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サービスプロファイル
サービスプロファイルは、Cisco UCSの中心的な概念です。個々のサービスプロファイルには、
特別な目的、つまり関連するサーバハードウェアで、ホストするアプリケーションのサポートに

必要な設定が行われていることを保証する役割があります。サービスプロファイルは、サーバ

ハードウェア、インターフェイス、ファブリックの接続性、サーバおよびネットワークの IDに関
する設定情報を維持します。

すべてのアクティブなサーバにサービスプロファイルを関連付ける必要があります。

Cisco UCSManagerアカウントの [サービスプロファイル（Service Profiles）]タブをクリックし
て、サービスプロファイルを表示できます。

（注）

どのようなときでも、1台のサーバに 1つのサービスプロファイルだけを関連付けられます。
同様に、1つのサービスプロファイルは、一度にサーバ 1つだけに関連付けられます。

（注）

サービスプロファイルとサーバとの関連付けを形成すると、このサーバにオペレーティングシス

テムとアプリケーションをインストールできるようになります。また、サービスプロファイルを
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使用して、サーバの設定を確認することができます。サービスプロファイルとの関連付けを形成

しているサーバで不具合が発生しても、サービスプロファイルが自動的に別のサーバにフェール

オーバーすることはありません。

サービスプロファイルとサーバとの関連付けが解除されると、このサーバの IDおよび接続情報
は、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

サービスプロファイルのタイプや使用に関するガイドラインなど、サービスプロファイルの詳細

については、『Cisco UCS Manager configuration guides』を参照してください。

サービスプロファイルテンプレート
サービスプロファイルテンプレートを使用して、vNICや vHBAの個数などの同じ基本パラメー
タ、および同じプールから取得された ID情報を使ってすばやく複数のサービスプロファイルを
作成できます。

たとえば、データベースソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の

サービスプロファイルが必要である場合、手動、または既存のサービスプロファイルから、サー

ビスプロファイルテンプレートを作成できます。その後、このテンプレートを使用して、サービ

スプロファイルを作成します。

Cisco UCSは、次のタイプのサービスプロファイルテンプレートをサポートします。

初期テンプレート

初期テンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパティをす

べて継承します。しかし、プロファイルの作成後は、テンプレートへの接続が失われます。

このテンプレートから作成された1つ以上のプロファイルを変更する必要がある場合は、こ
れらのプロファイルを個別に変更します。

アップデートテンプレート

アップデートテンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパ

ティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をそのまま保持します。アップデートテ

ンプレートを変更すると、このテンプレートから作成されたサービスプロファイルが自動

的にアップデートされます。

サービスプロファイルの作成
Cisco UCS Managerアカウントの [サービスプロファイル（Service Profiles）]タブでも、サービス
プロファイルを作成できます。

はじめる前に

最低でも、サービスプロファイルに必要な次のプールとポリシーが Cisco UCS Managerアカウン
トに存在している必要があります。

• UUIDプール
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•ストレージポリシー

•ネットワークポリシー

•ブートポリシー

Cisco UCSDirectorには、ホストファームウェアパッケージを作成できません。サービスプロ
ファイルにこのポリシーを取り入れたい場合は、Cisco UCS Managerアカウントからインポー
トします。

（注）

サービスプロファイルに含めるその他のポリシーは、オプションとなります。ただし、開始する

前に、[サービスプロファイルの作成（Create ServiceProfile）]ダイアログボックスを確認し、サー
ビスプロファイルに含めたいポリシーがすべて作成されているかどうかを確認することをお勧め

します。

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]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 [サービスプロファイルの追加（Add Service Profile）]画面に、サービスプロファイルの名前と説

明を入力します。

ステップ 6 次のドロップダウンリストから、このサービスプロファイルに含める組織、プールとポリシーを

選択します。

• [組織（Organization）]：必須項目です。サービスプロファイルを作成する組織。

• [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。 このポリシーを選択すると、サー
バの SAN接続を指定できます。

• [PXEネットワークポリシー（PXENetwork Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択す
ると、サーバを LANに接続できます。

• [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（PXEBootPolicy）]：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
の決定時にブレードのブートポリシーが使用されます。
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• [ブレードのブートポリシー（BladeBoot Policy）]：任意項目です。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（BIOSPolicy）]：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（IPMIAccessProfile）]：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。

• [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。

• [管理 IPアドレス（Management IP Address）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、
サーバのアウトバンドおよびインバンド管理 IPアドレスを指定できます。

[アウトバンド IPv4（Outband IPv4）]を選択した場合は、スタティック管理 IPアドレスポリ
シーまたはプール管理 IPアドレスポリシーのいずれかを指定します。スタティックポリシー
を選択した場合は、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの詳細を入
力します。プールポリシーを選択した場合は、アウトバンドプール名を選択します。

[インバンド（Inband）]を選択した場合は、IPv4または IPv6の管理 IPアドレススタティッ
クポリシーを指定します。スタティックポリシーに IPv4を選択した場合は、IPアドレス、
サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの詳細を入力します。スタティックポリシー

に IPv6を選択した場合は、IPアドレス、プレフィックス、デフォルトゲートウェイの詳細
を入力します。

• [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（MaintenancePolicy）]：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。

ステップ 7 [サーバ電力消費状態（Server Power State）]ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択し
て、このサービスプロファイルに関連付けられた場合にサーバに適用する電源の状態を設定しま

す。

• [ダウン（Down）]：プロファイルがサーバに関連付けられる前はサーバの電源を切断してお
く場合
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• [アップ（Up）]：プロファイルがサーバに関連付けられる前にサーバの電源を投入しておく
場合

ステップ 8 [仮想メディア（vMedia）ポリシー（vMedia Policy）]ドロップダウンリストから、仮想メディア
（vMedia）ポリシーを選択します。

ステップ 9 [ストレージプロファイル（Storage Profile）]選択リストから、ストレージプロファイルのチェッ
クボックスをオンにして、[選択（Select）]をクリックします。

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。

サービスプロファイルテンプレートの作成

はじめる前に

最低でも、サービスプロファイルテンプレートに必要な次のプールとポリシーが Cisco UCS
Managerアカウントに存在している必要があります。

• UUIDプール

•ストレージポリシー

•ネットワークポリシー

•ブートポリシー

Cisco UCSDirectorには、ホストファームウェアパッケージを作成できません。サービスプロ
ファイルテンプレートにこのポリシーを取り入れたい場合は、Cisco UCS Managerアカウント
からインポートする必要があります。

（注）

サービスプロファイルテンプレートに含めるその他のポリシーは、オプションとなります。ただ

し、開始する前に、[サービスプロファイルテンプレートの作成（Create Service Profile Template）]
ダイアログボックスを確認し、サービスプロファイルテンプレートに含めたいポリシーがすべて

作成されているかどうかを確認することをお勧めします。
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手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [組織（Organizations）]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 [サービスプロファイルのテンプレート（Service Profile Templates）]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 [サービスプロファイルテンプレートの作成（Create Service Profile Template）]画面に、テンプ

レートの一意の名前と説明を入力します。

ステップ 8 [タイプ（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。

• [初期テンプレート（Initial Template）]：テンプレートが変更されても、このテンプレートか
ら作成されたサービスプロファイルはアップデートされません。

• [テンプレートの更新（UpdatingTemplate）]：テンプレートが変更されると、このテンプレー
トから作成されたサービスプロファイルがアップデートされます。

ステップ 9 次のドロップダウンリストから、このテンプレートに含めるプールとポリシーを選択します。

• [UUIDの割り当て（UUIDAssignment）]：必須項目です。 このポリシーを選択すると、サー
バで使用する UUIDプールを指定できます。

• [ストレージポリシー（Storage Policy）]：必須項目です。このポリシーを選択すると、サー
バの SAN接続を指定できます。

• [ネットワークポリシー（Network Policy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、
サーバを LANに接続できます。

• [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。

• [ブレードのブートポリシー（BladeBoot Policy）]：任意項目です。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（BIOSPolicy）]：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（IPMIAccessProfile）]：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。

• [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。

• [管理 IPアドレス（Management IPAddress）]：オプション。このポリシーを選択すると、サー
バのアウトバンドおよびインバンド管理 IPアドレスを指定できます。
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[アウトバンド IPv4（Outband IPv4）]を選択した場合は、プール管理 IPアドレスポリシーを
指定できます。プールポリシーを選択した場合は、アウトバンドプール名を選択する必要

があります。

[インバンド（Inband）]を選択した場合は、IPv4または IPv6の管理 IPアドレスポリシーを
選択する必要があります。プールポリシーを選択した場合は、インバンドプール名を選択

する必要があります。

• [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パッケージ（Host FirmwarePackage）]：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（MaintenancePolicy）]：任意項目です。このポリシーを選択すると、
このテンプレートから作成された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が関連付
けられているときにサーバに適用するサーバの電源状態を選択します。

• [vMediaポリシー（vMedia Policy）]：任意項目です。このポリシーがサービスプロファイル
にバインドされている場合は、このポリシーを含めて、外部イメージファイルがサーバに動

的にマップされるようにします。サービスプロファイルは、一度に 1つの vMediaポリシー
しか持てません。

• [ストレージプロファイル（Storage Profile）]：任意項目です。ストレージディスクの数、こ
れらのディスクの役割と用途、およびその他のストレージパラメータを定義するストレージ

プロファイルを含めます。ストレージプロファイルには、1つ以上のサービスプロファイル
のストレージ要件をカプセル化できます。

また、特定のプロファイルでストレージプロファイルとフィルタを検索することもできま

す。

ステップ 10 [送信（Submit）]をクリックします。
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サービスプロファイルの管理

サービスプロファイルからのテンプレートの作成

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 サービスプロファイルテンプレートを作成するサービスプロファイルの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから、[テンプレートの作成（Create
Template）]を選択します。

ステップ 6 [テンプレートの作成（Create Template）]画面で、次の手順を実行します。
a) [サービスプロファイルのテンプレート名]フィールドに、テンプレートの一意の名前を入力し
ます。

b) [タイプ（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。

• [初期テンプレート（Initial Template）]：テンプレートが変更されても、このテンプレー
トから作成されたサービスプロファイルはアップデートされません。

• [テンプレートの更新（Updating Template）]：テンプレートが変更されると、このテンプ
レートから作成されたサービスプロファイルがアップデートされます。

c) [組織（Organization）]ドロップダウンリストで、サービスプロファイルテンプレートの組織
を選択します。

d) [送信（Submit）]をクリックします。

サービスプロファイルの名前の変更

サービスプロファイルの名前を変更すると、次のことが起こります。

•サービスプロファイルの以前の名前を参照するイベントログと監査ログは、その名前のま
ま保持されます。

•名前変更の操作を記録する、新しい監査データが作成されます。

•サービスプロファイルの以前の名前で生じたすべての障害データは、新しいサービスプロ
ファイル名に転送されます。
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保留中の変更があるサービスプロファイルの名前は変更できません。（注）

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 名前を変更するサービスプロファイルの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューから、[名称変更の作成（Create
Rename）]を選択します。

ステップ 6 [名前の変更（Rename）]画面で、次の操作を実行します。
a) [新しいSP名（New SP Name）]フィールドに、テンプレートの一意の名前を入力します。
b) 必要な場合は、次のいずれかまたは両方のチェックボックスをオンにします。

説明名前

サービスプロファイルを参照しているどのワークフローを新

しいサービスプロファイル名で更新するかを選択できます。

このチェックボックスをオンにしない場合、どのワークフロー

も新しいサービスプロファイル名で更新されません。

[対象のワークフロー（Affected
Workflows）]

サービスプロファイルを参照しているどの SRを新しいサー
ビスプロファイル名で更新するかを選択できます。

このチェックボックスをオンにしない場合、どの SRも新し
いサービスプロファイル名で更新されません。

[影響を受けるSR（Affected
SRs）]

c) [送信（Submit）]をクリックします。
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サービスプロファイルの複製

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 複製するサービスプロファイルの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューから、[クローン（Clone）]を選
択します。

ステップ 6 [サービスプロファイルの複製（Clone Service Profile）]画面で、次の手順を実行します。
a) [名前（Name）]フィールドに、複製するサービスプロファイルの一意の名前を入力します。
b) [組織（Organization）]ドロップダウンリストから、複製するサービスプロファイルの組織を
選択します。

c) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 7 作成したサービスプロファイルに移動し、すべてのオプションが正しいことを確認します。

サービスプロファイルとサーバの関連付け

アカウントの [サービスプロファイル（Service Profiles）]タブでも、Cisco UCS Managerサービス
プロファイルをサーバと関連付けることができます。

   Cisco UCS Director for Cisco UCS Manager リリース 6.5 管理ガイド
10

サービスプロファイルの設定

サービスプロファイルの複製



手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 サービスプロファイルと関連付けるサーバの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから、[関連付け（Associate）]を
選択します。

ステップ 6 [サーバプロファイルの関連付け（Associate Server Profile）]画面で、関連付ける [既存のサーバ
（Existing Server）]を選択します。

ステップ 7 [既存のサーバ（Existing Server）]で、サーバと関連付けるサービスのチェックボックスをオンに
し、[検証（Validate）]をクリックします。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
Cisco UCS Directorが Cisco UCS Managerに要求を送信し、サービスプロファイルをサーバと関連
付けます。

関連付けのステータスを示す経過表示バーが表示されます。[閉じる（Close）]をクリックすると、
進行状況インジケータを閉じて別のページに移動できます。この進行状況インジケータを閉じて

も、関連付けプロセスには影響はありません。

サービスプロファイルとサーバプールの関連付け

はじめる前に

1台以上の使用可能なサーバを含む 1つ以上のサーバプールを作成します。
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手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 サーバプールと関連付けるサービスプロファイルの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから、[関連付け（Associate）]を
選択します。

ステップ 6 [サーバプロファイルの関連付け（Associate Server Profile）]画面で、関連付ける [既存のサーバ
プール（Existing Server Pool）]を選択します。

ステップ 7 [既存のサーバプール（Existing Server Pool）]で、サーバと関連付けるサービスのチェックボック
スをオンにし、[検証（Validate）]をクリックします。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。
CiscoUCSDirectorはサービスプロファイルをサーバプールに関連付けるためのリクエストをCisco
UCS Managerに送信します。

関連付けのステータスを示す経過表示バーが表示されます。[閉じる（Close）]をクリックすると、
進行状況インジケータを閉じて別のページに移動できます。この進行状況インジケータを閉じて

も、関連付けプロセスには影響はありません。

サービスプロファイルとサーバの関連付け解除

サービスプロファイルの関連付けを解除すると、Cisco UCS Directorはサービスプロファイルの
関連付けを解除するためのリクエストを Cisco UCS Managerに送信します。Cisco UCS Manager
は、サーバ上のオペレーティングシステムのシャットダウンを試行します。ある程度の時間が経

過してもオペレーティングシステムがシャットダウンされない場合は、Cisco UCS Managerによ
り、サーバが強制的にシャットダウンされます。
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手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [UCSサーバ（UCS Servers）]をクリックします。
ステップ 4 サービスプロファイルからの関連付けを解除するサーバの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから、[関連付け解除（Disassociate）]
を選択します。

ステップ 6 [サーバの関連付け解除（Disassociate Server）]画面で、[関連付け解除（Disassociate）]をクリック
します。

関連付け解除タスクのステータスを示す経過表示バーが表示されます。[閉じる（Close）]をクリッ
クすると、進行状況インジケータを閉じて別のページに移動できます。この進行状況インジケー

タを閉じても、関連付け解除プロセスには影響はありません。

Cisco UCS Directorグループへのサービスプロファイルの割り当て

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 グループに割り当てるサービスプロファイルの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから、[グループの割り当て（Assign
Group）]を選択します。

ステップ 6 [グループの選択（Select Group）]画面で、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サービスプロファイルを
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、サービスプロファイ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。
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Cisco UCS Directorグループからのサービスプロファイルの割り当て解
除

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 Cisco UCS Directorグループから割り当てを解除するサービスプロファイルの行をクリックしま

す。

ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューから、[グループの割り当て解除
（Unassign Group）]を選択します。

ステップ 6 [グループの割り当て解除（Unassign Group）]画面で、[割り当て解除（Unassign）]をクリックし
ます。

サービスプロファイルのインベントリ収集のリクエスト

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [サービスプロファイル（Service Profiles）]をクリックします。
ステップ 4 インベントリ収集をリクエストするサービスプロファイルの行をクリックします。

ステップ 5 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューから、[インベントリ収集のリク
エスト（Request Inventory Collection）]を選択します。

ステップ 6 [インベントリ収集（Collect Inventory）]画面で、[送信（Submit）]をクリックします。
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サービスプロファイルテンプレートの管理

テンプレートからのサービスプロファイルの作成

1つのサービスプロファイルテンプレートから最大 255のサービスプロファイルを作成できま
す。

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [組織（Organizations）]をクリックします。
ステップ 4 サービスプロファイルを作成するサービスプロファイルテンプレート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 [サービスプロファイルのテンプレート（Service Profile Templates）]をクリックします。
ステップ 6 サービスプロファイルを作成するサービスプロファイルテンプレートの行をクリックします。

ステップ 7 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューから、[サービスプロファイルの
作成（Create Service Profile）]を選択します。

ステップ 8 [サービスプロファイルの作成（Create Service Profile）]画面で、次の手順を実行します。
a) [サービスプロファイル名のプレフィックス（ServiceProfileNamePrefix）]フィールドに、作成
する各サービスプロファイルの名前に追加する一意のプレフィックスを入力します。

b) [サービスプロファイル数（Number of Service Profiles）]フィールドに、作成するサービスプロ
ファイルの数を入力します。

作成可能なサービスプロファイルの数は、1～ 255までです。

c) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 9 作成したサービスプロファイルを表示するには、次の手順を実行します。

a) [戻る（Back）]をクリックして、[組織（Organizations）]タブに戻ります。
b) [サービスプロファイル（Service Profiles）]タブをクリックします。
c) [更新（Refresh）]をクリックします。

[サービスプロファイル（Service Profiles）]表の[テンプレートインスタンス（Template Instance）]
列に、サービスプロファイルを作成したテンプレートの一覧が表示されます。
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サービスプロファイルテンプレートの複製

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [組織（Organizations）]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 [サービスプロファイルのテンプレート（Service Profile Templates）]をクリックします。
ステップ 6 複製するサービスプロファイルテンプレートの行をクリックします。

ステップ 7 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンメニューから、[クローン（Clone）]を選
択します。

ステップ 8 [サービスプロファイルテンプレートの複製（Clone Service Profile Template）]画面で、次の手順
を実行します。

a) [名前（Name）]フィールドに、複製するサービスプロファイルテンプレートの一意の名前を
入力します。

b) [組織（Organization）]ドロップダウンリストから、複製するサービスプロファイルテンプ
レートの組織を選択します。

c) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 9 作成したサービスプロファイルテンプレートに移動し、すべてのオプションが正しいことを確認

します。

サービスプロファイルテンプレートとサーバプールの関連付け

はじめる前に

1台以上の使用可能なサーバを含む 1つ以上のサーバプールを作成します。
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手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [組織（Organizations）]をクリックします。
ステップ 4 関連付けるサービスプロファイ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 [サービスプロファイルのテンプレート（Service Profile Templates）]をクリックします。
ステップ 6 サーバプールと関連付けるサービスプロファイルテンプレートの行をクリックします。

ステップ 7 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから、[関連付け（Associate）]を
選択します。

ステップ 8 [サーバプロファイルテンプレートを関連付けるサーバプールの選択（Select ServerPool toAssociate
Server Profile Template）]画面で、[サーバプール（Server Pool）]を展開し、サービスプロファイ
ルテンプレートに関連付けるサーバプールのチェックボックスを 1つ以上オンにします。

ステップ 9 [サーバプールポリシーの認定（Server Pool Policy Qualification）]を展開し、サーバプールポリ
シー認定のチェックボックスを 1つ以上オンにします。

ステップ 10 [関連付け（Associate）]をクリックします。
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サービスプロファイルテンプレートのサーバプールからの関連付け

の解除

手順

ステップ 1 [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 [コンピューティング（Compute）]ページで、Cisco UCS Managerアカウントを含むポッドを選択

します。

ステップ 3 [組織（Organizations）]をクリックします。
ステップ 4 関連付けを解除するサービスプロファイルテンプレート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 [サービスプロファイルのテンプレート（Service Profile Templates）]をクリックします。
ステップ 6 サーバプールから関連付けを解除するサービスプロファイルテンプレートの行をクリックしま

す。

ステップ 7 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンメニューから、[関連付け解除（Disassociate）]
を選択します。

ステップ 8 [サービスプロファイルテンプレートの関連付け解除（Disassociate Service Profile Template）]画面
で、[関連付け解除（Disassociate）]をクリックします。
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