タスクの追加：PXE ブートのモニタリング

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）] ペインで、[ネットワークサービスタスク
（Network Services Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [PXEブートのモニタリング（Monitor PXE Boot）]タスクをクリックし、選択したタスクをワークフロー
デザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（PXEブートのモニタリング）（Add Task (Monitor PXE Boot)）]ウィザードの [タスク情報
（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（PXEブートのモニタリング）（Add Task (Monitor PXE Boot)）]ウィザードの [ユーザマッ
ピング入力（User Mapping Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時に PXE要求 IDを入力するプロンプトを表示したい場合は、[PXE要求ID（PXE

Request ID）]チェックボックスをオンにして、ユーザ入力を選択します。
ユーザ入力をマッピングするには、ワークフローにユーザ入力と適切な許可を追加する必要

があります。

（注）

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（PXEブートのモニタリング）（Add Task (Monitor PXE Boot)）]ウィザードの [タスク入力
（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかったこれらの設定属性については、次の手順を実行しま
す。

• [PXE要求ID（PXE Request ID）]：PXE要求IDを入力します。

   Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
52

Cisco UCS サーバプールとポリシーの設定
iSCSI ブート



• [最大待機時間（Max Wait Time）]：PXEブートが完了するまでの最大待機時間を選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：UCS サーバの電源をオフにする

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [UCSサーバの電源をオフにする（Power Off UCS Server）]タスクをクリックし、選択したタスクをワーク
フローデザイナウィンドウにドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（UCSサーバの電源をオフにする）（Add Task (Power Off UCS Server)）]ウィザードの [タ
スク情報（Task Information）]画面で、次の手順を実行します。
a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（UCSサーバの電源をオフにする）（AddTask (PowerOffUCSServer)）]ウィザードの [ユー
ザマッピング入力（User Mapping Inputs）] 画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時に電源をオフにするサーバを指定するプロンプトを表示したい場合は、[サーバ
（Server）]チェックボックスをオンにして、ユーザ入力を選択します。

Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
53

Cisco UCS サーバプールとポリシーの設定
iSCSI ブート



b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（UCSサーバの電源をオフにする）（Add Task (Power Off UCS Server)）]ウィザードの [タ
スク入力（Task Inputs）]画面で、次の手順を実行します。
a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかった場合は、[サーバ（Server）]ドロップダウンリストか
ら電源をオフにしたいサーバを選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

タスクの追加：iSCSI からブートするためのサービスプロファイルブートポリシーの変更

この手順は、例：iSCSIブートワークフローの作成, （28ページ）に基づいてワークフローを作
成済みで、オーケストレーション内に [ワークフロー（Workflow）]タブが表示されていることを
前提としています。

ステップ 1 左側のペインでワークフローがあるフォルダを展開し、タスクを追加する iSCSIワークフローの行をク
リックします。

ステップ 2 アイコンバーで紫のドロップダウンリストアイコンをクリックして [ワークフローデザイナ（Workflow
Designer）]を選択します。

ステップ 3 ワークフローデザイナの [使用可能なタスク（Available Tasks）]ペインで [物理コンピューティングタス
ク（Physical Compute Tasks）] > [Cisco UCSタスク（Cisco UCS Tasks）]を展開します。

ステップ 4 [iSCSIからブートするためのサービスプロファイルのブートポリシーの変更（Modify Service Profile Boot
Policy to Boot from iSCSI）]タスクをクリックし、選択したタスクをワークフローデザイナウィンドウに
ドラッグアンドドロップします。

ステップ 5 [タスクの追加（iSCSIからブートするためのサービスプロファイルのブートポリシーの変更）（Add Task
(Modify Service Profile Boot Policy to Boot from iSCSI)）]ウィザードの [タスク情報（Task Information）]画
面で、次の手順を実行します。

a) タスクを識別するタスク名とコメントを入力します。
b) エラーが発生した場合に、CiscoUCSDirectorでワークフローを自動的に再試行できるようにするには、
次の手順を実行します。

• [再試行の実行（Retry Execution）]チェックボックスをオンにします。

• [再試行回数（Retry Count）]ドロップダウンリストから、再試行する回数を選択します。

• [再試行の頻度（RetryFrequency）]フィールドに、再試行間の秒数を示すコンマ区切りの値リスト
を入力します。

c) タスクの詳細を確認します。
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d) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [タスクの追加（iSCSIからブートするためのサービスプロファイルのブートポリシーの変更）（Add Task
(Modify Service Profile Boot Policy to Boot from iSCSI)）]ウィザードの [ユーザマッピング入力（UserMapping
Inputs）] 画面で、次の手順を実行します。
a) ワークフロー実行時に変更するサービスプロファイルを指定するプロンプトを表示したい場合は、

[サーバ]チェックボックスをオンにして、ユーザ入力を選択します。
b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [タスクの追加（iSCSIからブートするためのサービスプロファイルのブートポリシーの変更）（Add Task
(Modify Service Profile Boot Policy to Boot from iSCSI)）]ウィザードの [タスク入力（Task Inputs）]画面で、
次の手順を実行します。

a) ユーザ入力のプロンプトの表示を選択しなかった場合は、[サービスプロファイル]ボタンをクリック
して変更するサービスプロファイルを選択します。

b) [送信（Submit）]をクリックします。

ブートポリシーのブート順の変更

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを変更する組織をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 5 [ブートポリシー（Boot Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 複製するブートポリシーを選択し、[ブートデバイスの順序の管理（ManageBootDevicesOrder）]をクリッ
クします。

ステップ 7 次のボタンを使用して、ブートデバイスの順序を変更します。

• [上に移動（Move Up）]

• [下に移動（Move Down）]

•削除（Delete）

ステップ 8 完了したら、[戻る（Back）]をクリックします。
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ローカルディスク設定ポリシー
このポリシーは、ローカルドライブのオンボード RAIDコントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションのSASローカルドライブを設定します。このポリシーでは、ロー
カルディスク設定ポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関連付けられたすべ

てのサーバに対してローカルディスクモードを設定できます。

ローカルディスクモードには次のものがあります。

• [NoLocal Storage]：ディスクレスサーバまたはSAN専用の設定で使用します。このオプショ
ンを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、ローカルディ

スクを持つサーバに関連付けることができません。

• [RAID 0 Striped]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スループッ
トを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、すべて

のデータが失われます。

• [RAID1Mirrored]：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生した
場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの小さい方
の空き容量に等しくなります。

• [AnyConfiguration]：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用します。

• [No RAID]：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままにす
るサーバ設定で使用します。

[NoRAID]を選択し、このポリシーをすでにRAIDストレージが設定されているオペレーティ
ングシステムを使用するサーバに適用した場合、システムによってディスクの内容が削除さ

れません。そのため、[No RAID]モードの適用後にサーバでの違いがわからないことがあり
ます。よって、ポリシーの RAID設定と、サーバの [Inventory] > [Storage]タブに表示される
実際のディスク設定とが一致しない場合があります。

以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除させるには、No RAIDコンフィギュレー
ションモードの適用後にすべてのディスク情報を削除するスクラブポリシーを適用します。

• [RAID5StripedParity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各ディ
スクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が

格納されます。RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータ
スループットを提供します。

• [RAID 6 Striped Dual Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、2つ
のパリティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する保護を提供しま
す。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• [RAID 10 Mirrored and Striped]：RAID 10はミラー化されたディスクのペアを使用して、完全
なデータ冗長性と高いスループットレートを提供します。

• [RAID 50 Striped Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたパリティディスク
セットにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク障害耐性を提供します。
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• [RAID 60 Striped Dual Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたデュアルパリ
ティディスクセットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク障害耐性を

提供します。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このポリシーを有効に

するには、サーバに関連付ける必要があります。

組み込みオンボードRAIDコントローラを搭載したCiscoUCSManagerと統合されたCiscoUCS
Cシリーズサーバの場合、ローカルディスクモードは常に [Any Configuration]でなければな
らず、RAIDはコントローラ上で直接設定する必要があります。

（注）

すべてのローカルディスク設定ポリシーに関するガイドライン

ローカルディスク設定ポリシーを作成する前に、次のガイドラインを考慮してください。

HDD と SSD を混合しない

1台のサーバや RAID設定に、HDDと SSDを使用しないでください。

B200 M1 または M2 のデフォルトローカルディスク設定ポリシーを使用して、B200 M3 にサービス
プロファイルを割り当てないでください。

B200M1およびM2サーバとB200M3サーバのストレージコントローラで提供されるRAID/JBOD
サポートは異なっているため、B200M1またはM2サーバのデフォルトローカルディスク設定ポ
リシーを含むサービスプロファイルをB200M3サーバに割り当てたり、再割り当てを行ったりす
ることはできません。デフォルトのローカルディスク設定ポリシーには、[AnyConfiguration]モー
ドまたは JBOD設定が含まれます。

JBOD モードのサポート

ローカルディスクの JBODモードをサポートしているのは、B200 M1、B200 M2、B200 M3、
B250 M1、B250 M2、B22 M3ブレードサーバのみです。

（注）
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RAID 用に設定されているローカルディスク設定ポリシーに関するガ
イドライン

MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ用のローカルディスク設定ポリシーに RAID
設定を設定する

ブレードサーバまたは統合されたラックマウントサーバにMegaRAIDコントローラが搭載され
ている場合、そのサーバのサービスプロファイルに含まれるローカルディスク設定ポリシーでド

ライブの RAID設定を設定する必要があります。これを実行するには、そのサーバに定義されて
いる RAIDモードのいずれかを使用して、サービスプロファイルのローカルディスク設定ポリ
シーを設定するか、[Any Configuration]モードと LSIユーティリティツールセットを使用して、
RAIDボリュームを作成します。

OSをインストールする前に RAID LUNを設定していないと、インストール時にディスク検出エ
ラーが発生し、「NoDevice Found」といったエラーメッセージが表示される可能性があります。

サーバプロファイルで [Any Configuration] モードが指定されている場合、RAID 1 クラスタ移行後に
サーバが起動しない

RAID1クラスタの移行後、サービスプロファイルをサーバに関連付ける必要があります。サービ
スプロファイル内のローカルディスク設定ポリシーに RAID 1ではなく [Any Configuration]モー
ドが設定されていると、RAID LUNは、関連付け中およびその後も「非アクティブ」状態のまま
になります。その結果、サーバは起動できなくなります。

この問題を回避するには、サーバに関連付けるサービスプロファイルに、移行前の元のサービス

プロファイルとまったく同じローカルディスク設定ポリシーが含まれるようにし、[Any
Configuration]モードは含まれないようにします。

MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ上で JBOD モードを使用しない

MegaRAIDストレージコントローラが搭載されたブレードサーバまたは統合ラックマウントサー
バ上で JBODモードまたは JBOD操作を設定または使用しないでください。JBODモードと操作
は、このサーバで完全に機能するよう設計されていません。

統合されたラックマウントサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

Cisco UCS Managerと統合されているラックマウントサーバは、サーバ上に存在するハードドラ
イブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つしか設定できません。

統合されたラックマウントサーバ内のローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラの
みにすべて接続される必要があります。Cisco UCS Managerとの統合では、ローカルハードドラ
イブが単一のラックマウントサーバ内の複数の RAIDコントローラに接続することはサポートさ
れていません。そのため、Cisco UCS Managerと統合されるラックマウントサーバを発注する際
は、単一の RAIDコントローラ構成を要求することを推奨します。

また、サードパーティ製ツールを使用して、ラックマウントサーバ上に複数のRAIDLUNを作成
しないでください。Cisco UCS Managerは、そのような設定をサポートしていません。
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ブレードサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

ブレードサーバは、サーバ内に存在するドライブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つま
でしか設定できません。ローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラのみにすべて接
続される必要があります。たとえば、B200 M3に LSIコントローラと Intel Patsburgコントローラ
が搭載されていても、LSIコントローラだけが RAIDコントローラして使用できます。

また、サードパーティ製のツールを使用して、ブレードサーバ上に複数のRAIDLUNを作成しな
いでください。では、そのような設定はサポートされていません。

ミラー RAID で選択されるディスクの数は 2 つまでにする

ミラー RAIDで選択されたディスクの数が 2つを超えると、RAID 1は RAID 10 LUNとして作成
されます。この問題は、Cisco UCS B440 M1サーバと B440 M2サーバで発生する可能性がありま
す。

一部のサーバの特定の RAID 設定オプションでは、ライセンスが必要

一部の Cisco UCSサーバには、特定の RAID設定オプションのライセンスが必要です。で、この
ローカルディスクポリシーを含むサービスプロファイルとサーバを関連付けると、によって選

択された RAIDオプションに適切なライセンスが備わっているかが確認されます。問題がある場
合は、サービスプロファイルを関連付ける際に、に設定エラーが表示されます。

特定のCiscoUCSサーバのRAIDライセンス情報については、そのサーバの『Hardware Installation
Guide』を参照してください。

B420 M3 サーバでは全コンフィギュレーションモードはサポートされていない

B420 M3サーバでは、ローカルディスク設定ポリシーで、次のような設定オプションはサポート
されていません。

• RAIDなし

• RAID 6ストライプ化デュアルパリティ

また、B420 M3では JBODモードや操作はサポートされていません。

シングルディスク RAID 0 設定は、一部のブレードサーバではサポートされていない

シングルディスク RAID 0設定は、次のブレードサーバではサポートされていません。

• Cisco UCS B200 M1

• Cisco UCS B200 M2

• Cisco UCS B250 M1

• Cisco UCS B250 M2
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ローカルディスク設定ポリシーの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [ローカルディスクの設定ポリシー（Local Disk Configuration Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [ローカルディスクの設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）]ダイアログボックスで、次の手順を
実行します。

a) [名前（Name）]フィールドに、ポリシーの一意の名前を入力します。
b) [説明（Description）]フィールドに、ポリシーの説明を入力します。
ポリシーが使用される場所と条件についての情報を含めることを推奨します。

c) [モード（Mode）]ドロップダウンリストから、次のローカルディスクポリシーモードのいずれかを
選択します。

• [No Local Storage]：ディスクレスサーバまたは SAN専用の設定で使用します。このオプションを
選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、ローカルディスクを持

つサーバに関連付けることができません。

• [RAID 0 Striped]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スループットを
提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、すべてのデータ

が失われます。

• [RAID 1Mirrored]：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生した場合
に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの小さい方の空き容
量に等しくなります。

• [Any Configuration]：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用します。

• [NoRAID]：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままにするサー
バ設定で使用します。

[No RAID]を選択し、このポリシーをすでに RAIDストレージが設定されているオペレーティン
グシステムを使用するサーバに適用した場合、システムによってディスクの内容が削除されませ

ん。そのため、[No RAID]モードの適用後にサーバでの違いがわからないことがあります。よっ
て、ポリシーの RAID設定と、サーバの [Inventory] > [Storage]タブに表示される実際のディスク
設定とが一致しない場合があります。

以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除させるには、No RAIDコンフィギュレーショ
ンモードの適用後にすべてのディスク情報を削除するスクラブポリシーを適用します。

• [RAID5StripedParity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各ディスク
の容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が格納され
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ます。RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータスループット
を提供します。

• [RAID 6 StripedDual Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、2つのパリ
ティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する保護を提供します。データブ
ロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• [RAID10Mirrored andStriped]：RAID10はミラー化されたディスクのペアを使用して、完全なデー
タ冗長性と高いスループットレートを提供します。

• [RAID 50 Striped Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたパリティディスクセット
にストライプ化され、高いスループットと複数のディスク障害耐性を提供します。

• [RAID 60 Striped Dual Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたデュアルパリティ
ディスクセットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク障害耐性を提供しま

す。

一部のCisco UCSサーバでは、特定のRAID設定オプションにライセンスが必要です。Cisco
UCS Managerで、このローカルディスクポリシーを含むサービスプロファイルとサーバを
関連付けると、Cisco UCS Managerによって選択された RAIDオプションに適切なライセン
スが備わっているかが確認されます。問題がある場合は、サービスプロファイルを関連付け

る際に、Cisco UCS Managerに設定エラーが表示されます。

特定の Cisco UCSサーバの RAIDライセンス情報については、そのサーバの『Hardware
Installation Guide』を参照してください。

（注）

d) サーバとサービスプロファイルとの関連が解除されても、このローカルディスク設定ポリシーを保持
したい場合は、[設定の保護（Protect Configuration）]チェックボックスをオンにします。

サーバ内の 1つ以上のディスクに障害が発生すると、[設定の保護（Protect Configuration）]は
機能しなくなります。

注意

このプロパティは、デフォルトでオンになっています。

サービスプロファイルがサーバから関連付けを解除され、新しいサービスプロファイルが関連付けら

れると、新しいサービスプロファイルの Protect Configurationプロパティの設定が優先され、前のサー
ビスプロファイルの設定が上書きされます。

このオプションが有効な状態でサーバとサービスプロファイルの関連付けを解除した後、そ

のサーバに新しいサービスプロファイルを関連付け、そのサービスプロファイル内のロー

カルディスク設定ポリシーに前とは異なるプロパティが含まれていると、サーバから設定不

一致のエラーが返され、関連付けは失敗します。

（注）

e) [Flex Flashの状態（Flex Flash State）]ドロップダウンリストから、SDカードモジュールを有効にする
か無効にするかを選択します。

このパラメータは、SDカードモジュールのあるサーバのみ該当しま
す。

（注）

f) [送信（Submit）]をクリックします。
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次の作業

ポリシーをサービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めます。

メンテナンスポリシー
メンテナンスポリシーは、サーバに関連付けられたサービスプロファイル、または 1つ以上の
サービスプロファイルに関連付けられた更新中のサービスプロファイルに対して、サーバのリ

ブートが必要になるような変更が加えられた場合に、CiscoUCSDirectorがにどのような種類のリ
クエストを送信するかを定義します。

メンテナンスポリシーは、サービスプロファイルの変更の展開方法を指定します。展開は、次の

いずれかの方法で実行されます。

•即時

•ユーザが管理者権限で承認したときに実行する

•スケジュールで指定された時間に自動的に実行する

スケジュール済みのメンテナンスウィンドウ中に変更を展開するように設定されているメンテナ

ンスポリシーでは、ポリシーに有効なスケジュールが含まれていることが必要です。この場合、

最初に使用可能なメンテナンスウィンドウ中に変更が展開されます。

メンテナンスポリシーでは、関連付けられたサービスプロファイルに設定変更が加えられた

場合に、サーバの即時リブートは回避できますが、次のアクションの即時実行は回避されませ

ん。

（注）

•関連付けられたサービスプロファイルのシステムからの削除

•サーバプロファイルのサーバからの関連付けの解除

•サービスポリシーを使用しないファームウェアアップグレードの直接インストール

•サーバのリセット

メンテナンスポリシー、およびサービスプロファイルの変更のインポートに関するガイドライン

を含む遅延展開の詳細については、『Cisco UCS Manager configuration guides』を参照してくださ
い。
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メンテナンスポリシーの作成

はじめる前に

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [メンテナンスポリシー（Maintenance Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [メンテナンスポリシー（Create Maintenance Policy）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力
します。

説明[名前（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件

についての情報を含めることを推奨します。

[説明（Description）]フィールド

このメンテナンスポリシーの含まれるサービスプ

ロファイルと関連付けられたサーバで、リブートを

発生させるタイミングを選択します。次のいずれか

になります。

• [自動タイマー（TimerAutomatic）]：サービス
プロファイルのすべての関連付けと変更が、

[スケジュール（Schedule）]フィールドに表示
されたスケジュールで定義されているメンテ

ナンスウィンドウまで延期されます。

• [即時（Immediate）]：サービスプロファイル
の関連付けが完了したり、サービスプロファ

イルの変更がユーザによって保存されるとす

ぐに、自動的にリブートが実行されます。

• [ユーザ認識（UserAck）]：サービスプロファ
イルの関連付けが完了したり、変更が行われ

たりした後に、ユーザがサーバを手動でリブー

トする必要があります。

[リブートポリシー（Reboot Policy）]ドロップダウ
ンリスト
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説明[名前（Name）]

サービスプロファイルの関連付けや変更などのメ

ンテナンス操作を実行するスケジュールを選択しま

す。設定された期間中に、メンテナンスポリシー

を含むサービスプロファイルと関連付けられたサー

バがリブートされ、サービスプロファイルのすべ

ての変更が完了します。

このフィールドは、[リブートポリシー（Reboot
Policy）]が [自動タイマー（Timer Automatic）]に
設定されている場合にのみ使用できます。スケ

ジュールによって、サーバのメンテナンス操作が適

用されるタイミングを指定できます。

[スケジュール（Schedule）]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

ポリシーをサービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めます。

サーバプールポリシー資格情報
このポリシーは、ディスカバリプロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー

バを資格認定します。資格情報は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリ

シーで設定されたルールです。たとえば、データセンタープールのサーバの最小メモリ容量を指

定するルールを作成できます。

資格情報は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するた

めに使用されます。たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサー

バを 1つ以上のサーバプールに追加したり、自動的にサービスプロファイルと関連付けたりでき
ます。

サーバプールポリシー資格情報を使用すると、次の基準に従ってサーバを資格認定できます。

•アダプタのタイプ

•シャーシの場所

•メモリのタイプと設定

•電源グループ

• CPUのコア数、タイプ、および設定

•ストレージの設定と容量
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•サーバのモデル

実装によっては、サーバプールポリシー資格情報を使用して、次を含む複数のポリシーを設定す

る必要があります。

•自動構成ポリシー

•シャーシディスカバリポリシー

•サーバディスカバリポリシー

•サーバ継承ポリシー

•サーバプールポリシー

サーバプールポリシーの資格情報の作成

ステップ 1 メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [サーバプールポリシー認定の名前を入力（Server Pool Policy Qualifications）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [サーバプールポリシー認定の作成（Create Server Pool PolicyQualifications）]ウィザードで、ポリシーの名
前と説明を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [アダプタの条件（AdapterQualifications）]ページで、次の手順を実行してアダプタの条件をポリシーに追
加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックします。
a) [アダプタの条件の追加（Add Adapter Qualifications）]チェックボックスをオンにします。
b) [タイプ（Type）]ドロップダウンリストから、ポリシーに含めるアダプタのタイプを選択します。
アダプタの条件を保存すると、このタイプは変更できなくなります。

c) [モデル(正規表現)（Model(RegEx)）]フィールドに、アダプタPIDが一致する必要のある正規表現を入
力します。

d) [最大容量を入力（Maximum Capacity）]フィールドに、選択したタイプの最大容量を入力します。
e) [Next]をクリックします。

ステップ 9 [シャーシ認定またはサーバ認定（Chassis/Server Qualifications）]ページで、次の手順を実行してシャーシ
認定およびサーバ認定をポリシーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックし
ます。

a) [シャーシ認定またはサーバ認定の追加（AddChassis/ServerQualifications）]チェックボックスをオンに
します。

b) [最初のシャーシID（First Chassis ID）]フィールドに、このポリシーに関連付けられているサーバプー
ルが取得できる最初のシャーシ IDを入力します。
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アダプタの条件を保存すると、このタイプは変更できなくなります。

c) [シャーシ数（Number of Chassis）]フィールドに、プールに含めるシャーシの合計数を入力します。こ
の場合、[最初のシャーシID（First Chassis ID）]フィールドで指定したシャーシから数え始めます。

d) [サーバ認定の範囲（Server Qualification Ranges）]フィールドに、使用するサーバの位置の範囲を入力
します。

複数の範囲を入力する場合は、範囲をカンマで区切ります。たとえば、1:5,2:6と入力します。

e) [Next]をクリックします。

例：

たとえば、シャーシ 5、6、7、8を使用する場合、[最初のシャーシID（First Chassis ID）]フィールドに 5
を入力し、[シャーシ数（Number of Chassis）]フィールドに 4を入力します。シャーシ 3のみを使用する
場合は、[最初のシャーシID（FirstChassis ID）]フィールドに3を入力し、[シャーシ数（NumberofChassis）]
フィールドに 1を入力します。

ステップ 10 [メモリ認定（Memory Qualifications）]ページで、次の手順を実行してメモリ認定をポリシーに追加する
か、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックします。
a) [メモリ認定の追加（Add Memory Qualifications）]チェックボックスをオンにします。
b) 次のフィールドに入力します。

説明[名前（Name）]

必要な最小クロック速度（MHz）。[クロック（Clock）]フィールド

最小限必要なメモリ容量（メガバイト単位）。[最小容量（Min Cap）]フィールド

メモリの許容最大容量（メガバイト単位）。[最大容量（Max Cap）]フィールド

データバスの最小幅。[幅（Width）]フィールド

許容される最大遅延（ナノ秒）。[遅延（Latency）]フィールド

[幅（Width）]フィールドの値と関連付けられる測
定単位。

[ユニット（Units）]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 11 [CPU認定またはコア認定（CPU/Cores Qualifications）]ページで、次の手順を実行して CPU認定およびコ
ア認定をポリシーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックします。
a) [CPU認定またはコア認定の追加（Add CPU/Cores Qualifications）]チェックボックスをオンにします。
b) 次のフィールドに入力します。
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説明[名前（Name）]

このポリシーが適用されるCPUアーキテクチャを
選択します。

[プロセッサアーキテクチャ（Processor
Architecture）]ドロップダウンリスト

最小限必要な CPUコアの数。1～ 65535の整数を
指定します。

[コアの最小数（Min Number of Cores）]フィール
ド

CPUコアの許容最大数。1～ 65535の整数を指定
します。

[コアの最大数（Max Number of Cores）]フィール
ド

最小限必要なCPUスレッドの数。関連付けられた
テキストフィールドで 1～ 65535の整数を指定し
ます。

[スレッドの最小数（Min Number of Threads）]
フィールド

CPUスレッドの許容最大数。1～ 65535の整数を
指定します。

[スレッドの最大数（Max Number of Threads）]
フィールド

最小限必要な CPU速度。[CPU速度（CPU Speed）]フィールド

プロセッサ PIDが一致する必要のある正規表現。[モデル(正規表現)（Model(RegEx)）]フィールド

最小限必要な CPUバージョン。[CPUステッピング（CPU Stepping）]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 12 [ストレージ認定（Storage Qualifications）]ページで、次の手順を実行してストレージ認定をポリシーに追
加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックします。
a) [ストレージ認定の追加（Add Storage Qualifications）]チェックボックスをオンにします。
b) 次のフィールドに入力します。
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説明[名前（Name）]

使用可能なストレージをディスクレスにする必要

があるかどうかを選択します。次のいずれかを選

択できます。

• [未指定（Unspecified）]：どのストレージタ
イプも受け入れ可能です。

• [はい（Yes）]：ストレージタイプはディス
クレスにする必要があります。

• [いいえ（No）]：ストレージをディスクレス
にすることはできません。

[はい（Yes）]を選択した場合、追加のフィールド
は表示されません。

[ディスクレス（Diskless）]ドロップダウンリス
ト

サーバ内のすべてのディスクの最小ストレージ容

量（メガバイト単位）。

[最小容量（Min Cap）]フィールド

ストレージの許容最大容量（メガバイト単位）。[最大容量（Max Cap）]フィールド

最小限必要なブロック数。[ブロック数（Number of Blocks）]フィールド

最小限必要なディスクあたりのストレージ容量

（ギガバイト単位）。

[各ディスクの容量（Per Disk Cap）]フィールド

最小限必要なブロックサイズ（バイト単位）。[ブロックサイズ（Block Size）]フィールド

ユニット数。[ユニット（Units）]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 13 [電源グループ認定（PowerGroupQualifications）]ページで、次の手順を実行して電源グループ認定をポリ
シーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックします。
a) [電源グループ認定の追加（Add Power Group Qualifications）]チェックボックスをオンにします。
b) [電源グループ（Power Group）]ドロップダウンリストから、ポリシーに含める電源グループを選択し
ます。

c) [Next]をクリックします。

ステップ 14 [ラック認定（RackQualifications）]ページで、次の手順を実行してラックマウントサーバ認定をポリシー
に追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックします。
a) [ラック認定の追加（Add Rack Qualifications）]チェックボックスをオンにします。
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b) [最初のスロットID（First Slot ID）]フィールドに、このポリシーに関連付けられているサーバプール
が取得できる最初のラックマウントサーバ IDを入力します。
アダプタの条件を保存すると、このタイプは変更できなくなります。

c) [スロット数（Number of Slots）]フィールドに、プールに含めるラックマウントサーバスロットの合
計数を入力します。この場合、[最初のスロットID（First Slot ID）]フィールドで指定したサーバスロッ
トから数え始めます。

d) [Next]をクリックします。

ステップ 15 [サーバモデル認定（Server Model Qualifications）]ページで、次の手順を実行してラックマウントサーバ
認定をポリシーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）]をクリックします。
a) [サーバモデル認定の追加（Add Server Model Qualifications）]チェックボックスをオンにします。
b) [モデル(正規表現)（Model(RegEx)）]フィールドに、サーバモデル PIDが一致する必要がある正規表
現を入力します。

c) [Next]をクリックします。

ステップ 16 [送信（Submit）]をクリックします。

サーバプールポリシー
このポリシーはサーバディスカバリプロセス中に呼び出されます。これは、サーバプールポリ

シー資格情報により、サーバと、ポリシーで指定されたターゲットプールが一致した場合にどの

ような処理が行われるかを定義します。

サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバプールポリシーがあった場

合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。

サーバプールポリシーの作成

はじめる前に

このポリシーでは、次のリソースの 1つ以上がシステムにすでに存在している必要があります。

• 1つ以上のサーバプール。
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•サーバプールポリシー資格情報（サーバをプールに自動的に追加する場合）。

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 Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [サーバプールポリシー（Server Pool Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [サーバプールポリシーの作成（CreateServerPoolPolicy）]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（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド

ポリシーの説明。[説明（Description）]フィールド

ポリシーに関連付けるサーバプールを選択します。[ターゲットプール（Target Pool）]ドロップダウン
リスト

ポリシーに関連付けるサーバプール資格情報ポリ

シーを選択します。

[認定（Qualification）]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA配置ポリシーは、次のことを決定するために使用されます。

•仮想ネットワークインターフェイス接続（vCon）をサーバ上の物理アダプタにマッピングす
る方法。

•各 vConに割り当てることのできる vNICまたは vHBAのタイプ。

各vNIC/vHBA配置ポリシーには、物理アダプタの仮想表現であるvConが含まれます。vNIC/vHBA
配置ポリシーがサービスプロファイルに割り当てられ、サービスプロファイルがサーバに関連付

けられると、vNIC/vHBA配置ポリシー内の vConが物理アダプタに割り当てられ、vNICおよび
vHBAがそれらの vConに割り当てられます。
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1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSはすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。4つのアダプタを持つサーバの場合は、CiscoUCSは vCon1をアダプ
タ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
サーバのタイプと選択された仮想スロットマッピングスキーム（[ラウンドロビン（RoundRobin）]
または [線形順序（Linear Ordered）]）に基づいて vConを割り当てます。使用可能なマッピング
スキームの詳細については、vConのアダプタへの配置, （71ページ）を参照してください。

Cisco UCSは、vConの割り当て後、vNICと vHBAを各 vConの [Selection Preference]に基づいて
割り当てます。これは、次のいずれかになります。

•：設定されたすべてのvNICと vHBAは、明示的な割り当て、割り当て解除、動的のいずれ
かで vConに割り当てられます。これはデフォルトです。

•：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービスプロファイルや
vNICまたは vHBAのプロパティにより、明示的に割り当てることができます。

•：動的な vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。vConは静的な vNICと
vHBAに使用可能で、割り当て解除または明示的な割り当てを行います。

•：割り当て解除された vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。vConは動的
な vNICや vHBAの他、明示的に割り当てられた静的な vNICや vHBAに使用できます。

•：Cisco usNICを vConに割り当てることはできません。vConは、明示的に割り当てられてい
る、割り当てられていない、または動的であっても、その他すべての設定された vNICと
vHBAに使用できます。

に設定されている vConに明示的に割り当てられている SRIOV usNICは、引
き続きその vConに割り当てられたままになります。

（注）

vNIC/vHBA配置ポリシーをサービスプロファイルに含めない場合、Cisco UCSはデフォルトで、
vConマッピングスキームを [ラウンドロビン（Round Robin）]、vNIC/vHBA選択プリファレンス
を [すべて（All）]に設定し、各アダプタの機能と相対的な処理能力に基づいて vNICと vHBAを
アダプタに配布します。

vCon のアダプタへの配置
CiscoUCSは、サービスプロファイル内のすべての vConをサーバ上の物理アダプタにマッピング
します。マッピングの実行方法、およびサーバ内の特定のアダプタへのvConの割り当て方法は、
次の条件によって決まります。

•サーバのタイプ。2つのアダプタカードを搭載した N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレー
ドサーバは、他のサポートされるラックサーバまたはブレードサーバとは異なるマッピン

グスキームを使用します。

•サーバ内のアダプタの数。
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• vNIC/vHBA配置ポリシー内の仮想スロットマッピングスキームの設定（該当する場合）。

vNICおよび vHBAを vConに割り当てるための vNIC/vHBA選択環境設定を設定するときは、こ
の配置を検討する必要があります。

vConのアダプタへの配置は、アダプタの PCIEスロット番号とは関係ありません。vConの配
置のために使用されるアダプタ番号は、アダプタの PCIEスロット番号ではなく、サーバ検出
中にそれらに割り当てられる IDです。

（注）

N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレードサーバでの vCon のアダプタへの配置
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバの場合は、2つのアダプタを左から右に、vCon
を右から左に数えます。これらのブレードサーバの 1台が単一のアダプタを持つ場合は、Cisco
UCSがすべての vConをそのアダプタに割り当てます。サーバが 2つのアダプタを持つ場合は、
vConの割り当ては仮想スロットマッピングスキームに基づいて行われます。

•：Cisco UCSは vCon2と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon3をアダプタ 2に割り当てま
す。これはデフォルトです。

•：Cisco UCSは vCon3と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon2をアダプタ 2に割り当てま
す。

vCon のアダプタへの配置（他のすべてのサポート対象サーバの場合）
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバに加え、Cisco UCSによりサポートされるその
他すべてのサーバでは、vConの割り当ては、サーバに搭載されるアダプタ数と仮想スロットマッ
ピングスキームに応じて異なります。

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSはすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。4つのアダプタを持つサーバの場合は、CiscoUCSは vCon1をアダプ
タ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
選択した仮想スロットマッピングスキーム（ラウンドロビンまたは線形順序）に基づいて vCons
を割り当てます。

表 1：ラウンドロビンマッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ1アダプタ2アダプタ12

アダプタ2アダプタ3アダプタ2アダプタ13
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vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

ラウンドロビンはデフォルトのマッピングスキームです。

表 2：線形順序マッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ2アダプタ1アダプタ12

アダプタ3アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

Cisco UCS B440 M2ブレードサーバに搭載された 2つのアダプタで vConポリシーを使用して
いる場合は、次のマッピングに注意してください。

（注）

•最初に vCon 2からアダプタ 1へのマッピング

• 2番目に vCon 1からアダプタ 2へのマッピング

vNIC/vHBA の vCon への割り当て
Cisco UCSには、vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して vNICおよび vHBAを vConに割り当てるオ
プションが 2つあります。つまり、明示的割り当てと暗黙的割り当てです。

vNIC および vHBA の明示的割り当て

明示的割り当てでは、vConを指定してから、vNICまたは vHBAを割り当てるアダプタを指定し
ます。この割り当てオプションは、サーバ上のアダプタ間への vNICおよび vHBAの配布方法を
決定する必要がある場合に使用します。

明示的割り当ての場合に、vConと関連付けられる vNICおよび vHBAを設定するには、次の手順
を実行します。

• vCon設定を任意の使用可能なオプションに設定します。vConは、vNIC/vHBA配置ポリシー
を使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービスプロファイルで設定できま

す。vConで [すべて（All）]が設定されている場合でも、vNICまたは vHBAをその vConに
明示的に割り当てることができます。
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• vNICおよび vHBAを vConに割り当てます。この割り当ては、vNICまたは vHBAの仮想ホ
ストインターフェイス配置プロパティを使用して行うか、またはサーバに関連付けられてい

るサービスプロファイルで設定できます

vNICまたは vHBAを、当該タイプの vNICまたは vHBA用に設定されていない vConに割り当て
ようとすると、設定エラーを示すメッセージが表示されます。

サービスプロファイルの関連付け中に、Cisco UCSは、設定済みの vNICおよび vHBAの割り当
てを、サーバ内の物理的なアダプタ数および機能と比較して検証し、その後でポリシー内の設定

に従って vNICおよび vHBAを割り当てます。負荷分散は、このポリシー内で設定された vConお
よびアダプタへの明示的な割り当てを元にして実行されます。

1つ以上の vNICまたは vHBAの割り当てがアダプタでサポートされない場合、Cisco UCSは、
サービスプロファイルに対する障害を発生させます。

vNIC および vHBA の暗黙的割り当て

暗黙的割り当てでは、Cisco UCSは vConを決定した後で、アダプタの機能とそれらの相対的な処
理能力に基づいてvNICまたはvHBAを割り当てるアダプタを決定します。この割り当てオプショ
ンは、vNICまたはvHBAが割り当てられるアダプタがシステム設定で重要ではない場合に使用し
ます。

暗黙的割り当ての場合に vConを設定するには、次の手順を実行します。

• vCon設定を [すべて（All）]、[動的を除く（Exclude Dynamic）]、または [未割り当てを除く
（Exclude Unassigned）]に設定します。vConは、vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して設定
するか、サーバに関連付けられているサービスプロファイルで設定できます。

• vCon設定を [割当済みのみ（Assigned Only）]にしないでください。この設定を使用して暗
黙的割り当てを実行することはできません。

• vNICまたは vHBAを vConに割り当てないでください。

サービスプロファイルの関連付け中に、Cisco UCSは、サーバ内の物理的なアダプタ数および機
能を検証し、必要に応じて vNICおよび vHBAを割り当てます。負荷分散はアダプタの機能に基
づいて実行され、vNICおよびvHBAの配置は、システムで決定された実際の順序に従って実行さ
れます。たとえば、1つのアダプタが他のアダプタより多くの vNICを処理できる場合、そのアダ
プタにより多くの vNICが割り当てられます。

サーバに設定されている数の vNICおよび vHBAをアダプタでサポートできない場合、Cisco UCS
は、サービスプロファイルに対する障害を発生させます。

デュアルアダプタ環境での vNIC の暗黙的割り当て

各スロットにアダプタカードが搭載されたデュアルスロットサーバで暗黙的な vNIC割り当てを
使用する場合、Cisco UCSは通常 vNIC/vHBAを次のように割り当てます。

•サーバの両方のスロットに同じアダプタがある場合、Cisco UCSは、各アダプタに vNICと
vHBAを半分ずつ割り当てます。
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•サーバに 1つの非 VICアダプタと 1つの VICアダプタがある場合、Cisco UCSは、2つの
vNICと 2つの vHBAを非 VICアダプタに割り当て、残りの vNICと vHBAを VICアダプタ
に割り当てます。

•サーバに 2つの異なる VICアダプタがある場合、Cisco UCSは、2つのアダプタの相対的な
処理能力に基づいて、vNICと vHBAを比例的に割り当てます。

次の例は、サポートされるアダプタカードのさまざまな組み合わせに対して、Cisco UCSが vNIC
と vHBAをどのように割り当てるのか、その一般的な方法を示しています。

• 4つの vNICと、2つの Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ（それぞれ 2つの
vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、Cisco UCSは 2つの vNICを各アダプタに割り当
てます。

• 50の vNICと、Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタ（2つの vNIC）および Cisco UCS M81KR
仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、
Cisco UCSは、2つの vNICを Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタに割り当て、48の vNICを
Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタに割り当てます。

• 150の vNICと、Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）お
よび Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードアダプタ（256の vNIC）を搭載した
サーバを設定する場合、Cisco UCSは、50の vNICを Cisco UCS M81KR仮想インターフェイ
スカードアダプタに割り当て、100の vNICを Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイス
カードアダプタに割り当てます。

ファブリックフェールオーバー用の vNICを設定した場合と、サーバ用に動的 vNICを設定し
た場合は、この暗黙的割り当ての例外が発生します。

（注）

vNICファブリックのフェールオーバーが含まれる設定で、1つのアダプタがvNICのフェールオー
バーをサポートしない場合、Cisco UCSは、ファブリックのフェールオーバーが有効になってい
るすべての vNICを、それらをサポートするアダプタに割り当てます。ファブリックのフェール
オーバー用に設定された vNICのみが設定に含まれる場合、それらをサポートしないアダプタに
割り当てられる vNICはありません。ファブリックのフェールオーバー用に設定された vNICと設
定されていない vNICがある場合、Cisco UCSは、すべてのフェールオーバー vNICを、それらを
サポートするアダプタに割り当て、上記の比率に従って、少なくとも 1つの非フェールオーバー
vNICを、それらをサポートしないアダプタに割り当てます。

動的 vNICが含まれる設定の場合、同じ暗黙的割り当てが実行されます。Cisco UCSは、すべての
動的 vNICを、それらをサポートするアダプタに割り当てます。ただし、動的 vNICと静的 vNIC
の組み合わせを使用する場合は、少なくとも 1つの静的 vNICが動的 vNICをサポートしないアダ
プタに割り当てられます。
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vNIC/vHBA 配置ポリシーの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

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

ステップ 4 ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5 [vNicまたはvHba配置ポリシー（vNIC/vHBA Placement Policies）]タブをクリックします。

ステップ 6 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 7 [ネットワーク制御ポリシーの追加（Add Network Control Policy）]ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力します。

説明[名前（Name）]

ポリシーの一意の名前。[名前（Name）]フィールド
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説明[名前（Name）]

各仮想スロットの仮想ネットワークインターフェ

イスを選択します。次のいずれかになります。

•：設定されたすべてのvNICと vHBAは、明示
的な割り当て、割り当て解除、動的のいずれ

かでvConに割り当てられます。これはデフォ
ルトです。

•：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当て
る必要があります。サービスプロファイルや

vNICまたは vHBAのプロパティにより、明示
的に割り当てることができます。

•：動的な vNICや vHBAを vConに割り当てる
ことはできません。vConは静的な vNICと
vHBAに使用可能で、割り当て解除または明示
的な割り当てを行います。

•：割り当て解除された vNICや vHBAを vCon
に割り当てることはできません。vConは動的
な vNICや vHBAの他、明示的に割り当てられ
た静的な vNICや vHBAに使用できます。

•：Cisco usNICを vConに割り当てることはで
きません。vConは、明示的に割り当てられて
いる、割り当てられていない、または動的で

あっても、その他すべての設定されたvNICと
vHBAに使用できます。

に設定されている vConに明示的に
割り当てられている SRIOV usNIC
は、引き続きその vConに割り当て
られたままになります。

（注）

[仮想スロット（Virtual Slot）]ドロップダウンリス
ト

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

配置ポリシー
配置ポリシーは、vConを選択して vNICおよび vHBAにマッピングできる Cisco UCS Directorポ
リシーです。選択する設定に応じて、システムで配置を自動的に実行するか、自分で配置を選択

するか、vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して配置を決定することができます。
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このポリシーは、vNICまたはvHBAをサーバ上の物理アダプタに割り当てます。各配置ポリシー
には、物理アダプタの仮想表現であるvCon（仮想ネットワークインターフェイス接続）が含まれ
ます。vNIC/vHBA配置ポリシーがサービスプロファイルに割り当てられ、サービスプロファイ
ルがサーバに関連付けられると、配置ポリシー内のvConが物理アダプタに割り当てられます。ア
ダプタが 1つだけのサーバの場合、両方の vConがアダプタに割り当てられます。アダプタが 2つ
のサーバの場合、1つの vConが各アダプタに割り当てられます。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また、このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

配置ポリシーの作成

はじめる前に

配置ポリシーを作成する前に、『Cisco UCS Manager configuration guides』に記載されている
vNIC/vHBA配置ポリシーのガイドラインを確認し、選択によってどのような影響があるかを理解
しておいてください。

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）] > [UCSマネージャ（UCS Manager）]の順に選択します。

ステップ 2 [配置ポリシー（Placement Policy）]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 [配置ポリシーの追加（AddPlacementPolicy）]ウィザードの [配置ポリシーの詳細（PlacementPolicyDetails）]
画面で、次の手順を実行します。

a) [ポリシー名（Policy Name）]フィールドに、ポリシーの一意の名前を入力します。
b) [ポリシーの説明（Policy Description）]フィールドに、このポリシーの説明を入力します。
c) [UCSアカウント名（UCSAccountName）]ドロップダウンリストから、このポリシーを追加するCisco

UCS Managerアカウントを選択します。
d) [UCS Organizationの名前（UCS Organization Name）]ドロップダウンリストから、このポリシーを追加
する Cisco UCS組織を選択します。

e) [ストレージポリシー（StoragePolicy）]ドロップダウンリストから、このポリシーに適用するストレー
ジポリシーを選択します。

f) [ネットワークポリシー（Network Policy）]ドロップダウンリストから、このポリシーに適用するネッ
トワークポリシーを選択します。

g) [配置タイプの選択（Select Placement Type）]ドロップダウンリストから、次のいずれかのオプション
を選択します。

• [システムによる配置実行（Let System Perform Placement）]：CiscoUCSDirectorが、vNICと vHBA
の最適な配置を決定します。このオプションを選択した場合は、ステップ 6に進みます。

• [手動配置（Manual Placement）]：各 vConの仮想ネットワークインターフェイスプリファレンス
を手動で選択します。このオプションを選択した場合は、ステップ 5に進みます。
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• [配置ポリシーの選択（Select Placement Policy）]：選択した vNICと vHBAの配置ポリシーが、
vNICとvHBAの配置を決定します。このオプションを選択した場合は、[vNIC/vHBA配置ポリシー
の選択（Select vNIC/vHBA Placement Policy）] ドロップダウンリストからポリシーを選択し、ス
テップ 6に進みます。

ステップ 5 手動配置オプションを選択した場合は、次の手順を実行します。

a) [仮想ネットワークインターフェイスの選択の基本設定（Virtual Network Interface Selection Preference）]
領域で、各 vConのドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。

•：設定されたすべてのvNICと vHBAは、明示的な割り当て、割り当て解除、動的のいずれかで
vConに割り当てられます。これはデフォルトです。

•：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービスプロファイルや vNIC
または vHBAのプロパティにより、明示的に割り当てることができます。

•：動的な vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。vConは静的な vNICと vHBA
に使用可能で、割り当て解除または明示的な割り当てを行います。

•：割り当て解除された vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。vConは動的な
vNICや vHBAの他、明示的に割り当てられた静的な vNICや vHBAに使用できます。

•：Cisco usNICを vConに割り当てることはできません。vConは、明示的に割り当てられている、
割り当てられていない、または動的であっても、その他すべての設定された vNICと vHBAに使
用できます。

に設定されている vConに明示的に割り当てられている SRIOV usNICは、引き続きその
vConに割り当てられたままになります。

（注）

b) [Next]をクリックします。
c) [仮想インターフェイスの選択（vNIC/vHBA）（Select Virtual Interface (vNIC/vHBA)）]ドロップダウン
リストから、vNICまたは vHBAを選択します。

d) [追加（Add）]をクリックします。
e) [仮想ネットワークインターフェイスへの割り当て（Assign to Virtual Network Interface）]ドロップダウ
ンリストから、vNICまたは vHBAを配置する vConを選択します。

f) 5c～ 5eのステップを繰り返して、すべての vNICと vHBAを配置します。
g) [次へ（Next）]をクリックして、ステップ 6を実行します。

ステップ 6 [配置ポリシーの追加（AddPlacementPolicy）]ウィザードの [仮想インターフェイスの順序（Virtual Interface
Order）]画面で、次の手順を実行します。
a) [仮想ネットワークインターフェイス（Virtual Network Interface）]表で、vHBAと vNICの順序を確認し
ます。

b) 必要に応じて、vNICまたは vHBAのチェックボックスをオンにして、次のオプションの 1つ以上を選
択し、インターフェイスの順序を設定します。

• [上に移動（Move UP）]または [下に移動（Move DOWN）]ボタンをクリックし、vNICと vHBA
の順序を移動します。
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• [仮想インターフェイスの順序（Virtual Interface Order）]ドロップダウンリストから数値を選択
し、順序を設定します。

ステップ 7 配置の設定が完了したら、[送信（Submit）]をクリックします。
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