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はじめに
ここでは、次の内容について説明します。
• 対象読者, vii ページ
• 表記法, vii ページ
• 関連資料, ix ページ
• マニュアルに関するフィードバック, x ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, x ページ

対象読者
このマニュアルでは主に、Cisco UCS Director を使用し、次の 1 つ以上の分野に関する専門知識を
持ち、それらの分野を担当するデータセンターの管理者を想定しています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
テキスト タイプ

説明

GUI 要素

タブ タイトル、領域名、フィールド ラベルなどの GUI 要素は、この
フォントで表示されます。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザード タイトルなどのメイン
タイトルは、このフォントで表示されます。
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はじめに
表記法

テキスト タイプ

説明

ドキュメント タイトル ドキュメント タイトルは、このフォントで表示されます。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイス、システムが表示するテキ
ストは、このフォントで表示されます。

システムの出力

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

CLI コマンド

CLI コマンド キーワードは、このフォントで表示されます。
CLI コマンドの変数は、このフォントで表示されます。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

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

[x | y | z]

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

string

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

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

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

（注）

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

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。 ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。
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はじめに
関連資料

注意

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

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 このデバイスに添付されている翻訳版の安全上の警告では、各警告の最後に記載された
ステートメント番号に基づいて、該当する翻訳文を見つけてください。
これらの配布物は保管しておいてください。

関連資料
『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』
Cisco UCS Directorの資料の詳細なリストについては、次の URL にある 『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』 を参照してください：http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html。
『Cisco UCS Documentation Roadmaps』
B シリーズのすべてのマニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL で入手できます。http://
www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc。
C シリーズのすべてのマニュアルの一覧については、『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL で入手できます。http://
www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc 。

（注）

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』には、Cisco UCS Manager および Cisco
UCS Central のドキュメントへのリンクが記述されています。 『Cisco UCS C-Series Servers
Documentation Roadmap』には、Cisco Integrated Management Controller のドキュメントへのリン
クが記述されています。
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マニュアルに関するフィードバック

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなど、お気づきの点が
ございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。 ご協力
をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の
技術マニュアルの一覧も示されています。
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用して、コンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定する
こともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサ
ポートしています。
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章

概要
この章は、次の内容で構成されています。
• VSPEX について, 1 ページ

VSPEX について
VSPEXは、仮想および非仮想の統合コンピューティング、ネットワーキング、ストレージソリュー
ションで使用できる、統合ハードウェアおよびソフトウェア環境です。 次の状況で VSPEX を使
用できます。
• ハイブリッド クラウド コンピューティングのサポートを目的とし、運用コストの削減およ
びインフラストラクチャの統合を実施する高可用およびスケーラブルな EMC VSPEX VNX
ストレージを必要とするデータセンター。
• エンド ユーザおよび仮想化アプリケーションに対してコンピューティング リソースを提供
するプライベート クラウド サービスを公開するインターフェイス。

（注）

VSPEX 環境向けに導入されるハードウェアには高度なモジュラが用意されており、それぞれ
の顧客導入に必要となる特有の VSPEX ラックマウント スキームに応じて多様化されていま
す。 詳細については、Web 上の『Cisco Validated Designs』を参照してください。
VSPEX 環境には次のコンポーネントがあります。
• 複数ホストにおけるネットワーキング設定、ストレージ設定、セキュリティ設定の標準化お
よび簡略化、ホスト コンプライアンスのモニタを目的として、Cisco UCS Director および Cisco
UCS Director Baremetal Agent が VMware vCenter ホストまたは Hyper-V ホストにインストール
および設定されます。 詳細については、『Cisco UCS Director Installation Guide』および『Cisco
UCS Director Baremetal Agent Setup Guide』を参照してください。
• スケーラブルなストレージを実現するため、VSPEX 仮想化ソフトウェア、コンピューティン
グ、EMC VSPEX VNX ストレージ コンポーネントは同一ラックに配置されます。
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概要
VSPEX について

• Cisco Nexus コンポーネントにはルーティングおよびスイッチング機能があります。
• Cisco UCS Manager は、仮想マシン（VM）を含む Cisco UCS Director のすべてのソフトウェ
アおよびハードウェア コンポーネントの統合組み込み管理を実現します。 VSPEX のハード
ウェアおよびソフトウェア コンポーネントを次の図に表示します。
図 1：VSPEX ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネント
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章

設定
この章は、次の内容で構成されています。

（注）

この章の手順では、ユーザが Cisco UCS Director にログインしていることを前提にしています。
• 前提条件, 3 ページ
• システム要件, 5 ページ
• Pod の追加, 6 ページ
• Cisco UCS Manager アカウント, 7 ページ
• VSPEX のサポート, 10 ページ
• ネットワーク設定, 13 ページ
• Cisco UCS Director Baremetal Agent の設定, 15 ページ

前提条件
前提条件

説明

ハードウェア接続

詳細については『EMC VSPEX VNX Series
Technical Specifications』を参照してください。

VSPEX ライセンス

Pod ライセンスについての詳細は『Cisco UCS
Director Install and Upgrade Guides』を参照して
ください。
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前提条件

前提条件

説明

ネットワーク接続

ネットワーク接続が『EMC VSPEX VNX Series
Technical Specifications』に準拠しているか確認
します。
Cisco UCS Director Baremetal Agent がインストー
ルされた VLAN において、DHCP サーバは 1 台
が許可されます。

Cisco UCS Director からサーバにアクセスできる Cisco UCS Director の次の項目に対する接続を
必要があります。 接続の確立についての詳細は 確認します。
『Cisco UCS Director Baremetal Agent Installation
• Cisco UCS Manager
Guide』を参照してください。
• EMC VSPEX VNX 統合ストレージ システ
ム
• Cisco UCS Director Baremetal Agent
• Cisco Nexus 5000 および 5500 シリーズ ス
イッチ、および Cisco Nexus 1000V スイッ
チ
Cisco UCS Director Baremetal Agent からサーバに Cisco UCS Director Baremetal Agent の Cisco UCS
アクセスできる必要があります。 接続の確立に Director に対する接続を確認します。
ついての詳細は『Cisco UCS Director Baremetal
Agent Installation Guide』を参照してください。
ベアメタル プロビジョニングの接続性

ベアメタル プロビジョニングが Cisco UCS
Director Baremetal Agent と同じネットワークで
あることを確認します。

DHCP の設定

Cisco UCS Director Baremetal Agent に適切な IP
アドレス範囲の DHCP サーバを設定します。
次のサーバに Cisco UCS Director Baremetal Agent
を使用するよう DHCP サーバを設定することも
できます。 詳細については『Cisco UCS Director
FlexPod Management Guide』の「Configuring
Cisco UCS Director Baremetal Agent to Use
DHCP」の項を参照してください。

Cisco UCS Director データベース設定

Cisco UCS Director Baremetal Agent でリモート
データベース アクセスを有効にします。 詳細
については『Cisco UCS Director Baremetal Agent
Installation Guide』の「Configuring Cisco UCS
Director Baremetal Agent」の章を参照してくだ
さい。
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システム要件

前提条件

説明

Cisco UCS Director /etc/hosts ファイル

Cisco UCS Director Baremetal Agent のエントリ
（同じ VLAN 上のアクセス可能な IP アドレス）
を追加します。 詳細については『Cisco UCS
Director Baremetal Agent Installation Guide』の
「Configuring Cisco UCS Director Baremetal
Agent」の章の「Connecting Cisco UCS Director
Baremetal Agent to a Cisco UCS Director Host」の
項を参照してください。

Cisco UCS Director Baremetal Agent /etc/hosts ファ Cisco UCS Director のエントリ（同じ VLAN 上
イル
のアクセス可能な IP アドレス）を追加します。
詳細については『Cisco UCS Director Baremetal
Agent Installation Guide』の「Configuring Cisco
UCS Director Baremetal Agent」の章の
「Connecting Cisco UCS Director Baremetal Agent
to a Cisco UCS Director Host」の項を参照してく
ださい。
VMware（vCenter Server/ESXI/ESXi）

ESXI 4.0 から ESXi 5.5 までのすべてのバージョ
ンがサポートされます。

システム要件
コンポーネント

要件

ネットワーキング

Cisco Nexus 5000/5500 シリーズのスイッチ 2 台
Cisco UCS 6100 または 6200 シリーズのファブ
リック インターコネクト 2 台
Cisco Nexus 1000V スイッチ

コンピューティング

シャーシ 1 台につきファブリック エクステンダ
が 2 台ある Cisco UCS シャーシ（1 台以上、モ
ジュール付き）

ストレージ

EMC VNX 統合ストレージ システム

Cisco UCS Director

2.5.0.2 以降のバージョン

Cisco UCS Director Baremetal Agent

2.5.0.2 以降のバージョン

Cisco UCS Director — リソース予約

2 GB メモリおよび 3000-GHz 以上の CPU
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Pod の追加

コンポーネント

要件

Cisco UCS Director Baremetal Agent — リソース
予約

2 GB メモリおよび 2000-GHz 以上の CPU

VMware（vCenter Server/ESXI/ESXi）

ESXI 4.0 から ESXi 5.5 までのすべてのバージョ
ンがサポートされます。

Pod の追加
ステップ 1

メニューバーで [管理] > [物理アカウント] を選択します。

ステップ 2

[POD] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[PODの追加] ダイアログボックスで、以下のフィールドを入力します。
名前

説明

[名前] フィールド

Pod の識別に役立つ名前です。

[サイト] ドロップダウン リスト

Pod を追加するサイトを選択します。 ご使用の環境にサイトがな
い場合は、この手順を省略できます。

[タイプ] ドロップダウン リスト

追加する Pod のタイプを選択します。 次のいずれかのサポート対
象タイプを指定できます。
• [FlexPod]
• [汎用]
• [ExpressPodミディアム]
• [VSPEX]
• [ExpressPodスモール]
• [Vblock]
汎用タイプ以外のいずれかの Pod タイプを選択する場合は、選択
する Pod タイプのライセンスが必要になります。 また、汎用以外
の Pod タイプは、特定の物理および仮想コンポーネントのみに対
応します。 汎用 Pod では特定の Pod ライセンスは必要ありませ
ん。 汎用 Pod にはすべてのタイプの物理または仮想コンポーネン
トを追加できます。 Pod ライセンスについての詳細は『Cisco UCS
Director Install and Upgrade Guides』を参照してください。
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名前

説明

[説明] フィールド

（オプション）Pod の説明です。

[アドレス] フィールド

Pod の物理的な場所です。 たとえば、このフィールドには Pod の
市区町村または他の内部識別名を追加できます。

[PODを非表示] チェックボックス

[統合チェック] ビューに Pod を表示させない場合は、このチェッ
クボックスをオンにして Pod を非表示にします。 Pod からアカウ
ントの追加または削除は引き続き実行できます。
たとえば、このチェックボックスを使用して、物理または仮想要
素を一切所有しない Pod を [統合基盤] ビューに表示させないよう
にできます。

ステップ 5

[追加] をクリックします。

次の作業
アカウントを 1 つ以上 Pod に追加します。

Cisco UCS Manager アカウント
各 Cisco UCS Manager アカウントは、Cisco UCS Director で管理する単独の Cisco UCS ドメイン を
表します。
Cisco UCS Central がない環境では、Pod に Cisco UCS Manager アカウントを作成します。
Cisco UCS Central がある環境では、マルチドメイン マネージャで Cisco UCS Central アカウントを
作成する必要があります。 Cisco UCS Central に登録されたすべての Cisco UCS ドメイン および関
連する Cisco UCS Manager アカウントが、Cisco UCS Central アカウントの作成時に Cisco UCS
Director に組み込まれます。 必要な場合は、これらの Cisco UCS Manager アカウントを 1 つ以上、
Cisco UCS Central アカウントから Pod に割り当てることができます。 また、Cisco UCS Manager
アカウントを Cisco UCS Central アカウントに登録することもできます。
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Cisco UCS Manager アカウントの追加
はじめる前に
対象の Cisco UCS Manager アカウントが所属する Pod を追加します。

ステップ 1

メニューバーで [管理] > [物理アカウント] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[アカウントの追加] 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

説明

[POD] ドロップダウン リスト

対象アカウントが所属する Pod を選択します。

[カテゴリタイプ] ドロップダウン リ カテゴリ タイプを選択します。 [コンピューティング] を選択する
スト
必要があります。 これはアカウントのインフラストラクチャ タイ
プです。
[アカウントタイプ] ドロップダウン アカウント タイプを選択します。 [UCSM] を選択する必要があり
リスト
ます。
[認証タイプ] ドロップダウン リスト アカウントに使用する認証タイプを選択します。 次のいずれかに
なります。
• [ローカルで認証済み]：ローカルで認証されたユーザ アカウ
ントとは、ファブリック インターコネクトを介して直接認証
されたユーザ アカウントのことであり、管理者権限または
AAA（認証、認可、アカウンティング）権限を持っていれば
誰でも有効/無効にすることができます。
[リモートで認証済み]：リモートで認証されたユーザ アカウ
ントとは、LDAP、RADIUS、TACACS+ のいずれかを介して
認証されたユーザ アカウントのことです。
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名前

説明

[サーバ管理] ドロップダウン リスト アカウントのサーバ管理方法を選択します。 次のいずれかになり
ます。
• [すべてのサーバ]：すべてのサーバが Cisco UCS Director で管
理されます。 このオプションがデフォルトです。 このオプ
ションを選択すると、すべてのサーバが管理された状態に追
加されます。
• [選択済みのサーバ]：選択したサーバのみ Cisco UCS Director
で管理されます。 必要な場合は、管理サーバ リストのサー
バを追加および削除できます。 このオプションを選択する
と、すべてのサーバが管理外の状態に追加されます。
[アカウント名] フィールド

アカウントに割り当てる固有名です。

[サーバのアドレス] フィールド

Cisco UCS Manager の IP アドレスです。 クラスタ設定では、仮想
IP アドレスになります。

[ユーザID] フィールド

Cisco UCS Manager に対するアクセスで、アカウントが使用する
ユーザ名です。 このユーザ名は Cisco UCS Manager の有効なアカ
ウントである必要があります。

[パスワード] フィールド

ユーザ名に関連付けられたパスワードです。

[UCS認証ドメイン] フィールド

リモートで認証されるアカウントの認証ドメインです。
ローカル認証アカウントを使用している場合は、このフィールド
は表示されません。

[トランスポートタイプ] ドロップダ アカウントで使用するトランスポート タイプを選択します。 次の
ウン リスト
いずれかになります。
• http
• https
[ポート] フィールド

Cisco UCS Manager に対するアクセスで使用するポートです。

[説明] フィールド

（オプション）アカウントの説明です。

[連絡先の電子メール] フィールド

管理者またはアカウントの他の担当者への連絡に使用するメール
アドレスです。

[ロケーション] フィールド

アカウントのロケーションです。
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名前

説明

[サービスプロバイダー] フィールド （オプション）アカウントに関連付けられたサービス プロバイ
ダー（存在する場合）の名前です。

ステップ 5

[追加] をクリックします。

Cisco UCS Director は Cisco UCS Manager に対する接続をテストします。 テストが正常に終了する
と、Cisco UCS Manager アカウントが追加され、アカウントに関連付けられた Cisco UCS Manager
のすべてのインフラストラクチャ要素を検出します。要素にはシャーシ、サーバ、ファブリック
インターコネクト、サービスプロファイル、プールなどがあります。この検出処理およびインベ
ントリ収集サイクルの完了には約 5 分かかります。
[システムのタスク] タブで設定されるポーリング間隔は、インベントリ収集の頻度を指定します。

Cisco UCS Manager アカウントの検出の確認

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

ステップ 3

確認対象となる Cisco UCS Manager アカウントを含む Pod を左側の列で選択します。
（注）
左列のツリー構造は、[サイト]、[未割り当てのポッド]、[マルチドメインマネージャ] のノード
を一覧表示します。 [サイト] ノードを展開すると、サイト ノードのすべての Pod が表示され
ます。 [未割り当てのポッド] ノードを展開すると、サイトに割り当てられていないすべての Pod
が表示されます。 [マルチドメインマネージャ] リストを展開すると Cisco UCS Director に追加さ
れたすべてのマルチドメイン マネージャ アカウント タイプが表示されます。
[コンピューティングアカウント] タブをクリックします。

ステップ 4

確認するアカウントの行をテーブルでクリックします。

ステップ 5

[詳細の表示] をクリックします。
Cisco UCS Director が検出されたアカウントのコンポーネントに関する情報を表示するタブ セットを表示
します。

ステップ 6

[戻る] をクリックして [コンピューティングアカウント] タブに戻ります。

VSPEX のサポート
Cisco UCS Director では、次の方法で統合ストレージ システムのサポートを支援します。
• 自動検出
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• モニタリング
• すべての VNX コンポーネントを視覚的に管理：RAID グループ、ストレージ プール、論理
ユニット番号（LUN）、ストレージ グループ、イニシエータ、ファイル システム、ボリュー
ム、ネットワーク ファイル システム（NFS）、Common Internet File System（CIFS）

（注）

VSPEX アカウントを追加する前に Pod が作成されているか確認してください。 詳細について
は、Pod の追加, （6 ページ）を参照してください。

VSPEX アカウントの追加
はじめる前に
VSPEX アカウントを追加する前に Pod が作成されているか確認してください。 詳細については、
Pod の追加, （6 ページ）を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理] > [物理アカウント] の順に選択します。

ステップ 2

[物理アカウント] タブで、[追加] をクリックします。

ステップ 3

[アカウントの追加] 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

説明

[POD] ドロップダウン リスト

このアカウントの [VSPEX] を選択します。

[カテゴリ] ドロップダウン リス [ストレージ] を選択します。
ト
[アカウントタイプ] ドロップダ
ウン リスト

[ストレージ] がカテゴリとして選択されている場合、アカウント タイ
プ [EMC VNX] が選択されます。
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名前

説明

[アカウントサブタイプ] ドロッ
プダウン リスト

次の VNX アカウント サブタイプから選択します。
• [VNXファイル]：X-Blade エンクロージャ、2 ～ 8 ブレード、設定
可能なフェールオーバー オプション、および柔軟な I/O 接続性。
1 ライセンスに 1 データムーバの構成になります。
• [VNXブロック]：ストレージまたはデータ プロセッサ エンクロー
ジャ、デュアル アクティブ ストレージ プロセッサ、自動フェー
ルオーバー、および柔軟な I/O 接続性。 1 ライセンスに 2 つのサー
ビス プロバイダーの構成になります。
• [VNX Unified]：VNX ファイルおよび VNX ブロック用の単一プ
ラットフォーム。 1 ライセンスに 2 つのサービス プロバイダーの
構成になります。

[認証タイプ] ドロップダウン リ そのアカウントの [認証タイプ] を選択します。
スト
[アカウント名] フィールド

アカウント名。

[サーバのアドレス] フィールド

VSPEX サーバの IP アドレス。

[ユーザID] フィールド

VSPEX サーバのユーザ ID。

[パスワード] フィールド

VSPEX サーバのパスワード。

[トランスポートタイプ] ドロッ
プダウン リスト

アカウントに使用するトランスポート タイプを選択します。 次のいず
れかになります。
• http
• https

[ポート] フィールド

ポート（80 がデフォルトです）。

[説明] フィールド

アカウントの説明。

[連絡先の電子メール] フィール
ド

連絡先の電子メール。

[ロケーション] フィールド

このアカウントのサイト ロケーション。

[サービスプロバイダー] フィー
ルド

該当する場合は、サービス プロバイダー名です。
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ステップ 4

[追加] をクリックします。
Cisco UCS Director は、集約、ディスク、ボリューム、LUN、および QTree を含む VSPEX アカウントのす
べてのストレージ要素を自動的に検出します。

ステップ 5

[物理アカウント] ペインで、アカウントをクリックします。

ステップ 6

[テスト接続] をクリックします。

次の作業
アカウントが検出されていることを確認します。 検出プロセスには、通常数分かかります。

VSPEX アカウント検出の確認
Cisco UCS Manager を Cisco UCS Director VSPEX 環境に追加すると、この環境のすべての検出コン
ポーネントがアカウント レベルで表示されます。

ステップ 1

メニュー バーで [物理] > [ストレージ] を選択します。

ステップ 2

[ストレージ] ペインの VSPEX アカウントをクリックします。

ステップ 3

[システムサマリー] タブをクリックします。
アカウントのサマリー レポートが表示されます。

ネットワーク設定
Cisco UCS Director を使用して、Cisco およびセレクト ベンダーの複数のネットワーク デバイスお
よびファブリック プラットフォームの管理、オーケストレーション、モニタリングを行うことが
できます。
• Cisco Nexus スイッチ向け Cisco ネットワークおよびファブリック サポート
• ブロケード ネットワークおよびファブリック サポート
• N ポート仮想化（NPV）モードで動作する Cisco UCS ファブリック インターコネクト（この
モードでは、サーバのファイバ チャネル トラフィックが特定の Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）アップリンクに、手動または自動で固定されます）
ネットワーク インストールには次のタスクがあります。
• Cisco Nexus デバイスを Cisco UCS Director に追加
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• 管理ネットワーク デバイス詳細の確認

（注）

特定のネットワーク サポート情報の詳細については、『Compatibility Matrix for Cisco UCS
Director』を参照してください。

Pod へのネットワーク デバイスの追加
ステップ 1

メニュー バーで、[管理] > [物理アカウント] の順に選択します。

ステップ 2

[マネージドネットワーク要素] タブで [ネットワーク要素の追加] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[ネットワーク要素の追加] ダイアログボックスで、以下のフィールドを入力します。
名前

説明

[POD] ドロップダウン リスト

Pod を選択します。

[デバイスカテゴリ] ドロップダ
ウン リスト

次のネットワーク デバイス オプションからいずれかを選択します。
• [ブロケードファブリックOS]
• [ブロケードネットワークOS]
• [Force10 (FTOS)]
• [Cisco IOS]
• [Cisco Nexus OS]
• [Cisco ASA]

[デバイスIP] フィールド

デバイスの IP アドレス。

[プロトコル] ドロップダウン リ デバイスとの通信に使用するプロトコル（[telnet] または [ssh]）を選択
スト
します。
[ポート] フィールド

デバイスのポート番号です。 デフォルトはポート 23 です。

[ログイン] フィールド

ログイン ユーザ名です。

[パスワード] フィールド

デバイスのログイン パスワードです。

[パスワードの有効化] フィール
ド

デバイスの有効なパスワードです。
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ステップ 4

[送信] をクリックします。

ステップ 5

[統合基盤] ペインで Pod をクリックします。
Pod インフラストラクチャの詳細が表示されます。

次の作業
管理ネットワークのデバイスが正しく設定されているか確認します。

Pod 環境のネットワーク デバイス詳細を確認
Pod にネットワーク デバイスを追加した場合は Pod 環境のすべての検出コンポーネントがアカウ
ント レベルに表示されます。

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで Pod をクリックします。

ステップ 3

[マネージドネットワーク要素] タブをクリックします。

ステップ 4

ネットワーク デバイスをクリックし、[詳細の表示] をクリックします。
デバイスのすべての情報が表示されます。

次の作業
ベアメタル プロビジョニング ワークフローにおいて、すべてのタイプの Linux および Microsoft
Windows オペレーティング システムをサポートするように Cisco UCS Director Baremetal Agent を
設定します。

Cisco UCS Director Baremetal Agent の設定
Cisco UCS Director Baremetal Agent は個別の仮想マシン（VM）アプライアンスです。これは Cisco
UCS Director と共に動作し、ベアメタル プロビジョニング ワークフローにおいて Linux および
Microsoft Windows オペレーティング システムのすべてのタイプをサポートします。 特定のオペ
レーティング システムが Cisco UCS Director Baremetal Agent と共に、設定済みでパッケージ化さ
れています。 ただし、必要な場合は他のオペレーティング システムを追加できます。 Preboot
eXecution Environment（PXE）ブートおよびインストール操作をサポートする各種オペレーティン
グ システムがサポートされます。これらの OS は、データ ストレージ デバイスのネットワーク
インターフェイスを個別に使用してコンピュータを起動するベアメタルプロビジョニングワーク
フローで活用できます。
Cisco UCS Director Baremetal Agent および Cisco UCS Director では、FlexPod 操作に必要な次のネッ
トワーク サービス インフラストラクチャが用意されています。
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• 動的ホスト制御プロトコル（DHCP）
• ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）
• 簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）
次の表は、Cisco UCS Director Baremetal Agent の最小限の要件の一覧です。
表 1：Cisco UCS Director Baremetal Agent 最小要件

リソース

最小要件

vCPU

2

メモリ

3 GB

ハード ディスク

30 GB

DHCP サーバとしての Cisco UCS Director Baremetal Agent の設定
この作業は、DHCP を使用するときに、それを Cisco UCS Director Baremetal Agent のインストール
時に設定していない場合に行います。

（注）

Cisco UCS Director Baremetal Agent には、Secure Shell（SSH）または Cisco UCS Director Baremetal
Agent コンソールを使用してログインできます。 Cisco UCS Director Baremetal Agent のデフォ
ルトのルートパスワードは pxeboot です。

ステップ 1

Cisco UCS Director Baremetal Agent にログインします。

ステップ 2

shelladmin で、/etc ディレクトリに移動します。
cd /etc

ステップ 3

既存のファイルを上書きできるように、例のファイルを dhcp.conf にコピーします。
cp /etc/dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf

ステップ 4

dhcpd.conf を上書きするように求められたら、yes と入力します。

ステップ 5

vi などのエディタを使用して dhcpd.conf ファイルを編集します。
例：

vi dhcpd.conf
ステップ 6

ご使用のネットワークに合わせて、次のパラメータを編集します。
• オプション ルーター
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• サブネット マスク
• ドメイン ネーム サーバ
• dynamic-bootp の範囲
ステップ 7

DHCP サーバを起動します。
/etc/init.d/dhcpd start

Cisco UCS Director Baremetal Agent の Cisco UCS Director ホストへの接続
ステップ 1

Cisco UCS Director Baremetal Agent で shelladmin にログインします。

ステップ 2

cd /opt/infra と入力します。

ステップ 3

Cisco UCS Director Baremetal Agent でアクセスし、データの書き込み先となる Cisco UCS Director ホストの
IP アドレスを設定します。
cd /opt/infra
./stopinfraAll.sh
./configure.sh <IP-ADDRESS-OF-Cisco UCS Director>
./startinfraAll.sh

（注）

ステップ 4

マルチノード設定では、インベントリ データベース ノードの IP アドレスを使用する必要があ
ります。

Cisco UCS Director Baremetal Agent から Cisco UCS Director に対して ping を実行して、ネットワーク接続を
確認します。

Cisco UCS Director Baremetal Agent がサービスを停止し、必要なプロパティを設定してからサービ
スを再起動します。

次の作業
次の点を確認します。
• Cisco UCS Director Baremetal Agent が、Cisco UCS Director と同じネットワーク、インターフェ
イス、または VLAN を共有して、ネットワーク サービスを提供する。
• Cisco UCS Director Baremetal Agent が、Cisco UCS ブレード サーバと同じネットワーク、イン
ターフェイス、または VLAN を共有する。
• Cisco UCS Director で shelladmin を使用してデータベース通信が有効化されている。
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3

章

運用と管理
この章は、次の内容で構成されています。
• VSPEX 操作タスクの概要, 20 ページ
• 組織の作成, 23 ページ
• シャーシ/FEX 検出ポリシーの設定, 24 ページ
• UUID プールの作成, 24 ページ
• MAC プールの作成, 25 ページ
• WWNN プールの作成, 26 ページ
• WWPN プールの作成, 27 ページ
• ネットワーク制御ポリシーの作成, 27 ページ
• vNIC テンプレートの作成, 30 ページ
• VSAN の作成, 35 ページ
• VSAN のファブリック インターコネクトへの関連付け, 37 ページ
• vHBA テンプレートの作成, 38 ページ
• LAN ブート ポリシーの作成, 40 ページ
• SAN ブート ポリシーの作成, 42 ページ
• vNIC の作成, 44 ページ
• vHBA の作成, 45 ページ
• ネットワーク ポリシーの作成, 46 ページ
• ストレージ ポリシーの作成, 47 ページ
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VSPEX 操作タスクの概要
次の表は、VSPEX 操作の実装向け Cisco UCS Director 設定タスクの概要を表示します。 設定の注
意事項では、各タスクに関連する重要な設定の詳細が説明されています。

ヒント

次のタスクに関連する詳細については『Cisco UCS Director Management Guide for Cisco UCS
Manager』を参照してください。
タスク

設定に関する注意事項

組織の作成, （23 ページ）

ルートである最上位の組織を作成します。 ルートに作成した
ポリシーおよびプールはシステム全体にわたるもので、この
システムに含まれるすべての組織で使用できます。

シャーシ/FEX 検出ポリシーの設
定, （24 ページ）

シャーシ ポリシーが設定され、新しいシャーシが追加された
場合のシステムの動作を指定します。 [アクション] ドロップ
ダウン リストから 2-link オプションが選択されていることを
確認します。

UUID プールの作成, （24 ペー
ジ）

16 文字より少ない名前で Universally Unique Identifier（UUID）
サフィックス プールを作成します。 デフォルト設定を使用
できます。 UUID サフィックス プールは、サービス プロファ
イルに関連付けられたサーバごとに UUID サフィックス変数
値が一意になるようにします。 サービス プロファイルは
UUID サフィックス プールを使用して競合を回避します。

MAC プールの作成, （25 ページ） ファブリック インターコネクトごとに MAC プールを 2 つ作
成します。 たとえば、ファブリック インターコネクト A お
よび B です。 [サイズ] フィールドで 2（推奨値）を入力しま
す。
WWNN プールの作成, （26 ペー
ジ）

ファブリック インターコネクトごとにワールド ワイド ノー
ド名（WWNN）プール を 2 つ作成します。 [サイズ] フィー
ルドで 2（推奨値）を入力します。

WWPN プールの作成, （27 ペー
ジ）

ファブリック インターコネクトごとにワールド ワイド ポー
ト名（WWPN）プール を 2 つ作成します。 [サイズ] フィー
ルドで 2（推奨値）を入力します。

ネットワーク制御ポリシーの作成, Cisco Discovery Protocol（CDP）を有効にしてネットワーク制
（27 ページ）
御ポリシーを作成します。
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タスク

設定に関する注意事項

vNIC テンプレートの作成, （30
ページ）

ファブリック インターコネクトごとに vNIC テンプレートを
2 つ作成します。 たとえば、ファブリック インターコネクト
A および B です。 タスクの手順に従い、次の設定ガイドラ
インを使用します。
• [ターゲット] チェックボックスでは [アダプタ] および
[VM] の両方のパラメータを選択します。
• [テンプレートのタイプ] ドロップダウン リストから [初
期テンプレート] を選択します。
• [MTU] フィールドで 9000 と入力することを推奨しま
す。
（注）

VSAN の作成, （35 ページ）

Preboot Execution Environment（PXE）サーバおよび
Cisco UCS サーバが別々の VLAN にある場合は、
ファブリック インターコネクトごとに両方のサー
ビス向けの vNIC テンプレートを別々に作成する必
要があります。

ファブリック インターコネクトごとに仮想ストレージ エリ
ア ネットワーク（VSAN）を作成します。 たとえば、ファブ
リック インターコネクト A および B です。

VSAN のファブリック インターコ 各 VSAN をそれぞれのファブリック インターコネクトに関
ネクトへの関連付け, （37 ペー
連付けします。
ジ）
vHBA テンプレートの作成, （38
ページ）

ファブリック インターコネクトごとに vHBA テンプレート
を作成します。 タスクの手順に従い、次の設定ガイドライン
を使用します。
• [テンプレートのタイプ] ドロップダウン リストから [初
期テンプレート] を選択します。
• [データフィールドの最大サイズ] フィールドで 2048 と
入力します。

LAN ブート ポリシーの作成, （
40 ページ）

ファブリック インターコネクトごとに LAN ブート ポリシー
を作成します。

SAN ブート ポリシーの作成, （42 ファブリック インターコネクトごとに SAN ブート ポリシー
ページ）
を作成します。
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タスク

設定に関する注意事項

vNIC の作成, （44 ページ）

ファブリック インターコネクトごとに vNIC を作成します。
タスクの手順に従い、次の設定ガイドラインを使用します。
• [アダプタポリシー] ドロップダウン リストから [VMware]
を選択します。
（注）

vHBA の作成, （45 ページ）

PXE サーバおよび Cisco UCS サーバが別々の VLAN
にある場合は、ファブリック インターコネクトご
とに両方のサービス向けの vNIC テンプレートを
別々に作成する必要があります。

ファブリック インターコネクトごとに vHBA を作成します。
タスクの手順に従い、次の設定ガイドラインを使用します。
• [アダプタポリシー] ドロップダウン リストから [VMware]
を選択します。

ネットワーク ポリシーの作成, （ タスクの手順に従い、次の設定ガイドラインを使用します。
46 ページ）
• [LAN接続タイプ] ドロップダウン リストから [エキス
パート] を選択します。
• [vNICの追加] フィールドで、ネットワーク ポリシーに
追加するファブリック インターコネクトごとの vNIC 数
を指定します。
• [vNIC1/vNIC2/vNIC3/vNIC4 のテンプレート] ドロップダ
ウン リストから、作成した vNIC テンプレートを選択し
ます。
（注）
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タスク

設定に関する注意事項

ストレージ ポリシーの作成, （47 タスクの手順に従い、次の設定ガイドラインを使用します。
ページ）
• [SAN接続タイプ] ドロップダウン リストから [エキス
パート] を選択します。
• [WWNNプール] ドロップダウン リストから、以前作成
した WWNN プールを選択します。
• [vHBAの追加] フィールドで、ストレージ ポリシーに追
加するファブリック インターコネクトごとの vHBA 数
を指定します。
• [vHBA1/vHBA2/vHBA3/vHBA4 のテンプレート] ドロッ
プダウン リストから、作成した vHBA テンプレートを
選択します。
（注）

PXE サーバおよび Cisco UCS サーバが別々の VLAN
にある場合は、ファブリック インターコネクトご
とに両方のサービス向けの vNIC テンプレートを
別々に作成する必要があります。

組織の作成
ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] タブをクリックします。

ステップ 4

[追加] をクリックします。

ステップ 5

[組織の追加] 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。
a) [名前] フィールドに、組織の名前を入力します。
b) [説明] フィールドに、組織の説明を入力します。
c) [親組織] ドロップダウンリストから、この組織の所属先となる組織を選択します。
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シャーシ/FEX 検出ポリシーの設定
ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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] 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] 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] ドロップダウン リストから、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の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] 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 からファブリック インターコネクトへ
のリンクの両方が、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] をクリックします。

UUID プールの作成
ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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] をクリックします。

ステップ 5

[UUIDプール] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[UUIDプールの追加] 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

説明

[名前] フィールド

プールの一意の名前。

[説明] フィールド

プールの説明。

[プレフィクス] 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]：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]：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。

ステップ 8

[送信元] フィールド

ブロック内の最初の UUID アドレス。

[サイズ] フィールド

ブロック内の UUID アドレスの数。

[送信] をクリックします。

MAC プールの作成
ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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] をクリックします。

ステップ 5

[MACプール] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[MACプールの追加] 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

説明

[名前] フィールド

プールの一意の名前。
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ステップ 8

名前

説明

[説明] フィールド

プールの説明。

[最初のMACアドレス] フィールド

ブロック内の最初の MAC アドレス。

[サイズ] フィールド

ブロック内の MAC アドレスの数。

[送信] をクリックします。

WWNN プールの作成
ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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] をクリックします。

ステップ 5

[WWNNプール] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[WWNNプールの追加] 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

説明

[名前] フィールド

プールの一意の名前。

[説明] フィールド

プールの説明。

[送信元] フィールド

ブロック内の最初の WWNN アドレス。

[サイズ] フィールド

ブロック内の WWNN アドレスの数。

[送信] をクリックします。
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WWPN プールの作成
ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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] をクリックします。

ステップ 5

[WWPNプール] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[WWPNプールの追加] 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

説明

[名前] フィールド

プールの一意の名前。

[説明] フィールド

プールの説明。

[送信元] フィールド

ブロック内の最初の WWPN アドレス。

[サイズ] フィールド

ブロック内の WWPN アドレスの数。

[送信] をクリックします。

ネットワーク制御ポリシーの作成
Emulex 統合型ネットワークアダプタ（N20-AE0102）用の MAC アドレスベースのポート セキュ
リティはサポートされません。 MAC アドレスベースのポート セキュリティが有効になっている
場合、ファブリック インターコネクトにより、最初に学習した MAC アドレスが含まれるパケッ
トにトラフィックが制限されます。これは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）Initialization Protocol
パケットで使用される送信元 MAC アドレスか、イーサネット パケットの MAC アドレスのうち、

Cisco UCS Director VSPEX 管理ガイド、リリース 4.1
27

運用と管理
ネットワーク制御ポリシーの作成

アダプタによって最初に送信されたほうになります。 この設定により、FCoE パケットと Ethernet
パケットのいずれかがドロップされることがあります。

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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、[詳細の表示] をクリックします。

ステップ 5

[ネットワーク制御ポリシー] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] 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] 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

説明

[名前] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[CDP] ドロップダウン リスト

このポリシーが含まれているサービス プロファイ
ルに関連付けられたサーバ上で Cisco Discovery
Protocol（CDP）を有効にするかどうかを設定しま
す。 次のいずれかになります。
• [無効化]
• [有効化]
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名前

説明

[アップリンクのアクションに失敗しました。] ド
ロップダウン リスト

ファブリックインターコネクトがエンドホストモー
ドで、使用可能なアップリンクポートがない場合、
仮想インターフェイス（VIF）がどのように動作す
るかを選択します。 次のいずれかになります。
• [リンクダウン]：ファブリック インターコネク
ト上でアップリンク接続が失われたときにvNIC
の動作状態をダウンに変更します。vNIC の
ファブリック フェールオーバーはイネーブル
になります。
• [警告]：使用可能なアップリンク ポートがない
場合であっても、サーバ間の接続を維持しま
す。ファブリック インターコネクト上でアッ
プリンク接続が失われたときのファブリック
フェールオーバーはディセーブルになります。
デフォルトは [リンクダウン] です。
（注）

実装にこのようなタイプの非 VM-FEX 対
応統合型ネットワークアダプタが含まれ、
アダプタがイーサネットと FCoE トラ
フィックの両方を処理することを想定す
る場合は、[アップリンクのアクションに
失敗しました。] プロパティの値を [警告]
の値に設定することをお勧めします。 こ
の設定では、ボーダー ポートがダウンし
た場合に、イーサネット チーミング ドラ
イバがリンク障害を検出できない場合が
あります。
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名前

説明

[構築] ドロップダウン リスト

パケットがサーバからファブリック インターコネ
クトに送信されたときに、構築された MAC アドレ
スを許可するか拒否するかを選択します。 次のい
ずれかになります。
• [許可]：すべてのサーバ パケットは、そのパ
ケットと関連付けられている MAC アドレスと
は無関係に、ファブリック インターコネクト
で受け入れられます。
• [拒否]：最初のパケットがファブリック イン
ターコネクトに送信された後、それ以降のす
べてのパケットでそれと同じ MAC アドレスを
使用する必要があります。そうでないパケッ
トは、ファブリックインターコネクトからメッ
セージなしで拒否されます。 このオプション
によって、関連する vNIC のポート セキュリ
ティがイネーブルになります。
関連付けられたサーバに VMware ESX をインストー
ルする予定の場合は、デフォルトの vNIC に適用さ
れるネットワーク制御ポリシーの MAC セキュリ
ティを [許可] に設定する必要があります。 MAC セ
キュリティを [許可] に設定しない場合、ESX のイ
ンストールは失敗する可能性があります。インス
トール プロセスでは複数の MAC アドレスが必要で
すが、MAC セキュリティでは 1 つの MAC アドレ
スだけが許可されるためです。

ステップ 8

[送信] をクリックします。

vNIC テンプレートの作成
はじめる前に
次のリソースの 1 つ以上がすでに存在していることを前提にしています。
• ネームド VLAN
• MAC プール
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• QoS ポリシー
• LAN ピン グループ
• 統計情報しきい値ポリシー

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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、[詳細の表示] をクリックします。

ステップ 5

[vNICテンプレート] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[vNICテンプレートの追加] 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

説明

[名前] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明] フィールド

ポリシーの説明。
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名前

説明

[ファブリックID] ドロップダウン リスト

このテンプレートで作成された vNIC が関連付けら
れているファブリック インターコネクトを選択し
ます。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使
用できない場合に、このテンプレートから作成され
た vNIC から第 2 のファブリック インターコネクト
にアクセスできるようにするには、[フェールオー
バーの有効化] チェックボックスをオンにします。
（注）

次の状況下では、vNIC ファブリック
フェールオーバーをイネーブルにしない
でください。
• Cisco UCS ドメインがイーサネット
スイッチ モードで動作している場
合。 vNIC ファブリック フェールオー
バーは、そのモードではサポートさ
れません。 1 つのファブリック イン
ターコネクト上のすべてのイーサネッ
ト アップリンクが障害になった場
合、vNIC は他のイーサネット アップ
リンクにフェールオーバーしません。
• ファブリック フェールオーバーをサ
ポートしないサーバ アダプタ（Cisco
UCS 82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet
Adapter）に、このテンプレートから
作成された 1 つ以上の vNIC を関連付
ける予定がある場合。 これを行った
場合、Cisco UCS Manager により、
サービス プロファイルとサーバを関
連付けたときに設定エラーが生成さ
れます。
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名前

説明

[ターゲット] チェックボックス

オンにした場合、選択したターゲットによって、
VM-FEX ポート プロファイルが vNIC テンプレート
の適切な設定を使用して自動的に作成されるかどう
かが決まります。 次のいずれかになります。
• [アダプタ]：vNIC はすべてのアダプタに適用
されます。 このオプションを選択した場合、
VM-FEX ポート プロファイルが作成されませ
ん。
• [VM]：vNIC はすべての仮想マシンに適用され
ます。 このオプションを選択した場合、
VM-FEXポートプロファイルが作成されます。

[テンプレートのタイプ] ドロップダウン リスト

テンプレートのタイプを選択します。 次のいずれ
かになります。
• [初期テンプレート]：テンプレートが変更され
た場合、このテンプレートから作成されたvNIC
はアップデートされません。
• [テンプレートの更新]：テンプレートが変更さ
れた場合、このテンプレートから作成された
vNIC はアップデートされます。

ステップ 8

[VLAN] 領域で、次の内容を実行して、このテンプレートから作成された vNIC に割り当てる VLAN を選
択します。
a) [追加] をクリックします。
b) [VLANへのエントリの追加] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力して、[送信] をクリッ
クします。
• [名前] ドロップダウン リスト：vNIC テンプレートに関連付ける VLAN を選択します。
• [ネイティブVLANとして設定] チェックボックス：この VLAN をポートのネイティブ VLAN にす
る場合、このチェックボックスをオンにします。

ステップ 9

このテンプレートから作成された vNIC にポリシーを関連付けるには、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[MTU] フィールド

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によっ
て使用される最大伝送単位（MTU）、つまりパケッ
ト サイズ。
1500 ～ 9216 の範囲の整数を入力します。
（注）

vNIC テンプレートに QoS ポリシーが関連
付けられている場合、ここで指定された
MTU は、関連付けられている QoS システ
ム クラスで指定された MTU 以下である
ことが必要です。 この MTU 値が QoS シ
ステム クラスの MTU 値を超えている場
合、データ転送中にパケットがドロップ
される可能性があります。

[MACプール] ドロップダウン リスト

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によっ
て使用される MAC アドレス プールを選択します。

[QoSポリシー] ドロップダウン リスト

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によっ
て使用されるサービス ポリシーの品質を選択しま
す。

[ネットワーク制御ポリシー] ドロップダウン リスト この vNIC テンプレートから作成された vNIC によっ
て使用されるネットワーク制御ポリシーを選択しま
す。
[ピングループ] ドロップダウン リスト

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によっ
て使用される LAN ピン グループを選択します。

[統計しきい値ポリシー] ドロップダウン リスト

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によっ
て使用される統計情報収集ポリシーを選択します。

ステップ 10 [送信] をクリックします。

次の作業
vNIC テンプレートをネットワーク ポリシーに含めます。
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VSAN の作成
（注）

SAN クラウドの Fibre Channel over Ethernet（FCoE）VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は
違っている必要があります。 VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その
FCoE VLAN を使用しているすべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、ト
ラフィックが中断されます。 FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上で
イーサネット トラフィックがドロップされます。

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[VSAN] タブをクリックします。

ステップ 4

[追加] をクリックします。

ステップ 5

[VSANの追加] 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

説明

[VSAN名] フィールド

VSAN の一意の名前。

[VSAN ID] フィールド

ネットワークに割り当てられている固有識別情報。

[タイプ] ドロップダウン リスト

VSAN のタイプを選択します。 次のいずれかにな
ります。
• [SANクラウド]
• [ストレージクラウド]
ファイバ チャネル ゾーン分割用の VSAN を作成す
る場合は、[ストレージクラウド] を選択することを
推奨します。
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名前

説明

[ファブリックID] ドロップダウン リスト

VSAN の設定方法を選択します。 次のいずれかに
なります。
• [共通/グローバル]：VSAN は、すべての使用可
能なファブリック内で同じ VSAN ID にマッピ
ングされます。
• [ファブリックA]：VSAN は、ファブリック A
にだけ存在する VSAN ID にマッピングされま
す。
• [ファブリック B]：VSAN は、ファブリック B
にだけ存在する VSAN ID にマッピングされま
す。

[FCoE VLAN] フィールド

ファイバ チャネル接続に使用される VLAN に割り
当てられた固有識別情報。
Cisco UCS CNA M72KR-Q や Cisco UCS CNA
M72KR-E などの FCoE Initialization Protocol（FIP）
対応の統合型ネットワークアダプタの場合は、FCoE
VLAN ID 用のネイティブな VLAN ではないネーム
ド VLAN を使用して、ネームド VSAN を設定する
必要があります。 この設定により、FCoE トラ
フィックがこれらのアダプタを通過できることが保
証されます。

ステップ 6

[送信] をクリックします。

次の作業
この VSAN をファイバ チャネル ゾーン分割で使用する予定の場合は、「ファイバ チャネル ゾー
ン分割向けに VSAN を設定」を参照してください。
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VSAN のファブリック インターコネクトへの関連付け
（注）

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。
VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用している
すべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[VSAN] タブをクリックします。

ステップ 4

[追加] をクリックします。

ステップ 5

[VSANの追加] 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

説明

[VSAN名] フィールド

VSAN の一意の名前。

[VSAN ID] フィールド

ネットワークに割り当てられている固有識別情報。

[タイプ] ドロップダウン リスト

VSAN のタイプを選択します。 次のいずれかにな
ります。
• [SANクラウド]
• [ストレージクラウド]
ファイバ チャネル ゾーン分割用の VSAN を作成す
る場合は、[ストレージクラウド] を選択することを
推奨します。
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名前

説明

[ファブリックID] ドロップダウン リスト

VSAN の設定方法を選択します。 次のいずれかに
なります。
• [共通/グローバル]：VSAN は、すべての使用可
能なファブリック内で同じ VSAN ID にマッピ
ングされます。
• [ファブリックA]：VSAN は、ファブリック A
にだけ存在する VSAN ID にマッピングされま
す。
• [ファブリックB]：VSAN は、ファブリック B
にだけ存在する VSAN ID にマッピングされま
す。

[FCoE VLAN] フィールド

ファイバ チャネル接続に使用される VLAN に割り
当てられた固有識別情報。
Cisco UCS CNA M72KR-Q および Cisco UCS CNA
M72KR-E のような、FIP 対応の統合ネットワーク
アダプタでは、名前付き VSAN は FCoE VLAN ID
のネイティブ VLAN でない名前付き VLAN で設定
される必要があります。 この設定により、FCoE ト
ラフィックがこれらのアダプタを通過できることが
保証されます。

ステップ 6

[送信] をクリックします。

次の作業
この VSAN をファイバ チャネル ゾーン分割で使用する予定の場合は、「ファイバ チャネル ゾー
ン分割向けに VSAN を設定」を参照してください。

vHBA テンプレートの作成
はじめる前に
次のリソースの 1 つ以上がすでに存在していることを前提にしています。
• VSAN
• WWPN プール
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• SAN ピン グループ
• 統計情報しきい値ポリシー

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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、[詳細の表示] をクリックします。

ステップ 5

[vHBAテンプレート] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[vHBAテンプレートの追加] 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

説明

[名前] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明] フィールド

ポリシーの説明。

[ファブリックID] ドロップダウン リスト

このテンプレートで作成された vHBA が関連付けら
れているファブリック インターコネクトを選択し
ます。

[VSAN] ドロップダウン リスト

このテンプレートから作成された vHBA に関連付け
る VSAN を選択します。

[テンプレートのタイプ] ドロップダウン リスト

使用するテンプレートのタイプを選択します。 次
のいずれかになります。
• [初期テンプレート]：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 vHBA
はアップデートされません。
• [テンプレートの更新]：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
vHBA がアップデートされます。

[データフィールドの最大サイズ] フィールド

vHBA がサポートするファイバ チャネル フレーム
のペイロード バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力します。 デフォル
トは 2048 です。

[WWPNプール] ドロップダウン リスト

このテンプレートから作成された vHBA によって、
WWPN アドレスを導出するために使用される
WWPN プールを選択します。
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ステップ 8

名前

説明

[QoSポリシー] ドロップダウン リスト

このテンプレートから作成された vHBA に関連付け
られている QoS ポリシーを選択します。

[ピングループ] ドロップダウン リスト

このテンプレートから作成された vHBA に関連付け
られている SAN ピン グループを選択します。

[統計しきい値ポリシー] ドロップダウン リスト

このテンプレートから作成された vHBA に関連付け
られている統計情報しきい値ポリシーを選択しま
す。

[送信] をクリックします。

次の作業
vHBA テンプレートをストレージ ポリシーに含めます。

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、セカンダリ
ブート デバイスとして、ローカル ディスク ブートを追加できます。

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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、[詳細の表示] をクリックします。

ステップ 5

[ブートポリシー] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[ブートポリシーの追加] 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

説明

[名前] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明] フィールド

ポリシーの説明。
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名前

説明

[順序を変更したときにリブートする] チェックボッ オンにすると、ブート順序を変更した後に、この
クス
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がオンで、CD-ROM または
フロッピーがブート順の最後のデバイスの場合に、
デバイスを取り外すか、装着すると、ブート順に直
接効力がなく、サーバがリブートされません。
[vNIC名またはvHBA名の適用] チェックボックス

オンにすると、[ブート順序] テーブルに表示された
1 つ以上の vNIC、vHBA、または 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、ポリシーは
サービス プロファイルのサーバ設定から（ブート
オプションに対して適切な）vNIC、vHBA、または
iSCSI vNIC を使用します。 ブート ポリシーで指定
された vNIC、vHBA、または 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
はレポートされません。

ステップ 8

[ブートデバイスの追加] 領域で、[LAN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 9

[プライマリvNIC] フィールドで、LAN ブート ロケーションに定義する 1 つめ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] フィールドで、LAN ブート ロケーションに定義する 2 つめ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 [送信] をクリックします。
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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
をインクルードし、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推奨します。

ステップ 1

メニューバーで、[物理] > [コンピューティング] の順に選択します。

ステップ 2

左ペインで 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、[組織] 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、[詳細の表示] をクリックします。

ステップ 5

[ブートポリシー] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加] をクリックします。

ステップ 7

[ブートポリシーの追加] 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

説明

[名前] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明] 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] チェックボッ オンにすると、ブート順序を変更した後に、この
クス
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がオンで、CD-ROM または
フロッピーがブート順の最後のデバイスの場合に、
デバイスを取り外すか、装着すると、ブート順に直
接効力がなく、サーバがリブートされません。
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名前

説明

[vNIC名またはvHBA名の適用] チェックボックス

オンにすると、[ブート順序] テーブルに表示された
1 つ以上の vNIC、vHBA、または 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、ポリシーは
サービス プロファイルのサーバ設定から（ブート
オプションに対して適切な）vNIC、vHBA、または
iSCSI vNIC を使用します。 ブート ポリシーで指定
された vNIC、vHBA、または 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
はレポートされません。

ステップ 8

[ブートデバイスの追加] 領域で、[SAN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 9

[プライマリvHBA] フィールドで、SAN ブート ロケーションに定義する 1 つめ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] フィールドで、SAN ブート ロケーションに定義する 2 つめ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、あるい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、その vHBA の適切な [SANブートターゲットの追加] チェックボックスをオン
にして、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ストレージアカウントタイプ] ドロップダウン リス ブート可能な SAN イメージが配置されているスト
ト
レージ アカウントのタイプを選択します。 この
フィールドは、プライマリ vHBA でのみ使用できま
す。
[ストレージアカウント名] ドロップダウン リスト

ブート可能な SAN イメージが配置されているスト
レージ アカウントを選択します。

[プライマリブートターゲットLUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[プライマリブートターゲットWWPN] フィールド

[選択] をクリックし、ブート イメージの場所に対応
する WWPN を選択します。

[セカンダリブートターゲットLUN] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN。

[セカンダリブートターゲットWWPN] フィールド

[選択] をクリックし、ブート イメージの場所に対応
する WWPN を選択します。
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ステップ 12 [送信] をクリックします。

vNIC の作成
ステップ 1

メニューバーで、[ポリシー] > [UCS Manager] の順に選択します。

ステップ 2

[vNIC] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[vNICの作成] ダイアログボックスに、vNIC の一意の名前を入力します。

ステップ 5

次のフィールドに値を入力して、vNIC の Cisco UCS 接続を指定します。
• [UCSアカウント名] ドロップダウン リスト：この vNIC を追加する Cisco UCS Manager アカウントを
選択します。
• [UCS Organizationの名前] ドロップダウン リスト：この vNIC を追加する Cisco UCS 組織を選択しま
す。

ステップ 6

[vNICテンプレート] ドロップダウン リストから、この vNIC に割り当てる vNIC テンプレートを選択しま
す。

ステップ 7

[アダプタポリシー] ドロップダウン リストから、次のイーサネット アダプタ ポリシーのいずれかを選択
します。
• デフォルト
• Windows
• VMware
• Linux

ステップ 8

[送信] をクリックします。

次の作業
この vNIC をネットワーク ポリシーに含めます。
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vHBA の作成
ステップ 1

メニューバーで、[ポリシー] > [UCS Manager] の順に選択します。

ステップ 2

[vHBA] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[vHBAの作成] ダイアログボックスに、vHBA の一意の名前を入力します。

ステップ 5

次のフィールドに値を入力して、vHBA の Cisco UCS 接続を指定します。
• [UCSアカウント名] ドロップダウン リスト：この vHBA を追加する Cisco UCS Manager アカウントを
選択します。
• [UCS Organizationの名前] ドロップダウン リスト：この vHBA を追加する Cisco UCS 組織を選択しま
す。

ステップ 6

[vHBAテンプレート] ドロップダウン リストから、この vHBA に割り当てる vHBA テンプレートを選択し
ます。

ステップ 7

[アダプタポリシー] ドロップダウン リストから、次のイーサネット アダプタ ポリシーのいずれかを選択
します。
• デフォルト
• Windows
• VMware
• Linux

ステップ 8

[送信] をクリックします。

次の作業
この vHBA をストレージ ポリシーに含めます。
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ネットワーク ポリシーの作成
ステップ 1

メニューバーで、[ポリシー] > [UCS Manager] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワークポリシー] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[ネットワークポリシーの追加] ダイアログボックスに、ポリシーの名前および説明を入力します。

ステップ 5

次のフィールドに値を入力して、ポリシーの Cisco UCS 接続を指定します。
• [UCSアカウント名] ドロップダウン リスト：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。
• [UCS Organizationの名前] ドロップダウン リスト：このポリシーを追加する Cisco UCS 組織を選択し
ます。

ステップ 6

このポリシーを、動的 vNIC をサポートするサーバ用のサービス プロファイルに割り当てる場合は、[動
的vNIC接続ポリシー] ドロップダウン リストから動的 vNIC 接続ポリシーを選択します。

ステップ 7

[LAN接続タイプ] ドロップダウン リストから、次の接続タイプのいずれかを選択します。
オプション

説明

[エキスパート]

サーバが LAN にアクセスするために使用できる vNIC をいくつでも作成で
きます。
ステップ 8 に進みます。

[シンプル]

サーバが LAN にアクセスするために使用できる vNIC を 2 つまで作成でき
ます。
ステップ 9 に進みます。

[vNICなし]

vNIC を作成できません。 このオプションを選択した場合は、このポリシー
を含むサービス プロファイルに関連付けられたサーバは LAN に接続され
ません。
ステップ 11 に進みます。

[継承したハードウェア]

サーバに関連付けられたイーサネット アダプタ プロファイルに割り当て
られた vNIC を使用します。
ステップ 11 に進みます。
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オプション

説明

[LAN接続ポリシーの使用]

LAN 接続ポリシーを使用して、サーバの LAN 接続を決定します。
ステップ 10 に進みます。

ステップ 8

エキスパート LAN オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [vNICの追加] フィールドで、ネットワーク ポリシーに追加する vNIC の数を指定します。
b) [vNIC1/vNIC2/vNIC3/vNIC4のテンプレート] ドロップダウン リストから、vNIC ポリシーを選択します。
c) ステップ 11 に進みます。

ステップ 9

シンプル LAN オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [vNIC0（ファブリックA）] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
• [vNIC0の名前] フィールドに、vNIC の一意の名前を入力します。
• [VLANの選択] ドロップダウン リストで、この vNIC を関連付ける VLAN の名前を選択します。
b) [vNIC1（ファブリックB）] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
• [vNIC1の名前] フィールドに、vNIC の一意の名前を入力します。
• [VLANの選択] ドロップダウン リストで、この vNIC を関連付ける VLAN の名前を選択します。
c) ステップ 11 に進みます。

ステップ 10 LAN 接続ポリシー オプションを選択した場合は、[LAN接続ポリシー] ドロップダウン リストからサーバ
に関連付けるポリシーを選択します。
ステップ 11 [送信] をクリックします。

次の作業
サービス プロファイルにネットワーク ポリシーを含めます。

ストレージ ポリシーの作成
ステップ 1

メニューバーで、[ポリシー] > [UCS Manager] の順に選択します。

ステップ 2

[ストレージポリシー] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

[ストレージポリシーの追加] ダイアログボックスに、ポリシーの名前および説明を入力します。

ステップ 5

次のフィールドに値を入力して、ポリシーの Cisco UCS 接続を指定します。
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• [UCSアカウント名] ドロップダウン リスト：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。
• [UCS Organizationの名前] ドロップダウン リスト：このポリシーを追加する Cisco UCS 組織を選択し
ます。
ステップ 6

[ローカルディスクの設定ポリシー] ドロップダウン リストから、このストレージ ポリシーに含めるロー
カル ディスク設定ポリシーを選択します。

ステップ 7

[SAN接続タイプ] ドロップダウン リストから、次の接続タイプのいずれかを選択します。
オプション

説明

[エキスパート]

サーバが SAN ストレージにアクセスするために使用できる vHBA をいく
つでも作成できます。
ステップ 8 に進みます。

[シンプル]

サーバが SAN ストレージにアクセスするために使用できる vHBA を 2 つ
まで作成できます。
ステップ 9 に進みます。

[vHBAなし]

vHBA を作成できません。 このオプションを選択した場合は、このポリ
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は SAN に接続
されません。
ステップ 11 に進みます。

[継承したハードウェア]

サーバに関連付けられたファイバ チャネル アダプタ プロファイルに割り
当てられた vHBA を使用します。
ステップ 11 に進みます。

[SAN接続ポリシーの使用]

SAN 接続ポリシーを使用して、サーバの SAN 接続を決定します。
ステップ 10 に進みます。

ステップ 8

エキスパート SAN ストレージ オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [WWNNプール] ドロップダウン リストから、このポリシーに割り当てる WWNN プールを選択します。
このストレージ ポリシーを使用するサービス プロファイルに関連付けられた各サーバに WWNN を割
り当てることができるように、WWNN プールには十分な数の WWNN を含める必要があります。
b) [vHBAの追加] フィールドで、ストレージ ポリシーに追加する vHBA の数を指定します。
c) [vHBA1/vHBA2/vHBA3/vHBA4のテンプレート] ドロップダウン リストから、vHBA テンプレートを選
択します。
d) ステップ 11 に進みます。

ステップ 9

シンプル SAN ストレージ オプションを選択した場合、次の手順を実行します。
a) [WWNNプール] ドロップダウン リストから、このポリシーに割り当てる WWNN プールを選択します。
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このストレージ ポリシーを使用するサービス プロファイルに関連付けられた各サーバに WWNN を割
り当てることができるように、WWNN プールには十分な数の WWNN を含める必要があります。
b) [vHBA0（ファブリックA）] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
• [vHBA0の名前] フィールドに、vHBA の一意の名前を入力します。
• [VSANの選択] ドロップダウン リストで、この vHBA を関連付ける VSAN の名前を選択します。
c) [vHBA1（ファブリックB）] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
• [vHBA1の名前] フィールドに、vHBA の一意の名前を入力します。
• [VSANの選択] ドロップダウン リストで、この vHBA を関連付ける VSAN の名前を選択します。
d) ステップ 11 に進みます。
ステップ 10 SAN 接続ポリシー オプションを選択した場合は、[SAN接続ポリシー] ドロップダウン リストからサーバ
に関連付けるポリシーを選択します。
ステップ 11 [送信] をクリックします。

次の作業
サービス プロファイルにストレージ ポリシーを含めます。
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第

4

章

オーケストレーション ワークフローのサン
プル
この章は、次の内容で構成されています。
• 定義済みオーケストレーション ワークフローへの移動, 51 ページ
• ステートレス ブレード サーバ オーケストレーション ワークフローのプロビジョニング, 52
ページ
• ファイル システム マウント オーケストレーション ワークフローのプロビジョニング, 80
ページ
• オーケストレーション ワークフローの検証および実行, 85 ページ

定義済みオーケストレーション ワークフローへの移動
Cisco UCS Director のオーケストレーション ワークフローに移動できます。

（注）

このタスクは、オーケストレーション ワークフローがご使用の環境向けに作成されているこ
とを前提とします。 詳細については、『Cisco UCS Director Management Guide for Cisco UCS
Manager』の「Configuring Cisco UCS Server Pools and Policies」の章を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー] > [オーケストレーション] の順に選択します。

ステップ 2

[オーケストレーション] ペインで [ワークフロー] タブをクリックします。

ステップ 3

[ワークフロー] タブの左側のペインでワークフローのフォルダを選択し、フォルダの横にある矢印をク
リックしてワークフローを表示します。

ステップ 4

ワークフローをダブルクリックします。 ワークフロー デザイナが表示されます。
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ステートレスブレードサーバオーケストレーションワー
クフローのプロビジョニング
Cisco UCS Director では、ステートレス ブレード サーバ オーケストレーション ワークフローを使
用できます。このワークフローは、ブレードサーバに障害が発生して代替ブレードサーバに物理
的に移行する場合に使用します。サービスプロファイルがスロットにタグ付けされると、代替ブ
レード サーバは、障害が発生したブレードからサーバ設定を取得します。

（注）

ブレード サーバの障害状態を復旧するために、ブレード サーバは、ストレージ エリア ネット
ワーク（SAN）であるステートレス環境で起動できます。 ステートレス環境の例としてワー
ルド ワイド ウェブがあります。ワールド ワイド ウェブは、次回のセッションの設定にも、そ
の他のデータにも従いません。

ステートレス ブレード サーバ オーケストレーション ワークフローの
概要
次の表は、ステートレス ブレード サーバ オーケストレーション ワークフロー実装の概要を表示
します。

（注）

この表を使用して、特定のアルゴリズム（タスク名）、使用例（タスク タイプ）情報、およ
び同じ行に表示されるタスクを把握します。 後続の章で説明する各タスクでは、全般的にア
ルゴリズムおよび使用例を参照します。 ワークフローのすべてのタスクが検証されてローカ
ル環境にバインドされた後は、ワークフロー全体を検証する必要があります。 詳細について
は、「オーケストレーション ワークフローの検証および実行, （85 ページ）」を参照してく
ださい。
アルゴリズム

使用例

タスク

ModifyWorkflowPriority_89

95. ワークフロー優先度の変更

ワークフロー優先度の変更,
（54 ページ）

CreateUCSServiceProfile_160

114. UCS サービス プロファイルの UCS サービス プロファイ
作成
ル タスクの作成, （55 ペー
ジ）

SelectBlades_91

96. UCS サーバの選択
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Cisco UCS サーバの選択,
（57 ページ）
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アルゴリズム

使用例

タスク

AssociateUCSServiceProfile_92

97. UCS サービス プロファイルの関 Cisco UCS サービス プロ
連付け
ファイルの関連付け, （59
ページ）

UCSBladePowerOFFAction_146

108. UCS サーバの電源をオフにす
る

Cisco UCS サーバの電源オ
フ, （60 ページ）

PXEBoot_93

98. PXE ブートの設定

PXE ブートの設定, （61
ページ）

CreateLUN_247

115. VNX LUN の作成

VNX LUN の作成, （63
ページ）

CreateStorageGroup_117

101. VNX ストレージ グループの作 VNX ストレージ グループ
成
の作成, （64 ページ）

AddHostInitiatorEntry_118

102. VNX ホスト イニシエータ エン VNX ホスト イニシエータ
トリの追加
エントリの追加, （65 ペー
ジ）

AddHostInitiatorEntry_119

103. VNX ホスト イニシエータ エン VNX ホスト イニシエータ
トリの追加
エントリの追加, （65 ペー
ジ）

GenericConfigureSANZoning_120 104. 汎用設定 SAN ゾーン分割

汎用ストレージエリアネッ
トワーク ゾーン分割の設
定, （67 ページ）

AddHoststoStorageGroup_121

105. VNX ストレージ グループへの VNX ストレージ グループ
ホストの追加
へのホストの追加, （69
ページ）

AddLUNtoStorageGroup_122

106. ストレージ グループへの VNX VNX ストレージ グループ
LUN の追加
への LUN の追加, （70
ページ）

ModifyUCSServiceProfileBootPolicy_250 116. UCS サービス プロファイル
ブート ポリシーの変更

Cisco UCS サービス プロ
ファイル ブート ポリシー
の変更, （71 ページ）

ModifySANTargetLUNIdofBootPolicy_123 107. UCS ブートポリシー LUN ID
の変更

Cisco UCS ブート ポリシー
LUN ID の変更, （73 ペー
ジ）
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アルゴリズム

使用例

タスク

ブレードをリセットして PXE
を開始

109. UCS サーバのリセット

Cisco Cisco UCS サーバのリ
セット

PXEBootWait_95

99. PXE ブートのモニタリング

PXE ブートのモニタリン
グ, （75 ページ）

ModifyUCSServiceProfileBootPolicy_96 100. UCS サービス プロファイル
ブート ポリシーの変更

AddVLANtoServiceProfile_303

117. サービス プロファイルへの
VLAN の追加

Cisco UCS サービス プロ
ファイル ブート ポリシー
の変更, （71 ページ）
サービス プロファイルへの
VLAN の追加, （76 ペー
ジ）

DisassociateUCSServiceProfile_158 110. UCS サービス プロファイルの Cisco UCS サービス プロ
関連付け解除
ファイルの関連付け解除,
（78 ページ）
WaitforDuration_159

111. 指定期間の待機

指定期間の待機タスクの設
定, （79 ページ）

AssociateUCSServiceProfile_160 112. UCS サービス プロファイルの Cisco UCS サービス プロ
関連付け
ファイルの関連付け, （59
ページ）
WaitforDuration_161

113. 指定期間の待機

指定期間の待機タスクの設
定, （79 ページ）

UCSBladeResetAction_317

118. UCS サーバのリセット

Cisco Cisco UCS サーバのリ
セット

ワークフロー優先度の変更
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[ワークフロー優先度の変更] タスクを見つけてダブルクリッ
クします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
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名前

説明

[タスク名] フィールド

ワークフロー優先度の変更のアルゴリズム タスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[一般タスク] オプションが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[ワークフロー優先度の変更] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

ステップ 2

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。

ステップ 3

再度 [次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[優先順位] ドロップダウン リス [高] を選択します。 優先度が保存されます。
ト
[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

UCS サービス プロファイル タスクの作成
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[UCSサービスプロファイルの作成] タスクを見つけてダブル
クリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。

Cisco UCS Director VSPEX 管理ガイド、リリース 4.1
55

オーケストレーション ワークフローのサンプル
ステートレス ブレード サーバ オーケストレーション ワークフローの概要

ステップ 2

名前

説明

[タスク名]

UCS サービス プロファイルの作成のアルゴリズム タスク名が入力さ
れます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSサービスプロファイルの作成] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実
行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[サービスプロファイル名]ドロッ [サービスプロファイル名] 属性を選択します。
プダウン リスト

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
（注）
このワークフローでは、次のアクションが Cisco UCS Director によって行われていることを前提
としています。
• Pod が必要な要素がすべて検出され、管理されます。
• サービス プロファイルに必要なすべてのプールとリソースが作成されます。
• 必要なすべてのプールが定義され、それぞれのプールとリソースにバインドされます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の表に含まれていないパラメータは、設定されていないか、デフォルト設定を使用しま
す。
名前

説明

[説明] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[組織] ボタン

[pre-sales] オプションが選択されます。
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名前

説明

[UUIDの割り当て] ドロップダウ [pe_uuid_pool] を選択します。
ン リスト
[ストレージポリシー] ドロップ
ダウン リスト

[ps-storage-policy] を選択します。

[ネットワークポリシー] ドロッ
プダウン リスト

[ps-network-policy] を選択します。

[PXEブートポリシー] ドロップ
ダウン リスト

[ps-lan-boot] を選択します。

[サーバブートポリシー] ドロッ
プダウン リスト

[ps-san-policy] を選択します。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

Cisco UCS サーバの選択
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[UCSサーバの選択] タスクを見つけてダブルクリックしま
す。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

ブレードの選択アルゴリズムのタスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[UCSタスク] カテゴリが選択されます。
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名前

説明

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSサーバの選択] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

ステップ 2

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。 このペインで設定するパラメータは
ありません。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[アカウント名] ドロップダウン
リスト

アカウント名を選択します。 たとえば [vBLOCK-300-UCS] です。

[サーバの選択範囲] ドロップダ
ウン リスト

[サーバの追加] を選択します。

[サーバ] フィールドの [選択] ボ [選択] ボタンをクリックして Cisco UCS サーバを選択します。 たとえ
ば、*sys/chassis-1/blade-3 です。
タン
（注）
パスの先頭にあるアスタリスク（*）は、サーバがご使用の
環境に関連付けられていることを示します。
[関連付けなしのサーバのみ使用] ご利用環境の要件に合わせてチェックボックスをオンにします。
チェックボックス
[CPU数] フィールド

ご利用環境の CPU 数です。

[合計メモリ(GB)] フィールド

合計メモリ（GB）です。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。
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Cisco UCS サービス プロファイルの関連付け
特定のタスク名（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[UCSサービスプロファイルの関連付け] タスクを見つけてダ
ブルクリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

UCS サービス プロファイルの関連付けアルゴリズムの名前が入力され
ます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSサービスプロファイルの関連付け] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[サービスプロファイル] ドロッ
プダウン リスト

UCS サービス プロファイル作成タスクのサービス プロファイル ID を
選択します。

[サーバ] ドロップダウン リスト ブレード選択タスクのサーバ ID を選択します。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータが設定されています。
名前

説明

[サーバの選択範囲] ドロップダ
ウン リスト

[サーバの追加] オプションを選択します。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。
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名前

説明

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

Cisco UCS サーバの電源オフ
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローのロードマップを参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[UCSサーバの電源をオフにする] タスクを見つけてダブルク
リックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

Cisco UCS ブレードの電源オフ アクションのアルゴリズム タスク名が
入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSサーバの電源をオフにする] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実
行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[サーバ] ドロップダウン リスト サーバ ID 属性を選択します。 たとえば、
[SelectBlades_91_SERVER_IDENTITY] です。
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ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

PXE ブートの設定
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[PXEブートの設定] タスクを見つけてダブルクリックしま
す。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

PXE ブートのアルゴリズム タスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[ネットワークサービスタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[PXEブートの設定] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の各属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー
実行時にワークフローにマッピングします。
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名前

説明

[サーバMACアドレス] ドロップ 出力 UCS ブレード MAC アドレス属性に対する UCS サービス プロファ
ダウン リスト
イル名を選択します。 たとえば、[Associate
UCSServiceProfile_92.OUTPUT_UCS_BLADE_MAC_ADDRESS] です。
[サーバのホスト名] ドロップダ
ウン リスト

ステップ 3

ホスト名（マシン名）属性を選択します。 たとえば、[ホスト名] で
す。

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[OSタイプ] ドロップダウン リス ネットワーク デバイスの OS タイプを選択します。 たとえば、
ト
[ESXi5.0-u1 (with Nexus 1000v VEM)] です。
[サーバのIPアドレス] フィール
ド

サーバの IP アドレス範囲。

[サーバのネットマスク] フィー
ルド

サーバのサブネットワーク（サブネット）マスク。

[サーバのゲートウェイ] フィー
ルド

サーバ ゲートウェイ IP アドレス。

[サーバ名サーバ] フィールド

サーバ名サーバ IP アドレス。

[管理VLAN] フィールド

管理 VLAN 番号。

[ルートパスワード] フィールド

ルート パスワード。

[タイムゾーン] ドロップダウン
リスト

ご使用の環境のタイムゾーンを選択します。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。
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VNX LUN の作成
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[VNX LUNの作成] タスクを見つけてダブルクリックします。
[タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

論理ユニット番号（LUN）を作成するためのタスク名が入力されます。
たとえば、CreateLUN_247 のようになります。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[EMC VNXタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[VNX LUNの作成] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

ステップ 2

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。 このペインで設定するパラメータは
ありません。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[EMCアカウントの選択] の [選
択...] ボタン

必要に応じて、EMC アカウント名を選択します。

[LUN名] フィールド

LUN の名前。 たとえば、VB_LUN_Boot_ESXi_$(SR_ID) です。

[システムでLUN IDを指定する] チェックボックスをオンにして、システムで LUN ID を指定できるよ
うにします。
チェックボックス
[ストレージプールタイプ]ドロッ ストレージ プールのタイプについては、[プール] を選択します。
プダウン リスト
[ユーザの容量] フィールド

ユーザ数。 たとえば 20 と入力します。
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名前

説明

[容量単位] ドロップダウン リス ギガバイトの場合、[GB] を選択します。
ト
[デフォルトの所有者] ドロップ
ダウン リスト

自動の場合、[自動] を選択します。

[初期階層配置] ドロップダウン
リスト

[プールのパフォーマンス用に最適化] を選択します。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

VNX ストレージ グループの作成
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[VNXストレージグループの作成] タスクを見つけてダブルク
リックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

ストレージ グループの作成のアルゴリズム タスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[EMC VNXタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[VNXストレージグループの作成] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。
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ステップ 2

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。 このペインで設定するパラメータは
ありません。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[EMCアカウントの選択] の [選
択...] ボタン

必要に応じて、EMC アカウント名を選択します。

[ストレージグループ名] フィー
ルド

ストレージ グループ名。 たとえば、VB_SG_ESXi_${SR_ID} です。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

VNX ホスト イニシエータ エントリの追加
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[VNXホストイニシエータエントリの追加] タスクを見つけて
ダブルクリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されま
す。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

VNX ホスト イニシエータ アルゴリズムのタスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[EMC VNXタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[VNXホストイニシエータエントリの追加] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。
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ステップ 2

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の各属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー
実行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[ホスト名] ドロップダウン リス ホスト名の属性を選択します。 たとえば、[ホスト名] です。
ト
[IPアドレス] ドロップダウン リ IP アドレスの属性を選択します。 たとえば
スト
[PXEBoot_93.OUTPUT_HOST_IP_ADDRESS] です。
[WWN/IQN] ドロップダウン リ
スト

ステップ 3

WWN/IQN 属性を選択します。 たとえば
[CreateUCSServiceProfile_160.OUTPUT_SP_VHBA1_WWN] です。

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[EMCアカウントの選択] の [選
択...] ボタン

必要に応じて、EMC アカウント名を選択します。 たとえば
[vBLOCK-300] です。

[イニシエータの追加] ドロップ
ダウン リスト

[新規ホスト] を選択します。

[SPポート] の [選択...] ボタン

SP ポートを選択します。 たとえば [A-2]、[A-0] です。

[イニシエータタイプ] ドロップ
ダウン リスト

[CLARiiON オープン] を選択します。

[フェールオーバーモード]ドロッ [アクティブ-アクティブモード(ALUA)-failovermode4] を選択します。
プダウン リスト
[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。
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汎用ストレージ エリア ネットワーク ゾーン分割の設定
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[汎用設定SANゾーン分割] タスクを見つけてダブルクリック
します。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

汎用設定 SAN ゾーン分割アルゴリズムのタスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Ciscoネットワークタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[汎用設定SANゾーン分割] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の各属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー
実行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[サービスプロファイル] ドロッ
プダウン リスト

サービス プロファイル属性を選択します。 たとえば
[UCSBladePowerOFFAction_146.SERVICE_PROFILE_IDENTITY] です。

[vHBAの選択] ドロップダウン
リスト

vHBA 属性を選択します。 たとえば
[CreateUCSServiceProfile_160.SP_VHBA1] です。

[Select VSAN] ドロップダウン リ VSAN 属性を選択します。 たとえば
スト
[CreateUCSServiceProfile_160.SP_VSAN1] です。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータをファブリック A 向けに設定できます。
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名前

説明

[One to Oneゾーンの設定] チェッ チェックボックスをオンにします。
クボックス
[ストレージアカウントタイプ]
ドロップダウン リスト

ストレージ アカウント タイプを選択します。 たとえば [EMC VNX] で
す。

[ストレージアカウント名(プライ ストレージ アカウント名を選択します。 たとえば [vBLOC-300] です。
マリ)] ドロップダウン リスト
[ストレージFCアダプタ(プライ
マリ)] フィールドの [選択...] ボ
タン

ストレージ FC アダプタを選択します。 たとえば
[A-0(FIBRE_CHANNEL)]、[A-2(FIBRE_CHANNEL)] です。

[デバイスの選択] ドロップダウ
ン リスト

ネットワーク デバイスを選択します。 たとえば
[SJ-02-VBLOCK-300-N5K-A | 172.29.108.37 | vBLOCK-300] です。

[ファブリックBの設定] チェック チェックボックスをオンにしてファブリック B の設定機能を開始しま
す。
ボックス

次のパラメータがファブリック B 向けに設定されます。
名前

説明

[ストレージアカウントタイプ]
ドロップダウン リスト

ファブリック A で選択されたストレージ アカウント タイプと同じタ
イプを選択します。

[ストレージアカウント名(プライ ファブリック A で選択されたストレージ アカウント名と同じ名前を選
マリ)] ドロップダウン リスト
択します。 [vBLOC-300]
[ストレージFCアダプタ(プライ
マリ)] フィールドの [選択...] ボ
タン

ステップ 4

ストレージ FC アダプタを選択します。 たとえば
[B-1(FIBRE_CHANNEL)]、[B-3(FIBRE_CHANNEL)] です。

[タスク入力] ペインの残りのパラメータを設定します。
名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。
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VNX ストレージ グループへのホストの追加
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[VNXストレージグループへのホストの追加] タスクを見つけ
てダブルクリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示され
ます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

ストレージ グループへのホストの追加アルゴリズムのタスク名が入力
されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[EMC VNXタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[VNXストレージグループへのホストの追加] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）

属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実行時
にワークフローにマッピングします。

名前

説明

[ホスト] ドロップダウン リスト ホスト属性の名前を選択します。 たとえば
[AddHostInitiatorEntry_118.OUTPUT_HOST_IDENTITY] です。
[ストレージグループ] ドロップ
ダウン リスト

ストレージ グループ属性の名前を選択します。 たとえば
[CreateStorageGroup_117.OUTPUT_STORAGE_GROUP_IDENTITY] で
す。
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ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

VNX ストレージ グループへの LUN の追加
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[ストレージグループへのVNX LUNの追加] タスクを見つけ
てダブルクリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示され
ます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

ストレージ グループに VNX LUN を追加するアルゴリズムのタスク名
が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[EMC VNXタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[ストレージグループへのVNX LUNの追加] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
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次のパラメータを設定できます。
（注）

属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実行時
にワークフローにマッピングします。

名前

説明

[追加するLUN] ドロップダウン
リスト

LUN 属性の名前を選択します。 たとえば
[CreateLUN_247.OUTPUT_LUN_IDENTITY] です。

[ストレージグループ] ドロップ
ダウン リスト

ストレージ グループ属性の名前を選択します。 たとえば
[AddHoststoStorageGroup_121.OUTPUT_STORAGE_GROUP_IDENTITY]
です。

[ホストLUN ID] ドロップダウン ホスト LUN ID 属性の名前を選択します。 たとえば [ホストLUN ID]
リスト
です。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

Cisco UCS サービス プロファイル ブート ポリシーの変更
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[UCSサービスプロファイルブートポリシーの変更] タスクを
見つけてダブルクリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表
示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
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ステップ 2

ステップ 3

名前

説明

[タスク名] フィールド

UCS サービス プロファイル ブート ポリシーの変更のアルゴリズム タ
スク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSサービスプロファイルブートポリシーの変更] 使用例が選択され
ます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の各属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー
実行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[サービスプロファイル] ドロッ
プダウン リスト

サービス プロファイル属性を選択します。 たとえば、
[CreateUCSServiceProfile_2034.SERVICE_PROFILE_IDENTITY] です。

[アカウント名] ドロップダウン
リスト

ストレージ アカウント名属性を選択します（ストレージ アカウント名
が設定された場合に、このドロップダウンメニューを使用できます）。
たとえば、[CreateUCSServiceProfile_2034.ACCOUNT_NAME] です。

[ブートポリシー] ドロップダウ
ン リスト

ブレードのブート ポリシー属性を選択します。 たとえば、
[CreateUCSServiceProfile_2034.BLADE_BOOT_POLICY] です。

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。
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Cisco UCS ブート ポリシー LUN ID の変更
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[ブートポリシーをLUNで更新] タスクを見つけてダブルク
リックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

ブート ポリシーを LUN で更新のアルゴリズム タスク名が入力されま
す。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSブートポリシーLUN IDの変更] 使用例が選択されます。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の各属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー
実行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[サービスプロファイル] ドロッ
プダウン リスト

サービス プロファイル属性を選択します。 たとえば、
[CreateUCSServiceProfile_2034.SERVICE_PROFILE_IDENTITY] です。

[PXEブートポリシー] ドロップ
ダウン リスト

PXE ブレード ブート ポリシー属性を選択します。 たとえば、
[CreateUCSServiceProfile_2034.PXE_BOOT_POLICY] です。

[サーバブートポリシー] ドロッ
プダウン リスト

サーバ ブート ポリシー属性を選択します。 たとえば、
[CreateUCSServiceProfile_2034.BLADE_BOOT_POLICY] です。

[Lun ID] ドロップダウン リスト LUN ID 属性を選択します。 たとえば、[ProvisionLUN.LUN_ID] です。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
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名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

UCS サーバのリセット

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[UCSサーバのリセット] タスクを見つけてダブルクリックし
ます。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] パネルと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

UCS サーバのリセットのタスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSサーバのリセット] オプションが選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] パネルに進みます。
次のパラメータが設定されています。
（注）
次の属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実
行時にワークフローにマッピングします。
名前
説明
[サーバ] ドロップダウン リスト サーバ属性を選択します。 たとえば、
[SelectBlades_91.SERVER_IDENTITY] です。
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ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] パネルに進みます。
次のパラメータが設定されています。
名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

PXE ブートのモニタリング
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローのロードマップを参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[PXEブートのモニタリング] タスクを見つけてダブルクリッ
クします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

PXE ブートのモニタリングのアルゴリズム タスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[ネットワークサービスタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[PXEブートのモニタリング] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実
行時にワークフローにマッピングします。
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名前

説明

[PXE要求ID] ドロップダウン リ PXE 要求 ID 属性を選択します。 たとえば、
スト
[PXEBoot_93.OUTPUT_PXE_BOOT_ID] です。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[最大待機時間（時間）] フィー
ルド

PXE ブート タスクをモニタリングする時間単位の最大待機時間。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

サービス プロファイルへの VLAN の追加
特定のタスク名（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[サービスプロファイルへのVLANの追加] タスクを見つけて
ダブルクリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されま
す。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

サービス プロファイルに VLAN を追加するアルゴリズムのタスク名が
入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[サービスプロファイルへのVLANの追加] 使用例が選択されます。
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ステップ 2

ステップ 3

名前

説明

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の各属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー
実行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[アカウント名] ドロップダウン
リスト

（必要な場合）アカウント名属性を選択します。

[サービスプロファイル] ドロッ
プダウン リスト

サービス プロファイル ID を選択します。

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[アカウント名] ドロップダウン
リスト

（必要な場合）UCS Manager アカウント名を選択します。

[VLANタイプ] ドロップダウン
リスト

[共通/グローバル] オプションを選択します。

[共通/グローバルVLAN] ドロッ
プダウン リスト

[ネイティブVLAN] オプションを選択します。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。
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Cisco UCS サービス プロファイルの関連付け解除
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[UCSサービスプロファイルの関連付け解除] タスクを見つけ
てダブルクリックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示され
ます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

サービス プロファイルの関連付け解除のアルゴリズム タスク名が入力
されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[Cisco UCSタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[UCSサービスプロファイルの関連付け解除] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実
行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[サービスプロファイル] ドロッ
プダウン リスト

UCS サービス プロファイルの作成のアルゴリズムを選択します。

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。
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名前

説明

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

指定期間の待機タスクの設定
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青色ワークフローの [開始] アイコンで、[指定期間の待機] タスクを探してダブルクリックします。 [タス
クの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名] フィールド

指定期間の待機のアルゴリズム名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[一般タスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[指定期間の待機] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

ステップ 2

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。 このペインで設定するパラメータは
ありません。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[期間] ドロップダウン リスト

待機時間（秒）です。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。
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名前

説明

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

ファイル システム マウント オーケストレーション ワー
クフローのプロビジョニング
Cisco UCS Director では、ファイル システムを作成し、ネットワーク ファイル システム（NFS）
データストアとしてファイル システムをマウントすることで、VSPEX ファイル システム マウン
ト オーケストレーション ワークフローを処理します。

ファイル システム マウント オーケストレーション ワークフローの概
要
次の表は、ファイルシステム マウント オーケストレーション ワークフロー実装の概要を表示し
ます。

（注）

この表を使用して、特定のアルゴリズム（タスク名）、使用例（タスク タイプ）情報、およ
び同じ行に表示されるタスクを把握します。 後続の章で説明する各タスクでは、全般的にア
ルゴリズムおよび使用例を参照します。 ワークフローのすべてのタスクが検証されてローカ
ル環境にバインドされた後は、ワークフロー全体を検証する必要があります。 詳細について
は、「オーケストレーション ワークフローの検証および実行, （85 ページ）」を参照してく
ださい。
アルゴリズム

使用例

タスク

CreateEMCVNXFileSystem_247 253. VNX ファイル システムの作成 VNX ファイル システムの
作成, （81 ページ）
AddNFSExport_248

254. VNX NFS エクスポートの追加 VNX NFS エクスポート タ
スクの作成, （82 ページ）

SelectBlades_91

255. NFS データストアのマウント

Cisco UCS Director VSPEX 管理ガイド、リリース 4.1
80

NFS データストアのマウン
ト, （84 ページ）

オーケストレーション ワークフローのサンプル
ファイル システム マウント オーケストレーション ワークフローの概要

VNX ファイル システムの作成
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[VNXファイルシステムの作成] タスクを見つけてダブルク
リックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

EMC VNX ファイル システムの作成のアルゴリズム タスク名が入力さ
れます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[EMC VNXタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[VNXファイルシステムの作成] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

ステップ 2

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。 このステップで設定する必要がある
パラメータはありません。

ステップ 3

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[EMCアカウントの選択] の [選
択...] ボタン

EMC アカウント名（必要に応じて）。

[名前] フィールド

VNX ファイル システム名。

[作成元] ドロップダウン リスト [ファイルシステム] を選択します。
[ストレージプール] ドロップダ
ウン リスト

プールを選択します。 たとえば、[Pool 3（170.999 GB）] です。

[ストレージ容量] フィールド

ストレージ容量の数。
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名前

説明

[容量単位] ドロップダウン リス 容量データ ユニット タイプを選択します。 たとえば、[GB]（ギガバ
ト
イト）です。
[データムーバ] ドロップダウン
リスト

データを移動するサーバを選択します。 たとえば、[server_2] です。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

VNX NFS エクスポート タスクの作成
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[VNX NFSエクスポートの追加] タスクを見つけてダブルク
リックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

NFS エクスポートの追加のアルゴリズム タスク名が入力されます。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[EMC VNXタスク] カテゴリが選択されます。

[READ ONLY HOSTS] フィール
ド

読み取り専用ホスト。

[ACCESS HOSTS] フィールド

アクセス ホスト。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[VNX NFSエクスポートの追加] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。
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ステップ 2

ステップ 3

名前

説明

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実
行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[ファイルシステム] ドロップダ
ウン リスト

出力ファイル システムのマウント パス パラメータを選択します。 た
とえば、
[CreateEMCVNXFileSystem_247.OUTPUT_FILE_SYSTEM_MOUNT_PATH]
です。

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[データムーバ] の [選択...] ボタ
ン

データを移動するサーバ。 たとえば、[server_2] です。

[読み取り/書き込みホスト]
フィールド

サーバに関連付けられているホストの IP アドレス。

[ルートホスト] フィールド

サーバに関連付けられているルート ホストの IP アドレス（上記と同
じ内容にすることが可能）。

[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。
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NFS データストアのマウント
特定のタスク（アルゴリズム）およびタスク タイプ（使用例）の名前については、オーケスト
レーション ワークフローの概要を参照してください。

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

青いワークフローの [開始] アイコンの下で、[NFSデータストアのマウント] タスクを見つけてダブルク
リックします。 [タスクの編集] ダイアログボックスが [タスク情報] ペインと一緒に表示されます。
次のパラメータが事前に設定されています。
名前

説明

[タスク名]

NFS データストアのマウントのアルゴリズム タスク名が入力されま
す。

[タスクカテゴリ] ドロップダウ
ン リスト

[VMwareホストタスク] カテゴリが選択されます。

[タスクタイプ] ドロップダウン
リスト

[NFSデータストアのマウント] 使用例が選択されます。

[コメント] フィールド

このタスクに関するコメントです。

[タスクの詳細] 表示フィールド

このタスクのログ出力です。

[次へ] をクリックして [ユーザ入力マッピング] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
（注）
次の属性の横にある [ユーザ入力にマッピング] チェックボックスをオンにし、ワークフロー実
行時にワークフローにマッピングします。
名前

説明

[ファイルシステム] ドロップダ
ウン リスト

NFS エクスポート パス パラメータを選択します。 たとえば、
[AddNFSExport_248.OUTPUT_NFS_EXPORT_PATH] です。

[次へ] をクリックして [タスク入力] ペインに進みます。
次のパラメータを設定できます。
名前

説明

[ストレージIPアドレス] フィー
ルド

NFS データが設定されたインターフェイスの IP アドレス。

[ホスト名] の [選択...] ボタン

VMWare ホスト名。
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名前

説明

[データストア名] フィールド

NFS VNX データベースの名前。 たとえば、[VNXDataStore] です。

[アクセスモード] ドロップダウ
ン リスト

[読み取り/書き込み] を選択します。

[成功基準] ドロップダウン リス [少なくとも1つのホストでマウントが成功] を選択します。
ト
[再検証] ボタン

このタスクで識別されるすべての必須パラメータを環境にバインドし
ます。

[送信] ボタン

データベースのワークフロー タスクの変更を保存します。 確認用のダ
イアログボックスが表示されます。

オーケストレーション ワークフローの検証および実行
ワークフローのすべてのタスクが検証されてローカル環境にバインドされた場合は、ワークフロー
全体を検証する必要があります。

ステップ 1

ワークフロー デザイナの右上で [検証] ボタンをクリックします。 ワークフロー デザイナは、ワークフ
ローが有効かどうかを [完了（成功）] メッセージで確認します。

ステップ 2

[今すぐ実行] をクリックしてオーケストレーション ワークフローをアクティブにします。
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章

トラブルシューティング
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS Director 接続のトラブルシューティング, 87 ページ
• Cisco UCS Director Baremetal Agent 接続のトラブルシューティング, 88 ページ

Cisco UCS Director 接続のトラブルシューティング
ステップ 1

Cisco UCS Director サービスがアクティブであることを確認します。
確認

実行する手順

Cisco UCS Director 仮想マシン
（VM）

十分なリソース予約があることを確認します。 詳細については、「シ
ステム要件」の項を参照してください。

Cisco UCS Director アプライアン Secure Shell（SSH）および [shelladmin] ユーザを使用してアプライアン
ス
スにアクセスします。 データベースを含むすべてのサービスが実行さ
れているか確認します。 サービスが実行されていない場合はサービス
を再起動し、数分待ってから Cisco UCS Director に Web インターフェ
イスを使用してアクセスします。

ステップ 2

Cisco UCS Director の IP アドレスにネットワーク上で ping が成功することを確認します。
確認

実行する手順

Cisco UCS Director ネットワーク vCenter にログインして Cisco UCS Director 仮想アプライアンスおよび
設定
その接続のネットワーク設定を確認します。
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確認

実行する手順

ポート グループおよび管理ネッ ポート グループおよび管理ネットワークに ping を実行します。
トワーク
Cisco UCS Director VM

ステップ 3

VM で [接続] チェックボックスがオンになっているか確認します。

Cisco UCS Director が Web ブラウザからアクセスできるか確認します。 Cisco UCS Director にアクセスでき
ない場合は、次の手順を実行します。
（注）
Cisco UCS Director アプライアンスおよびサービスが使用可能になるまで待ってから Cisco UCS
Director に接続します。 数分かかることがあります。
確認

実行する手順

Web ブラウザ キャッシュ

Web ブラウザのキャッシュを消去し、Web 経由で Cisco UCS Director
にアクセスします。

Web ブラウザ バージョン

推奨されるブラウザのバージョンおよび flash のバージョンを使用しま
す。

ステップ 4

Cisco UCS Director がすべての FlexPod 要素（UCSAM、NetApp FAS、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ、
Cisco Nexus 1000V スイッチ、Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトなど）にアクセス
できることを確認します。

ステップ 5

Cisco UCS Director が Cisco UCS Director Baremetal Agent と同じインターフェイスにあることを確認しま
す。

Cisco UCS Director Baremetal Agent 接続のトラブルシュー
ティング
ステップ 1

DHCP サービス（デーモン）が動作していることを確認します。
確認

実行する手順

DHCP サーバ

次のコマンドを使用します。
/etc/init.d/dhcp status
（注）
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ステップ 2

Cisco UCS Director Baremetal Agent ネットワーク サービスのステータスがアクティブであることを確認し
ます。
確認

実行する手順

Cisco UCS Director Baremetal
Agent

次のコマンドを使用します。
ps -ef | grep java
（注）

上記コマンドの結果に Java プロセスが 3 つ表示されます。
そうでない場合はサービスを再起動し、すべてアクティブか
再度確認します。
/opt/infra/stopInfraAll.sh
/opt/infra/startInfraAll.sh

ステップ 3

Cisco UCS Director Baremetal Agent から Cisco UCS Director Baremetal Agent IP アドレスに ping が成功する
か確認します。 できない場合は vCenter を使用し、Cisco UCS Director Baremetal Agent アプライアンスの
ネットワーク設定で接続を確認します。

ステップ 4

Cisco UCS Director Baremetal Agent から Cisco UCS Manager およびブレード サーバ ネットワークに ping が
成功するか確認します。
確認

実行する手順

DHCP サーバ

Cisco UCS Director Baremetal Agent で実行されている DHCP サーバが、
ベアメタル プロビジョニング向けの DHCP 機能を備えているか確認し
ます。 Cisco UCS Manager と同様に、Cisco UCS Director Baremetal Agent
は同じネットワークまたはインターフェイスにある必要があります。
これは PXE 機能を問題なく使用できるようにするためです。
Cisco UCS Director Baremetal Agent と同じネットワーク内に他の DHCP
サーバが使用されていないか確認します。
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