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サーバ NIC の設定

サーバ NIC

NIC モード

NICモード設定は、CIMCに到達できるポートを決定します。プラットフォームに応じて、次の
ネットワークモードオプションを使用できます。

• [Dedicated]：CIMCへのアクセスに管理ポートを使用します。

• [Shared LOM]：どの LOM（LANOnMotherboard）ポートも、CIMCにアクセスするために使
用できます。

• [Shared LOM 10G]：どの 10G LOMポートも、CIMCにアクセスするために使用できます。
このオプションを使用できるのは一部のアダプタカードのみです。
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• [CiscoCard]：アダプタカードの任意のポートがCIMCにアクセスするために使用できます。
Ciscoアダプタカードは、ネットワーク通信サービスインターフェイスプロトコル（NCSI）
サポートのあるスロットに取り付ける必要があります。

• [Shared LOM Extended]：どの LOMポートまたはアダプタカードのポートも CIMCにアクセ
スするために使用できます。 Ciscoアダプタカードは NCSIサポートのあるスロットに取り
付ける必要があります。

NIC 冗長化

選択したNICモードとプラットフォームに応じて、次のNIC冗長化オプションを使用できます。

• [none]：設定されている NICモードに関連付けられた各ポートは個別に動作します。問題が
発生した場合、ポートはフェールオーバーしません。

• [active-active]：サポートされている場合、設定されている NICモードに関連付けられたすべ
てのポートは同時に動作します。これにより、スループットが増加し、CIMCへの複数のパ
スが提供されます。

• [active-standby]：設定されているNICモードに関連付けられたポートで障害が発生した場合、
トラフィックは、その NICモードに関連付けられている他のポートの 1つにフェールオー
バーします。

このオプションを選択する場合は、設定されている NICモードに関連付けら
れたすべてのポートが同じサブネットに接続され、どのポートが使用されて

もトラフィックの安全が保証されるようにする必要があります。

（注）

使用できる冗長化モードは、選択されているネットワークモードとプラットフォームによって異

なります。使用可能なモードについては、使用するサーバの『Hardware InstallationGuide』（HIG）
を参照してください。CシリーズのHIGは次のURLで入手できます。http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10493/prod_installation_guides_list.html

サーバ NIC の設定
NICモードと NIC冗長化を設定する場合は、サーバの NICを設定します。

はじめる前に

NICを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアク

ション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

CIMCネットワークコマンドモードを開始します。Server /cimc # scope
network

ステップ 2   

NICモードを次のいずれかに設定します。Server /cimc/network # set
mode {dedicated |

ステップ 3   

• Dedicated：CIMCへのアクセスに管理イーサネット
ポートを使用します。

shared_lom |
shared_lom_10g |
shipping | cisco_card} • Shared LOM：CIMCへのアクセスにマザーボードのオ

ンボード LAN（LOM）イーサネットホストポートを
使用します。

Shared LOMを選択した場合は、すべてのホ
ストポートが同じサブネットに属すること

を確認してください。

（注）

• SharedLOM10G：CIMCへのアクセスに 10GLOMイー
サネットホストポートを使用します。

• Shipping：初期接続用の制限付き設定。通常の操作に
は、別のモードを選択します。

• Cisco Card：CIMCへのアクセスにアダプタカードの
ポートを使用します。

NICモードが Shared LOMである場合に、NIC冗長モードを
設定します。冗長モードは、次のいずれかになります。

Server /cimc/network # set
redundancy {none |
active-active |
active-standby}

ステップ 4   

• none：LOMイーサネットポートは単独で動作し、問
題が生じた場合もフェールオーバーしません。

• active-active：サポートされている場合は、すべての
LOMイーサネットポートが利用されます。

• active-standby：1つのLOMイーサネットポートに障害
が発生すると、トラフィックは別の LOMポートに
フェールオーバーします。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Server /cimc/network #
commit

ステップ 5   

使用可能な NICモードおよび NIC冗長モードの
オプションは、お使いのプラットフォームによっ

て異なります。サーバでサポートされていない

モードを選択すると、変更を保存するときにエ

ラーメッセージが表示されます。

（注）
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目的コマンドまたはアク

ション

次に、CIMCネットワークインターフェイスを設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set mode dedicated
Server /cimc/network *# commit
Server /cimc/network #

共通プロパティの設定
サーバを説明するには、共通プロパティを使用します。

はじめる前に

共通プロパティを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

CIMCネットワークコマンドモードを開始します。Server /cimc # scope
network

ステップ 2   

ホストの名前を指定します。Server /cimc/network # set
hostname host-name

ステップ 3   

ホスト名の変更時に、CNを使用した新しい自己署名
証明書を新しいホスト名として作成するかどうかを

確認するプロンプトが表示されます。

プロンプトに yと入力した場合、CNを使用した新し
い自己署名証明書が新しいホスト名として作成され

ます。

プロンプトに nと入力すると、ホスト名だけが変更
され、証明書は生成されません。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

Server /cimc/network #
commit

ステップ 4   

次に、コマンドのプロパティを設定する例を示します。

Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set hostname Server
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Create new certificate with CN as new hostname? [y|N]
y
New certificate will be generated on committing changes.
All HTTPS and SSH sessions will be disconnected.
Server /cimc/network *# commit
Server /cimc/network #

次の作業

ネットワークへの変更がすぐに適用されます。 CIMCへの接続が切断され、再度ログインが必要
な場合があります。新しい SSHセッションが作成されたため、ホストキーを確認するプロンプ
トが表示される場合があります。

IPv4 の設定
はじめる前に

IPv4ネットワークの設定を実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

CIMCネットワークコマンドモードを開始し
ます。

Server /cimc # scope networkステップ 2   

CIMCでDHCPを使用するかどうかを選択し
ます。

DHCPがイネーブルである場合は、
CIMC用に 1つの IPアドレスを予
約するように DHCPサーバを設定
することを推奨します。サーバの

複数のポートを通じてCIMCに到達
できる場合、それらのポートの全範

囲のMACアドレスに対して 1つの
IPアドレスを予約する必要がありま
す。

（注）

Server /cimc/network # set
dhcp-enabled {yes | no}

ステップ 3   

CIMCの IPアドレスを指定します。Server /cimc/network # set v4-addr
ipv4-address

ステップ 4   

IPアドレスのサブネットマスクを指定しま
す。

Server /cimc/network # set
v4-netmask ipv4-netmask

ステップ 5   

IPアドレスのゲートウェイを指定します。Server /cimc/network # set
v4-gateway gateway-ipv4-address

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

CIMCが DNSサーバアドレスを DHCPから
取得するかどうかを選択します。

Server /cimc/network # set
dns-use-dhcp {yes | no}

ステップ 7   

プライマリ DNSサーバの IPアドレスを指定
します。

Server /cimc/network # set
preferred-dns-server
dns1-ipv4-address

ステップ 8   

セカンダリ DNSサーバの IPアドレスを指定
します。

Server /cimc/network # set
alternate-dns-server
dns2-ipv4-address

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

Server /cimc/network # commitステップ 10   

（任意）IPv4ネットワークの設定を表示しま
す。

Server /cimc/network # show
[detail]

ステップ 11   

次に、IPv4ネットワークの設定を実行し、表示する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set dhcp-enabled yes
Server /cimc/network *# set v4-addr 10.20.30.11
Server /cimc/network *# set v4-netmask 255.255.248.0
Server /cimc/network *# set v4-gateway 10.20.30.1
Server /cimc/network *# set dns-use-dhcp-enabled no
Server /cimc/network *# set preferred-dns-server 192.168.30.31
Server /cimc/network *# set alternate-dns-server 192.168.30.32
Server /cimc/network *# commit
Server /cimc/network # show detail
Network Setting:

IPv4 Address: 10.20.30.11
IPv4 Netmask: 255.255.248.0
IPv4 Gateway: 10.20.30.1
DHCP Enabled: yes
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 192.168.30.31
Alternate DNS: 192.168.30.32
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Hostname: Server
MAC Address: 01:23:45:67:89:AB
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none

Server /cimc/network #

サーバ VLAN の設定
はじめる前に

サーバ VLANを設定するには、adminとしてログインしている必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

CIMCネットワークコマンドモードを開
始します。

Server /cimc # scope networkステップ 2   

CIMCをVLANに接続するかどうかを選
択します。

Server /cimc/network # set
vlan-enabled {yes | no}

ステップ 3   

VLAN番号を指定します。Server /cimc/network # set vlan-id idステップ 4   

VLANでのこのシステムのプライオリ
ティを指定します。

Server /cimc/network # set
vlan-priority priority

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

Server /cimc/network # commitステップ 6   

（任意）ネットワークの設定を表示しま

す。

Server /cimc/network # show [detail]ステップ 7   

次に、サーバ VLANを設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set vlan-enabled yes
Server /cimc/network *# set vlan-id 10
Server /cimc/network *# set vlan-priority 32
Server /cimc/network *# commit
Server /cimc/network # show detail
Network Setting:

IPv4 Address: 10.20.30.11
IPv4 Netmask: 255.255.248.0
IPv4 Gateway: 10.20.30.1
DHCP Enabled: yes
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 192.168.30.31
Alternate DNS: 192.168.30.32
VLAN Enabled: yes
VLAN ID: 10
VLAN Priority: 32
Hostname: Server
MAC Address: 01:23:45:67:89:AB
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none

Server /cimc/network #
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ポートプロファイルへの接続

ポートプロファイルまたは VLANを設定できますが、両方を使用することはできません。
ポートプロファイルを使用する場合は、set vlan-enabledコマンドがNoに設定されていること
を確認します。

（注）

はじめる前に

ポートプロファイルに接続するには、adminとしてログインしている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

CIMCネットワークコマンドモードを開始します。Server /cimc # scope
network

ステップ 2   

Cisco UCS VIC1225仮想インターフェイスカードな
ど、サポートされているアダプタカード上の管理イン

Server /cimc/network # set
port-profile
port_profile_name

ステップ 3   

ターフェイス、仮想イーサネット、VIFを設定するた
めにポートプロファイルCIMCを使用するように指定
します。

最大 80文字の英数字を入力します。 -（ハイフン）と
_（アンダースコア）を除き、スペースなどの特殊文
字は使用できません。ポートプロファイル名をハイ

フンで始めることもできません。

ポートプロファイルは、このサーバが接続

されているスイッチに定義されている必要

があります。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

Server /cimc/network #
commit

ステップ 4   

（任意）

ネットワーク設定を表示します。

Server /cimc/network # show
[detail]

ステップ 5   

次に、ポートプロファイル abcde12345に接続する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set port-profile abcde12345
Server /cimc/network *# commit
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Server /cimc/network # show detail
Network Setting:

IPv4 Address: 10.193.66.174
IPv4 Netmask: 255.255.248.0
IPv4 Gateway: 10.193.64.1
DHCP Enabled: no
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 0.0.0.0
Alternate DNS: 0.0.0.0
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Port Profile: abcde12345
Hostname: Server
MAC Address: 50:3D:E5:9D:63:3C
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none

Server /cimc/network #

ネットワークインターフェイスの構成

ネットワークインターフェイス設定の概要

CIMC管理ポートのネットワーク速度とデュプレックスモードを設定するために、このサポート
が追加されています。自動ネゴシエートモードおよびデュプレックスモードは、専用モードで

のみ設定できます。自動ネゴシエートモードが有効な場合、システムはデュプレックスの設定を

無視し、ネットワーク速度はスイッチでの速度設定に応じて 1000Mbpsまたは 100Mbpsに設定さ
れます。自動ネゴシエーションモードが無効の場合、デュプレックスを [Full]または [Half]に設
定でき、デフォルト速度 100 Mbpsが設定されて、デュプレックスは以前の値を保持します。

CIMCを出荷時デフォルトにリセットすると、[Shared LOM Extended]モードは速度 100 Mbpsの
[Full]デュプレックスモードに設定され、自動ネゴシエーションモードがディセーブルになりま
す。設定を [Dedicated]モードに変更するときに、自動ネゴシエーションモードをイネーブルに
できます。

インターフェイスプロパティの設定

速度またはデュプレックスの不一致を回避するために、スイッチの設定を CIMC設定と一致させ
る必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server # scope cimcステップ 1   

ネットワークコマンドモードを開始します。Server/cimc # scope networkステップ 2   

dedicatedコマンドモードを開始します。Server/cimc/network* # set
mode dedicated

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

自動ネゴシエーションコマンドモードをイネーブ

ルまたはディセーブルにします。

Server/cimc/network # set
auto-negotiate {yes | no}

ステップ 4   

• yesを入力すると、デュプレックスの設定はシ
ステムによって無視されます。 CIMCは、ス
イッチで設定された速度を保持します。

• noを入力すると、デュプレックスを設定でき
ます。設定しない場合、デフォルト速度 100
Mbpsが適用され、以前のデュプレックスの値
が保持されます。

指定されたデュプレックスモードのタイプを設定し

ます。デフォルトでは、デュプレックスモードは

[Full]に設定されます。

Server/cimc/network* # set
duplex {full | half}

ステップ 5   

次に、インターフェイスプロパティを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server # scope cimc
Server/cimc # scope network
Server/cimc/network* # set mode dedicated
Server/cimc/network # set auto-negotiate no
Warning: You have chosen to set auto negotiate to no
If speed and duplex are not set then a default speed of 100Mbps will be applied
Duplex will retain its previous value
Server/cimc/network* # commit
Server/cimc/network # set duplex full
Server/cimc/network* # commit
Server/cimc/network #

ネットワークセキュリティの設定

ネットワークセキュリティ

CIMCは、IPブロッキングをネットワークセキュリティとして使用します。 IPブロッキングは、
サーバまたはWebサイトと、特定の IPアドレスまたはアドレス範囲との間の接続を防ぎます。
IPブロッキングは、これらのコンピュータからWebサイト、メールサーバ、またはその他のイ
ンターネットサーバへの不要な接続を効果的に禁止します。

禁止 IPの設定は、一般的に、Denial of Service（DoS;サービス拒絶）攻撃から保護するために使用
されます。 CIMCは、IPブロッキングの失敗回数を設定して、IPアドレスを禁止します。

ネットワークセキュリティの設定

IPブロッキングの失敗回数を設定する場合は、ネットワークセキュリティを設定します。
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はじめる前に

ネットワークセキュリティを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要が
あります。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server# scope cimcステップ 1   

CIMCネットワークコマンドモードを開始しま
す。

Server /cimc # scope networkステップ 2   

IPブロッキングコマンドモードを開始します。Server /cimc/network # scope
ipblocking

ステップ 3   

IPブロッキングをイネーブルまたはディセーブ
ルにします。

Server /cimc/network/ipblocking
# set enabled {yes | no}

ステップ 4   

指定された時間ユーザがロックアウトされる前

に、ユーザが試行できるログインの失敗回数を

設定します。

Server /cimc/network/ipblocking
# set fail-count fail-count

ステップ 5   

この回数のログイン試行失敗は、[IPBlockingFail
Window]フィールドで指定されている期間内に
発生する必要があります。

3～ 10の範囲の整数を入力します。

ユーザをロックアウトするためにログイン試行

の失敗が発生する必要のある期間（秒数）を設

定します。

Server /cimc/network/ipblocking
# set fail-window fail-seconds

ステップ 6   

60～ 120の範囲の整数を入力します。

ユーザが指定されている期間内にログイン試行

の最大回数を超えた場合に、ユーザがロックア

ウトされている秒数を設定します。

Server /cimc/network/ipblocking
# set penalty-time
penalty-seconds

ステップ 7   

300～ 900の範囲の整数を入力します。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

Server /cimc/network/ipblocking
# commit

ステップ 8   

次に、IPブロッキングを設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # scope ipblocking
Server /cimc/network/ipblocking # set enabled yes
Server /cimc/network/ipblocking *# set fail-count 5
Server /cimc/network/ipblocking *# set fail-window 90
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Server /cimc/network/ipblocking *# set penalty-time 600
Server /cimc/network/ipblocking *# commit
Server /cimc/network/ipblocking #

ネットワークタイムプロトコルの設定

ネットワークタイムプロトコル設定の設定

デフォルトでは、CIMCがリセットされると、ホストと時刻が同期されます。 NTPサービスを導
入すると、CIMCを設定して NTPサーバで時刻を同期することができます。デフォルトでは、
NTPサーバは CIMCで動作しません。少なくとも 1台、最大 4台の、NTPサーバまたは時刻源
サーバとして動作するサーバの IP/DNSアドレスを指定し、NTPサービスをイネーブルにして設
定する必要があります。NTPサービスをイネーブルにすると、CIMCは設定されたNTPサーバと
時刻を同期します。 NTPサービスは CIMCでのみ変更できます。

NTPサービスをイネーブルにするには、DNSアドレスではなく、サーバの IPアドレスを指定
することを推奨します。

（注）

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

CIMCコマンドモードを開始します。Server # scope cimcステップ 1   

ネットワークコマンドモードを開始します。Server /cimc # scope networkステップ 2   

NTPサービスコマンドモードを開始します。Server /cimc/network # scope ntpステップ 3   

サーバの NTPサービスをイネーブルにしま
す。

Server /cimc/network/ntp # set
enabled yes

ステップ 4   

トランザクションをコミットします。Server /cimc/network/ntp* #
commit

ステップ 5   

NTPサーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4台のサーバのうち 1台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。

Server /cimc/network/ntp # set
server-1 10.120.33.44

ステップ 6   

NTPサーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4台のサーバのうち 1台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。

Server /cimc/network/ntp # set
server-2 10.120.34.45

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

NTPサーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4台のサーバのうち 1台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。

Server /cimc/network/ntp # set
server-3 10.120.35.46

ステップ 8   

NTPサーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4台のサーバのうち 1台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。

Server /cimc/network/ntp # set
server-4 10.120.36.48

ステップ 9   

トランザクションをコミットします。Server /cimc/network/ntp # commitステップ 10   

次に、NTPサービスを設定する例を示します。
Server # scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # scope ntp
Server /cimc/network/ntp # set enabled yes
Warning: IPMI Set SEL Time Command will be
disabled if NTP is enabled.
Do you wish to continue? [y|N]
y
Server /cimc/network/ntp* # commit
Server /cimc/network/ntp # set server-1 10.120.33.44
Server /cimc/network/ntp* # set server-2 10.120.34.45
Server /cimc/network/ntp* # set server-3 10.120.35.46
Server /cimc/network/ntp* # set server-4 10.120.36.48
Server /cimc/network/ntp* # commit
Server /cimc/network/ntp #
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