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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 Cisco UCS 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。
（注）
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。

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。
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ラック管理接続ポリシー

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（Rack Management 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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

プールの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

プールの説明。

[プレフィックス（Prefix）] ドロップダウン リスト 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。
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ステップ 8

[名前（Name）]

説明

[開始（Other）] フィールド

ブロック内の最初の UUID アドレス。

[サイズ（Size）] フィールド

ブロック内の UUID アドレスの数。

[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（Add UUID Addresses
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。

ステップ 8

[名前（Name）]

説明

[開始（From）] フィールド

ブロック内の最初の UUID アドレス。

[サイズ（Size）] フィールド

ブロック内の UUID アドレスの数。

[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、Cisco UCS Director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（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。

（注）

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。

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。

ステップ 6

[名前（Name）]

説明

[開始（From）] フィールド

ブロック内の最初の IP アドレス。

[サイズ（Size）] フィールド

プール内の IP アドレスの数。

[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。

[デフォルト ゲートウェイ（Default Gateway）]
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。

[送信（Submit）] をクリックします。
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ブート ポリシー

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。

（注）

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。

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 Cisco UCS 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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UEFI セキュア ブート

◦ 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 BIOS NVRAM 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 サーバ プールとポリシーの設定
SAN ブート

• 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 UCS Manager 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。
• Cisco UCS 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）。

（注）

SAN ブートは、Cisco UCS ブレードおよびラック サーバ上の Gen-3 Emulex アダプタではサポー
トされていません。
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Cisco UCS サーバ プールとポリシーの設定
SAN ブート

SAN ブート ポリシーの作成
ヒント

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。

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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[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。
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Cisco UCS サーバ プールとポリシーの設定
SAN ブート

説明

[名前（Name）]

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA このチェックボックスをオンにすると、ブート順序
Name）] チェックボックス
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、
iSCSI vNIC（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。
[ブート モード（Boot Mode）] ドロップダウン リス このブートポリシーを使用するサーバのブートモー
ト
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 セキュリティ（Boot Security）] チェック
ボックス

（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。

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。
[名前（Name）]

説明

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

ブート イメージの場所に対応するプライマリ LUN
ID 番号。
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[名前（Name）]

説明

[プライマリブートターゲットWWPN（Primary Boot ブートイメージの場所に対応するプライマリWWPN
Target WWPN）] フィールド
値。
[セカンダリブートターゲットLUN（Secondary Boot ブート イメージの場所に対応するセカンダリ LUN
Target LUN）] フィールド
ID 番号。
[セカンダリブートターゲットWWPN（Secondary
Boot 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WWPN
値。

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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[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。

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA このチェックボックスをオンにすると、ブート順序
Name）] チェックボックス
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、
iSCSI vNIC（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。
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[名前（Name）]

説明

[ブート モード（Boot Mode）] ドロップダウン リス このブートポリシーを使用するサーバのブートモー
ト
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 セキュリティ（Boot Security）] チェック
ボックス

（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。

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 LAN 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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[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。

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA このチェックボックスをオンにすると、ブート順序
Name）] チェックボックス
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、
iSCSI vNIC（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。
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[名前（Name）]

説明

[ブート モード（Boot Mode）] ドロップダウン リス このブートポリシーを使用するサーバのブートモー
ト
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 セキュリティ（Boot Security）] 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。

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（Add Local 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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[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。

[vNIC名またはvHBA名の適用（Enforce vNIC/vHBA このチェックボックスをオンにすると、ブート順序
Name）] チェックボックス
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、
iSCSI vNIC（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。
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[名前（Name）]

説明

[ブート モード（Boot Mode）] ドロップダウン リス このブートポリシーを使用するサーバのブートモー
ト
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 セキュリティ（Boot Security）] 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。

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 Cisco UCS ドメインが Cisco UCS、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
（注）

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。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

iSCSI トラフィックの転送に必要な
VLAN を作成します。

VLAN の作成を参照してください。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

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

ステップ 5

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

ステップ 6

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

ステップ 7

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

ステップ 8

iSCSI IP プールの 1 つ以上の IP アド iSCSI IP プールへのアドレス ブロックの追加, （25 ページ）
レス ブロックを作成します。
を参照してください。

ステップ 9

イニシエータとターゲット iSCSI 認証 iSCSI 認証プロファイルの作成, （26 ページ）を参照してくだ
プロファイルを作成します。
さい。

ステップ 10

1 つ以上の iSCSI アダプタ ポリシーを iSCSI アダプタ ポリシーの作成, （26 ページ）を参照してく
作成します。
ださい。

ステップ 11

iSCSI ブート ワークフローを作成し、 次の例は、NetApp ONTAP ストレージの iSCSI ブート ワーク
そのワークフローに必要なタスクを追 フローを作成するワークフローを示したものです。
加します。
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 iSCSI vNIC 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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コマンドまたはアクション

目的
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。
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（注）

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。

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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

iSCSI 修飾名（IQN）プールの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

プールのユーザ定義による説明。

[プレフィックス（Prefix）] フィー 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。
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。
[名前（Name）]

説明

[サフィックス（Suffix）] フィー
ルド

この IQN のブロックのサフィックス。

[開始（From）] フィールド

ブロック内の最初のサフィックス番号。

[サイズ（Size）] フィールド

ブロック内のサフィックスの数。

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。
[名前（Name）]

説明

[開始（From）] フィールド

ブロック内の最初の IP アドレス。

[サイズ（Size）] フィールド

プール内の IP アドレスの数。

[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サブネット マスク。

[デフォルト ゲートウェイ（Default 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
Gateway）] フィールド
イ。
[プライマリ DNS（Primary DNS）] 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
フィールド
です。
[セカンダリDNS（Secondary
DNS）] フィールド

ステップ 6

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。

[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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

iSCSI認証プロファイルの一意の名前。

[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ユーザ ID。

ステップ 8

[パスワード（Password）] 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。

[パスワードの確認（Confirm
Password）] フィールド

確認のためのパスワードの再入力。

[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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[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[接続タイムアウト（Connection
Timeout）] 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。

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

iSCSI LUN 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。

[DHCPタイムアウト（DHCP
Timeout）] 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。

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。

60 ～ 300 の整数を入力します（デフォルトは 60 秒です）。
[TCPタイムスタンプの有効化
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
（Enable TCP Timestamp）] チェッ 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
クボックス
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。
（注）

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。

[HBAモード（HBA Mode）] チェッ 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
クボックス
は、このチェックボックスをオンにします。
（注）

[ターゲットへのブート（Boot to
Target）] 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。
（注）

ステップ 8

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。

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。

[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（Add Workflow）] ウィザードの [ワークフローの詳細の追加（Add Workflow Details）]
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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）]フィールド

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。

[説明（Description）]フィールド

ワークフローの説明。

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

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。

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

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。

[新しいフォルダに配置（Place in New 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
Folder）] チェックボックス
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。
[フォルダの選択（Select Folder）] ド 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
ロップダウン リスト
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。

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。
[名前（Name）]

説明

[入力ラベル（Input Label）] フィー
ルド

入力に割り当てられたラベル。

[入力の説明（Input Description）]
フィールド

入力の説明。

[入力タイプ（Input Type）] フィール 入力カテゴリのタイプ。
ド
[管理者の入力値（Admin Input）]
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。

[管理入力リスト（Admin Input List）] 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
フィールド
ます。
[管理入力フィルタ（Admin Input
Filter）] 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

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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
• [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（Service Profile Name）]：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（Storage Policy）]：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（Placement Policy）]：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（Threshold Policy）]：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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
• [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。

Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
33

Cisco UCS サーバ プールとポリシーの設定
iSCSI ブート

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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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（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。
（注）
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。
• [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。

Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
35

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（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）（Add Task (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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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）（Add Task (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。
（注）
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。
• [サービスプロファイル（Service Profile）]：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）（Add Task (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。
[名前（Name）]

説明

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

説明

[LANブートの追加（Add LAN
Boot）] チェックボックス

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。

[プライマリvNIC（Primary
vNIC）] フィールド

LAN ブートに使用するプライマリ vNIC です。

[セカンダリvNIC（Secondary
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。

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。

[ブートパラメータの設定（Set 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
Boot Parameters）] チェックボッ されます。
クス
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。
[iSCSIブートパラメータの設定（Set iSCSI Boot Parameters）] 領域
[認証プロファイル
iSCSI 認証プロファイルを作成します。
（Authentication Profile）] ボタン
[イニシエータ名の割り当て
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
（Initiator Name Assignment）] ボ ます。
タン
[イニシエータのIPアドレスポリ 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
シー（Initiator IP Address Policy）] 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。
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
[ファイラの選択（Select Filer）] 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
ボタン
（NetApp ファイラや vFiler など）を選択します。
[iSCSIターゲット名（iSCSI Target ファイラのターゲット ノードを選択します。
Name）] ドロップダウン リスト
[ポート（Port）] フィールド

ストレージ アレイの接続に使用されるポート ID です。

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

説明

[IPv4アドレス（IPv4 Address）]
ドロップダウン リスト

ファイラの iSCSI 対応 VLAN IP アドレスを選択します。

[LUN ID] フィールド

iSCSI ターゲットの LUN 識別子です。

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（Associate 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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
• [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（Server Pool）]：[サーバプールを含む（Include Server Pools）] 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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（注）

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。

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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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）（Add Task (Create Flexible Volume)）] 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。
（注）
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。
• [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。
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• [スナップショットサイズ（Snapshot Size）]：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（Snapshot Size）]：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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（注）

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。

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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
• [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（Available Tasks）] 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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
• [ファイラID名（Filer Identity Name）]：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（Initiator Group Name）]：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 Identity Name）]：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（Initiator Group Name）]：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（Available Tasks）] 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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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（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。
（注）
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。
• [イニシエータグループ名（Initiator Group Name）]：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（Initiator Group Name）]：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（Available Tasks）] 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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
• [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（Initiator Group Name）]：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（Initiator Group Name）]：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。
• [LUN ID]：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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
• [サーバMACアドレス（Server MAC Address）]：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（Server MAC Address）]：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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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 On UCS 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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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。
（注）
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。
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。
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• [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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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）（Add Task (Power Off UCS 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。
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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（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、Cisco UCS Director 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（Retry Frequency）] 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（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（Manage Boot Devices Order）] 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。
• [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 1 Mirrored]：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。
• [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。
[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。
• [RAID 5 Striped 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。

（注）

組み込みオンボード RAID コントローラを搭載した Cisco UCS Manager と統合された Cisco UCS
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。

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。
B200 M1 および M2 サーバと B200 M3 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 B200 M3 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、[Any Configuration] モー
ドまたは JBOD 設定が含まれます。
JBOD モードのサポート

（注）

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。

Cisco UCS Manager リリース 5.5 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
57

Cisco UCS サーバ プールとポリシーの設定
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

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、「No Device 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
RAID 1 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 RAID LUN 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 RAID LUN 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 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。
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 1 Mirrored]：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。
• [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。
[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。
• [RAID 5 Striped 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 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。
• [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。
（注）

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。

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。
注意
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。
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。
（注）

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。

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。
（注）
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。
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、Cisco UCS Director 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。

（注）

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。
• 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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明（Description）] 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。

[リブートポリシー（Reboot Policy）] ドロップダウ このメンテナンス ポリシーの含まれるサービス プ
ン リスト
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（Timer Automatic）]：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（User Ack）]：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。
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[名前（Name）]

説明

[スケジュール（Schedule）] ドロップダウン リスト 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 Policy Qualifications）] 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（Adapter Qualifications）] 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（Add Chassis/Server Qualifications）] 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（First Chassis ID）] フィールドに 3 を入力し、[シャーシ数（Number of Chassis）]
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。
[名前（Name）]

説明

[クロック（Clock）]フィールド

必要な最小クロック速度（MHz）。

[最小容量（Min Cap）] フィールド

最小限必要なメモリ容量（メガバイト単位）。

[最大容量（Max Cap）]フィールド

メモリの許容最大容量（メガバイト単位）。

[幅（Width）] フィールド

データ バスの最小幅。

[遅延（Latency）] フィールド

許容される最大遅延（ナノ秒）。

[ユニット（Units）] 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。

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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[名前（Name）]

説明

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

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。

[コアの最小数（Min Number of Cores）] フィール 最小限必要な CPU コアの数。1 ～ 65535 の整数を
ド
指定します。
[コアの最大数（Max Number of Cores）] フィール CPU コアの許容最大数。1 ～ 65535 の整数を指定
ド
します。
[スレッドの最小数（Min Number of Threads）]
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。

[スレッドの最大数（Max 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。

[CPU速度（CPU Speed）] フィールド

最小限必要な CPU 速度。

[モデル(正規表現)（Model(RegEx)）] 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。

[CPUステッピング（CPU Stepping）] フィールド

最小限必要な CPU バージョン。

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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[名前（Name）]

説明

[ディスクレス（Diskless）] ドロップダウン リス
ト

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。

[最小容量（Min Cap）] フィールド

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）。

[最大容量（Max 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）。

[ブロック数（Number of Blocks）] フィールド

最小限必要なブロック数。

[各ディスクの容量（Per Disk Cap）] 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）。

[ブロック サイズ（Block Size）] フィールド

最小限必要なブロック サイズ（バイト単位）。

[ユニット（Units）] フィールド

ユニット数。

c) [Next] をクリックします。
ステップ 13 [電源グループ認定（Power Group Qualifications）] 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（Rack 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) [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（Create Server Pool Policy）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を
入力します。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

ポリシーの説明。

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

ステップ 8

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。

[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、Cisco UCS 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、Cisco UCS 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（Round Robin）]
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。

（注）

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。

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
Cisco UCS 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。

（注）

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。

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、Cisco UCS 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、Cisco UCS 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

アダプタの数

vCon1 の割り当て vCon2 の割り当て vCon3 の割り当て vCon4 の割り当て

1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

2

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ1

アダプタ2

3

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ2
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アダプタの数

vCon1 の割り当て vCon2 の割り当て vCon3 の割り当て vCon4 の割り当て

4

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ4

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

（注）

アダプタの数

vCon1 の割り当て vCon2 の割り当て vCon3 の割り当て vCon4 の割り当て

1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

2

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ2

3

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ3

4

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ4

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。
• 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。

（注）

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。
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。
[名前（Name）]

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。
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[名前（Name）]

説明

[仮想スロット（Virtual Slot）] ドロップダウン リス 各仮想スロットの仮想ネットワーク インターフェ
ト
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。
（注）

ステップ 8

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。

[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（Add Placement Policy）] ウィザードの [配置ポリシーの詳細（Placement Policy Details）]
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（UCS Account 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 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（Storage Policy）] 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）]：Cisco UCS Director 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。
（注）

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。

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（Add Placement Policy）] 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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