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Cisco UCS C シリーズネットワークアダプタの概要

この章の手順は、CiscoUCSCシリーズネットワークアダプタがシャーシに設置される場合に
のみ使用できます。

（注）

Cisco UCS Cシリーズネットワークアダプタを設置することで、I/Oの統合と仮想化をサポート
するためのオプションが提供されます。次のアダプタを使用できます。

• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカード

Cisco UCS P81E 仮想インターフェイスカード

Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードは、仮想化された環境、物理環境のモビリティ強化
を求めている組織、および NIC、HBA、ケーブル配線、スイッチの減少によるコスト削減と管理
オーバーヘッドの軽減を目指しているデータセンターに対して最適化されています。FibreChannel
over Ethernet（FCoE）PCIeカードには、次の利点があります。
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•ジャストインタイムのプロビジョニングを使用して、最大で 16個の仮想ファイバチャネル
と16個のイーサネットアダプタを仮想化または非仮想化環境でプロビジョニングできます。
それにより、システムの柔軟性が大幅に向上するとともに、複数の物理アダプタを統合する

ことが可能になります。

•仮想化を全面的にサポートしたドライバ（Cisco VN-Linkテクノロジーとパススルースイチ
ングのハードウェアベースの実装を含む）。

•ネットワークポリシーとセキュリティの可視性およびポータビリティが、仮想マシンにまで
わたる全域で提供されることにより、システムのセキュリティおよび管理性が向上します。

仮想インターフェイスカードは、親ファブリックインターコネクトに対して Cisco VN-Link接続
を確立します。それにより、仮想マシン内の仮想 NICを仮想リンクでインターコネクトに接続で
きるようになります。この場合、Cisco Unified Computing System環境で、仮想リンクを管理し、
ネットワークプロファイルを適用することができます。また、仮想マシンがシステム内のサーバ

間を移動するときに、インターフェイスを動的に再プロビジョニングできます。

ネットワークアダプタのプロパティの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

アダプタのプロパティを表示します。1つのア
ダプタのプロパティを表示するには、index引
数として PCIスロット番号を指定します。

Server /chassis # show adapter
[index] [detail]

ステップ 2   

次に、アダプタ 1のプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name Serial Number Product ID Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- --------------------
1 UCS VIC P81E QCI1424A540 N2XX-ACPCI01 Cisco Systems Inc

Server /chassis # show adapter 1 detail
PCI Slot 1:

Product Name: UCS VIC P81E
Serial Number: QCI1424A540
Product ID: N2XX-ACPCI01
Adapter Hardware Revision: 4
Current FW Version: 1.2(0.33)
NIV: Disabled
FIP: Enabled
Configuration Pending: no
CIMC Management Enabled : no
VID: V00
Vendor: Cisco Systems Inc
Description:
FW Image 1 Version: 1.2(0.33)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
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FW Image 2 Version: 1.4(0.290)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
FW Update Status: Idle
FW Update Error: No error
FW Update Stage: No operation (0%)
FW Update Overall Progress: 0%

Server /chassis #

ネットワークアダプタのプロパティの設定

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限を持ってログインする必要があります。

• CiscoUCSP81E仮想インターフェイスカードがシャーシに装着され、サーバの電源がオンに
なっ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

（任意）使用可能なアダプタデバイスを表示します。Server /chassis # show
adapter

ステップ 2   

indexで指定したPCIスロット番号に装着されているア
ダプタカードに対してコマンドモードを開始します。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 3   

アダプタの設定を表示または変更する前に、

サーバの電源をオンにしておく必要がありま

す。

（注）

アダプタカードで FCoE Initialization Protocol（FIP）を
イネーブルまたはディセーブルにします。FIPはデフォ
ルトで有効になっています。

Server /chassis/adapter # set
fip-mode {disable | enable}

ステップ 4   

テクニカルサポートの担当者から明確に指示

された場合にだけ、このオプションをディ

セーブルにすることを推奨します。

（注）

アダプタカードでNetwork InterfaceVirtualization（NIV）
をイネーブルまたはディセーブルにします。 NIVはデ
フォルトで無効になっています。

Server /chassis/adapter # set
niv-mode {disable | enable}

ステップ 5   

NIVモードがイネーブルな場合、vNICは以下の操作を
実行できます。

•特定のチャネルに割り当てることができます

•ポートプロファイルに関連付けることができます
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目的コマンドまたはアクショ

ン

•通信の問題がある場合に別のvNICにフェールオー
バーできます

NIVモードがイネーブルの場合、port-countには CIMC
を使用して作成する VM FEXインターフェイスの数を
0～ 112の範囲で指定します。

Server /chassis/adapter #
configure-vmfex port-count

ステップ 6   

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 /chassis/adapter #
commit

ステップ 7   

次に、アダプタ 1のプロパティを設定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # set fip-mode enable
Server /chassis/adapter *# commit
Server /chassis/adapter #

vHBA の管理

vHBA 管理のガイドライン
vHBAを管理する場合は、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。

• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードには 2つの vHBA（fc0と fc1）があります。
このアダプタカードでは最大 16個の vHBAを追加作成できます。

アダプタに対してネットワークインターフェイスの仮想化（NIV）モードが
イネーブルになっている場合は、vHBAを作成するときにチャネル番号を割り
当てる必要があります。

（注）

• FCoEアプリケーションでCiscoUCS P81E仮想インターフェイスカードを使用する場合は、
vHBAを FCoE VLANに関連付ける必要があります。 vHBAのプロパティの変更, （6ペー
ジ）の説明に従って FCoE VLANを割り当ててください。

•設定の変更後は、その設定を有効にするためにホストをリブートする必要があります。
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vHBA のプロパティの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されて
いるアダプタカードに対してコマンドモードを

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

指定した単一の vHBAまたはすべての vHBAの
プロパティを表示します。

Server /chassis/adapter # show
host-fc-if [fc0 | fc1 | name]
[detail]

ステップ 3   

次に、アダプタカード 1上のすべての vHBAおよび fc0の詳細なプロパティを表示する例を示し
ます。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show host-fc-if
Name World Wide Port Name FC SAN Boot Uplink Port
-------- ------------------------ ----------- -----------
fc0 20:00:00:22:BD:D6:5C:35 Disabled 0
fc1 20:00:00:22:BD:D6:5C:36 Disabled 1

Server /chassis/adapter # show host-fc-if fc0 detail
Name fc0:

World Wide Node Name: 10:00:00:22:BD:D6:5C:35
World Wide Port Name: 20:00:00:22:BD:D6:5C:35
FC SAN Boot: Disabled
Persistent LUN Binding: Disabled
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:22:BD:D6:5C:35
CoS: 3
VLAN: NONE
Rate Limiting: OFF
PCIe Device Order: ANY
EDTOV: 2000
RATOV: 10000
Maximum Data Field Size: 2112
Channel Number: 3
Port Profile:

Server /chassis/adapter #
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vHBA のプロパティの変更

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

（任意）使用可能なアダプタデバイスを表示

します。

Server /chassis # show adapterステップ 2   

indexで指定したPCIスロット番号に装着され
ているアダプタカードに対してコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter indexステップ 3   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

指定したvHBAに対してホストファイバチャ
ネルインターフェイスコマンドモードを開

始します。

Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

ステップ 4   

アダプタの一意のワールドワイドノード名

（WWNN）を hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hhの形式
で指定します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
wwnn wwnn

ステップ 5   

このコマンドで指定しない場合、WWNNは
システムによって自動的に生成されます。

アダプタの一意のワールドワイドポート名

（WWPN）を hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hhの形式
で指定します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
wwpn wwpn

ステップ 6   

このコマンドで指定しない場合、WWPNはシ
ステムによって自動的に生成されます。

FC SANブートを有効または無効にします。
デフォルトはディセーブルです。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
boot {disable | enable}

ステップ 7   

永続的なLUNバインディングを有効または無
効にします。デフォルトはディセーブルで

す。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
persistent-lun-binding {disable |
enable}

ステップ 8   

vHBAのMACアドレスを指定します。Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
mac-addr mac-addr

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

この vHBAのデフォルトのVLANを指定しま
す。有効な VLAN番号は 1～ 4094です。デ
フォルトは noneです。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
vlan {none | vlan-id}

ステップ 10   

受信パケットにマークされるサービスクラス

（CoS）値を指定します。この設定は、vHBA
Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
cos cos-value

ステップ 11   

がホストCoSを信頼するように設定されてい
ない場合に限り有効です。有効な CoS値は 0
～ 6です。デフォルトは 0です。値が大きい
ほど重要なトラフィックであることを意味し

ます。

この設定は NIVモードでは機能しません。

vHBAの最大データレートを指定します。指
定できる範囲は 1～ 10000Mbpsです。デフォ
ルトは offです。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
rate-limit {off | rate}

ステップ 12   

この設定は NIVモードでは機能しません。

PCIeバスのデバイス番号割り当てについて、
このデバイスの相対順序を指定します。デフォ

ルトは anyです。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
order {any | 0-99}

ステップ 13   

Error Detect TimeOut Value（EDTOV）を指定
します。エラーが発生したとシステムが見な

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
error-detect-timeout msec

ステップ 14   

すまでに待機するミリ秒数です。指定できる

値の範囲は、1000～ 100000です。デフォル
トは、2000ミリ秒です。

Resource Allocation TimeOut Value（RATOV）
を指定します。リソースを適切に割り当てる

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
resource-allocation-timeout msec

ステップ 15   

ことができないとシステムが見なすまでに待

機するミリ秒数です。指定できる値の範囲

は、5000～ 100000です。デフォルトは、
10000ミリ秒です。

vHBAがサポートするファイバチャネルフ
レームペイロードの最大サイズ（バイト数）

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
max-field-size size

ステップ 16   

を指定します。指定できる値の範囲は 1～
2112です。デフォルトは 2112バイトです。

ファイバチャネルエラー回復コマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
error-recovery

ステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

FCPエラー回復を有効または無効にします。
デフォルトはディセーブルです。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery
# set fcp-error-recovery {disable |
enable}

ステップ 18   

リンクダウンタイムアウト値を指定します。

アップリンクポートがダウンし、ファブリッ

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery
# set link-down-timeout msec

ステップ 19   

ク接続が失われていることをシステムに通知

する前に、アップリンクポートがオフライン

になっていなければならないミリ秒数です。

指定できる値の範囲は、0～ 240000です。デ
フォルトは、30000ミリ秒です。

ポートダウン I/O再試行回数値を指定しま
す。ポートが使用不可能であるとシステムが

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery
# set port-down-io-retry-count count

ステップ 20   

判断する前に、そのポートへの I/O要求がビ
ジー状態を理由に戻される回数です。指定で

きる値の範囲は、0～ 255です。デフォルト
は、8回です。

ポートダウンタイムアウト値を指定します。

リモートファイバチャネルポートが使用不

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery
# set port-down-timeout msec

ステップ 21   

可能であることを SCSI上位層に通知する前
に、そのポートがオフラインになっていなけ

ればならないミリ秒数です。指定できる値の

範囲は、0～ 240000です。デフォルトは、
10000ミリ秒です。

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery
# exit

ステップ 22   

割り込みコマンドモードを開始します。Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
interrupt

ステップ 23   

ファイバチャネル割り込みモードを指定しま

す。次のモードがあります。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/interrupt # set
interrupt-mode {intx |msi |msix}

ステップ 24   

• intx：ラインベースの割り込み（INTx）

• msi：メッセージシグナル割り込み
（MSI）

• msix：機能拡張されたメッセージシグナ
ル割り込み（MSIx）。これは推奨オプ
ションであり、デフォルトになっていま

す。
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目的コマンドまたはアクション

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/interrupt # exit

ステップ 25   

ファイバチャネルポートコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
port

ステップ 26   

I/Oスロットル数を指定します。vHBA内に同
時に保留可能な I/O操作の数です。指定でき

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port #
set outstanding-io-count count

ステップ 27   

る値の範囲は、1～ 1024です。デフォルト
は、512個の操作です。

ターゲットあたりの論理ユニット番号（LUN）
の最大数を指定します。ドライバで検出され

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port #
set max-target-luns count

ステップ 28   

るLUNの最大数です。通常は、オペレーティ
ングシステムプラットフォームの制限です。

指定できる値の範囲は、1～ 1024です。デ
フォルトは、256個の LUNです。

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port #
exit

ステップ 29   

ファイバチャネルファブリックログインコ

マンドモードを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
port-f-logi

ステップ 30   

ファブリックログイン（FLOGI）の再試行回
数値を指定します。システムがファブリック

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi #
set flogi-retries {infinite | count}

ステップ 31   

へのログインを最初に失敗してから再試行す

る回数です。0～4294967295の数値を入力す
るか、infiniteを入力します。デフォルトは無
限（infinite）の再試行です。

ファブリックログイン（FLOGI）タイムアウ
ト値を指定します。システムがログインを再

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi #
set flogi-timeout msec

ステップ 32   

試行する前に待機するミリ秒数です。指定で

きる値の範囲は、1～ 255000です。デフォル
トは、2000ミリ秒です。

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi #
exit

ステップ 33   

ファイバチャネルポートログインコマンド

モードを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
port-p-logi

ステップ 34   

ポートログイン（PLOGI）の再試行回数値を
指定します。システムがファブリックへのロ

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi #
set plogi-retries count

ステップ 35   

グインを最初に失敗してから再試行する回数
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目的コマンドまたはアクション

です。指定できる値の範囲は、0～255です。
デフォルトは、8回です。

ポートログイン（PLOGI）タイムアウト値を
指定します。システムがログインを再試行す

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi #
set plogi-timeout msec

ステップ 36   

る前に待機するミリ秒数です。指定できる値

の範囲は、1～ 255000です。デフォルトは、
2000ミリ秒です。

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi #
exit

ステップ 37   

SCSI I/Oコマンドモードを開始します。Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
scsi-io

ステップ 38   

割り当てるCommandDescriptor Block（CDB）
送信キューリソースの数です。指定できる値

の範囲は 1～ 8です。デフォルトは 1です。

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io
# set cdb-wq-count count

ステップ 39   

CommandDescriptor Block（CDB）送信キュー
内の記述子の数。指定できる値の範囲は 64
～ 512です。デフォルトは 512です。

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io
# set cdb-wq-ring-size size

ステップ 40   

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io
# exit

ステップ 41   

ファイバチャネル送信キューコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
trans-queue

ステップ 42   

ファイバチャネル送信キュー内の記述子の

数。指定できる値の範囲は 64～ 128です。
デフォルトは 64です。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/trans-queue #
set fc-wq-ring-size size

ステップ 43   

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/trans-queue #
exit

ステップ 44   

ファイバチャネル受信キューコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
recv-queue

ステップ 45   

ファイバチャネル受信キュー内の記述子の

数。指定できる値の範囲は 64～ 128です。
デフォルトは 64です。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/recv-queue #
set fc-rq-ring-size size

ステップ 46   

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/recv-queue #
exit

ステップ 47   
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目的コマンドまたはアクション

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 /chassis/adapter/host-fc-if #
commit

ステップ 48   

変更した内容は、サーバを次にリ

ブートしたときに有効になります。

（注）

次の例では、vHBAのプロパティを設定しています。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name Serial Number Product ID Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- --------------------
1 UCS VIC P81E QCI1417A0QK N2XX-ACPCI01 Cisco Systems Inc

Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # set boot enable
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# scope scsi-io
Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io *# set cdb-wq-count 2
Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io *# exit
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

vHBA の作成
このアダプタには、永続的な vHBAが 2つあります。 NIVモードがイネーブルの場合、16まで
vHBAを追加作成できます。

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定したPCIスロット番号に装着されている
アダプタカードに対してコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

vHBAを作成し、ホストのファイバチャネルイン
ターフェイスのコマンドモードを開始します。name
引数には最大32文字のASCII文字を使用できます。

Server /chassis/adapter #
create host-fc-if name

ステップ 3   

（任意）

アダプタでNIVモードがイネーブルになっている場
合、この vHBAにチャネル番号を割り当てる必要が
あります。指定できる範囲は 1～ 1000です。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if # set
channel-number number

ステップ 4   

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
/chassis/adapter/host-fc-if #
commit

ステップ 5   

変更した内容は、サーバを次にリブートし

たときに有効になります。

（注）

次に、アダプタ 1の vHBAを作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # create host-fc-if Vhba5
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New host-fc-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

次の作業

•サーバをリブートして vHBAを作成します。

•設定の変更が必要な場合は、vHBAのプロパティの変更, （6ページ）の説明に従って、新
しい vHBAを設定します。

vHBA の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定したPCIスロット番号に装着されている
アダプタカードに対してコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

指定された vHBAを削除します。Server /chassis/adapter #
delete host-fc-if name

ステップ 3   

2つのデフォルトの vHBAである [fc0]ま
たは [fc1]は削除できません。

（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 /chassis/adapter #
commit

ステップ 4   

変更した内容は、サーバを次にリブートし

たときに有効になります。

（注）

次に、アダプタ 1の vHBAを削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # delete host-fc-if Vhba5
Server /chassis/adapter *# commit
Server /chassis/adapter #

vHBA ブートテーブル
vHBAブートテーブルには、サーバがブート可能な LUNを 4つまで指定できます。

ブートテーブルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されて
いるアダプタカードに対してコマンドモードを

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

指定した vHBAに対してホストファイバチャネ
ルインターフェイスコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 3   

ファイバチャネルインターフェイスのブートテー

ブルを表示します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if
# show boot

ステップ 4   
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次に、vHBAのブートテーブルを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN Boot LUN ID
----------------- -------------------------- ------------
0 20:00:00:11:22:33:44:55 3
1 20:00:00:11:22:33:44:56 5

Server /chassis/adapter/host-fc-if #

ブートテーブルエントリの作成

最大 4個のブートテーブルエントリを作成できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されてい
るアダプタカードに対してコマンドモードを開始

します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要

があります。

（注）

指定した vHBAに対してホストファイバチャネル
インターフェイスコマンドモードを開始します。

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 3   

ブートテーブルエントリを作成します。Server
/chassis/adapter/host-fc-if #
create-boot-entrywwpn lun-id

ステップ 4   

• wwpn：ブートターゲットの
「hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh」形式のWorld Wide
Port Name（WWPN）。

• lun-id：ブート LUNの LUN ID。指定できる範
囲は 0～ 255です。

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
/chassis/adapter/host-fc-if #
commit

ステップ 5   

変更した内容は、サーバを次にリブート

したときに有効になります。

（注）
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次に、vHBA fc1のブートテーブルエントリを作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # create-boot-entry 20:00:00:11:22:33:44:55 3
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New boot table entry will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

ブートテーブルエントリの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されてい
るアダプタカードに対してコマンドモードを開始

します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要

があります。

（注）

指定した vHBAに対してホストファイバチャネル
インターフェイスコマンドモードを開始します。

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 3   

ブートテーブルを表示します。ブートテーブルエ

ントリフィールドから、削除するエントリの番号

を探します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if #
show boot

ステップ 4   

テーブルの指定した位置からブートテーブルエン

トリを削除します。 entryの範囲は 0～ 3です。変
Server
/chassis/adapter/host-fc-if #
delete boot entry

ステップ 5   

更は、サーバを次にリセットしたときに有効になり

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
/chassis/adapter/host-fc-if #
commit

ステップ 6   

変更した内容は、サーバを次にリブート

したときに有効になります。

（注）

次に、vHBA fc1のブートテーブルエントリ番号 1を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN Boot LUN ID
----------------- -------------------------- ------------
0 20:00:00:11:22:33:44:55 3
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1 20:00:00:11:22:33:44:56 5

Server /chassis/adapter/host-fc-if # delete boot 1
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New host-fc-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN Boot LUN ID
----------------- -------------------------- ------------
0 20:00:00:11:22:33:44:55 3

Server /chassis/adapter/host-fc-if #

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

vHBA の永続的なバインディング
永続的なバインディングは、システムによって割り当てられたファイバチャネルターゲットの

マッピングがリブート後も維持されることを保証します。

永続的なバインディングのイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着され
ているアダプタカードに対してコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

指定した vHBAに対してホストファイバチャ
ネルインターフェイスコマンドモードを開始

します。

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 3   

vHBAの永続的なバインディングのコマンド
モードを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if #
scope perbi

ステップ 4   

vHBAの永続的なバインディングをイネーブル
にします。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
set persistent-lun-binding enable

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
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
commit

ステップ 6   
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次に、vHBAの永続的なバインディングをイネーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set persistent-lun-binding enable
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi *# commit
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #

永続的なバインディングのディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着され
ているアダプタカードに対してコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

指定した vHBAに対してホストファイバチャ
ネルインターフェイスコマンドモードを開始

します。

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 3   

vHBAの永続的なバインディングのコマンド
モードを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if #
scope perbi

ステップ 4   

vHBAの永続的なバインディングをディセーブ
ルにします。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
set persistent-lun-binding disable

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
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
commit

ステップ 6   

次に、vHBAの永続的なバインディングをディセーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set persistent-lun-binding disable
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi *# commit
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
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永続的なバインディングの再構築

はじめる前に

vHBAのプロパティで永続的なバインディングをイネーブルに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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定したPCIスロット番号に装着されて
いるアダプタカードに対してコマンドモードを

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

指定したvHBAに対してホストファイバチャネ
ルインターフェイスコマンドモードを開始し

ます。

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 3   

vHBAの永続的なバインディングのコマンドモー
ドを開始します。

Server /chassis/adapter/host-fc-if
# scope perbi

ステップ 4   

vHBAの永続的なバインディングテーブルを再
構築します。

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
rebuild

ステップ 5   

次に、vHBAの永続的なバインディングテーブルを再構築する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # rebuild

Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #

vNIC の管理

vNIC 管理のガイドライン
vNICを管理する場合は、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。
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• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードには 2つのデフォルト vNIC（eth0と eth1）が
あります。最大 16個の vNICを作成してこのアダプタカードに追加することができます。

アダプタに対してネットワークインターフェイスの仮想化（NIV）モードが
イネーブルになっている場合、vNICを作成するときにチャネル番号を割り当
てる必要があります。

（注）

•設定の変更後は、その設定を有効にするためにホストをリブートする必要があります。

vNIC のプロパティの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されて
いるアダプタカードに対してコマンドモードを

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

指定した単一の vNICまたはすべての vNICのプ
ロパティを表示します。

Server /chassis/adapter # show
host-eth-if [eth0 | eth1 | name]
[detail]

ステップ 3   

次に、すべての vNICの簡単なプロパティと eth0の詳細プロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show host-eth-if
Name MTU Uplink Port MAC Address CoS VLAN PXE Boot
-------- ---- ----------- ----------------- --- ---- --------
eth0 1500 0 00:22:BD:D6:5C:33 0 NONE Enabled
eth1 1500 1 00:22:BD:D6:5C:34 0 NONE Enabled

Server /chassis/adapter # show host-eth-if eth0 detail
Name eth0:

MTU: 1500
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:22:BD:D6:5C:33
CoS: 0
Trust Host CoS: disabled
PCI Order: ANY
VLAN: NONE
VLAN Mode: TRUNK
Rate Limiting: OFF
PXE Boot: enabled
Channel Number: N/A
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Port Profile: N/A
Uplink Failover: N/A
Uplink Failback Timeout: N/A

Server /chassis/adapter #

vNIC のプロパティの変更

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

（任意）使用可能なアダプタデバイスを表示し

ます。

Server /chassis # show adapterステップ 2   

indexで指定した PCIスロット番号に装着され
ているアダプタカードに対してコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter indexステップ 3   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

指定したvNICに対してホストイーサネットイ
ンターフェイスコマンドモードを開始します。

Server /chassis/adapter # scope
host-eth-if {eth0 | eth1 | name}

ステップ 4   

vNICで受け入れられるMaximum Transmission
Unit（MTU）またはパケットサイズを指定しま

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
mtu mtu-value

ステップ 5   

す。有効なMTU値は 1500～ 9000バイトで
す。デフォルトは 1500です。

この vNICに関連付けられているアップリンク
ポートを指定します。この vNICに対するすべ

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
uplink {0 | 1}

ステップ 6   

てのトラフィックは、このアップリンクポート

を通過します。

hh:hh:hh:hh:hh:hhまたは hhhh:hhhh:hhhhの形式
で vNICのMACアドレスを指定します。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
mac-addr mac-addr

ステップ 7   

受信パケットにマークされるサービスクラス

（CoS）値を指定します。この設定は、vNICが
Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
cos cos-value

ステップ 8   

ホストCoSを信頼するように設定されていない
場合に限り有効です。有効な CoS値は 0～ 6
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目的コマンドまたはアクション

です。デフォルトは0です。値が大きいほど重
要なトラフィックであることを意味します。

NIVがイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ

ンドは無視されます。

（注）

vNICがホスト CoSを信頼するか、パケットを
再マーキングするかを指定します。動作は次の

ようになります。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
trust-host-cos {disable | enable}

ステップ 9   

• disable：受信パケットは設定済み CoSと
再マーキングされます。これはデフォル

トです。

• enable：インバウンドパケット（ホスト
CoS）の既存の CoS値が保持されます。

PCIバスのデバイス番号割り当てについて、こ
のデバイスの相対順序を指定します。デフォル

トは anyです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
order {any | 0-99}

ステップ 10   

この vNICのデフォルトの VLANを指定しま
す。有効な VLAN番号は 1～ 4094です。デ
フォルトは noneです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
vlan {none | vlan-id}

ステップ 11   

NIVがイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ

ンドは無視されます。

（注）

vNICにVLANモードを指定します。次のモー
ドがあります。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
vlan-mode {access | trunk}

ステップ 12   

• access：vNICは 1つの VLANだけに属し
ます。

• trunk：vNICは複数の VLANに属するこ
とができます。これはデフォルトです。

NIVがイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ

ンドは無視されます。

（注）

vNICの最大データレートを指定します。指定
できる範囲は 1～ 10000 Mbpsです。デフォル
トは offです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
rate-limit {off | rate}

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

NIVがイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ

ンドは無視されます。

（注）

vNICを使用して PXEブートを実行するかどう
かを指定します。デフォルトでは、2つのデ

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
boot {disable | enable}

ステップ 14   

フォルト vNICに対してはイネーブル、ユーザ
作成の vNICに対してはディセーブルです。

アダプタに対して NIVモードがイネーブルで
ある場合、この vNICに割り当てられるチャネ

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
channel-number number

ステップ 15   

ル番号を選択します。指定できる範囲は 1～
1000です。

アダプタに対して NIVモードがイネーブルで
ある場合、vNICに関連付けられるポートプロ
ファイルを選択します。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
port-profile name

ステップ 16   

name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ポート

プロファイルである必要があります。

（注）

アダプタに対して NIVモードがイネーブルで
ある場合、通信問題が発生したときにこのvNIC

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
uplink-failover {disable | enable}

ステップ 17   

上のトラフィックがセカンダリインターフェイ

スにフェールオーバーするようにするには、こ

の設定をイネーブルにします。

セカンダリインターフェイスを使用して vNIC
が始動した後、その vNICのプライマリイン

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
uplink-failback-timeout seconds

ステップ 18   

ターフェイスが再びシステムで使用されるに

は、プライマリインターフェイスが一定時間使

用可能な状態になっている必要があり、その時

間の長さをこの設定で制御します。

secondsに 0～ 600の範囲の秒数を入力します。

割り込みコマンドモードを開始します。Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope interrupt

ステップ 19   

割り込みリソースの数を指定します。指定でき

る値の範囲は、1～ 514です。デフォルトは、
Server
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt #
set interrupt-count count

ステップ 20   

8です。通常は、完了キューごとに 1つの割り
込みリソースを割り当てる必要があります。

割り込み間の待機時間、または割り込みが送信

される前に必要な休止期間。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt #
set coalescing-time usec

ステップ 21   
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目的コマンドまたはアクション

指定できる範囲は 1～ 65535ミリ秒です。デ
フォルト値は125ミリ秒です。調停をオフにす
るには、0（ゼロ）を入力します。

調停には次のタイプがあります。Server
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt #
set coalescing-type {idle |min}

ステップ 22   

• idle：アクティビティなしの期間が少なく
とも調停時間設定に指定された時間内は、

システムから割り込み送信されません。

• min：システムは、別の割り込みイベント
を送信する前に、調停時間設定に指定され

た時間だけ待機します。これはデフォル

トです。

イーサネット割り込みモードを指定します。次

のモードがあります。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt #
set interrupt-mode {intx |msi |msix}

ステップ 23   

• intx：ラインベースの割り込み（PCI
INTx）

• msi：メッセージシグナル割り込み
（MSI）

• msix：機能拡張されたメッセージシグナ
ル割り込み（MSI-X）。これは推奨オプ
ションであり、デフォルトになっていま

す。

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt #
exit

ステップ 24   

受信キューのコマンドモードを開始します。Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope recv-queue

ステップ 25   

割り当てる受信キューリソースの数。指定で

きる値の範囲は、1～256です。デフォルトは、
4です。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue
# set rq-count count

ステップ 26   

受信キュー内の記述子の数。指定できる範囲は

64～ 4094です。デフォルト値は 512です。
Server
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue
# set rq-ring-size size

ステップ 27   

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue
# exit

ステップ 28   
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目的コマンドまたはアクション

送信キューのコマンドモードを開始します。Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope trans-queue

ステップ 29   

割り当てる送信キューリソースの数。指定で

きる範囲は 1～ 256です。デフォルト値は 1で
す。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue
# set wq-count count

ステップ 30   

送信キュー内の記述子の数。指定できる範囲は

64～ 4094です。デフォルト値は 256です。
Server
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue
# set wq-ring-size size

ステップ 31   

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue
# exit

ステップ 32   

完了キューのコマンドモードを開始します。Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope comp-queue

ステップ 33   

割り当てる完了キューリソースの数。指定で

きる値の範囲は、1～512です。デフォルトは、
5です。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/comp-queue
# set cq-count count

ステップ 34   

一般に、完了キューの数は、送信キューの数と

受信キューの数の合計と等しくなります。

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/comp-queue
# exit

ステップ 35   

TCPオフロードのコマンドモードを開始しま
す。

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope offload

ステップ 36   

次のように、TCPセグメンテーションオフロー
ドをイネーブルまたはディセーブルにします。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/offload #
set tcp-segment-offload {disable |
enable}

ステップ 37   

• disable：CPUは大きな TCPパケットをセ
グメント化します。

• enable：CPUはセグメント化する必要があ
る大きな TCPパケットをハードウェアに
送信します。このオプションにより、CPU
のオーバーヘッドが削減され、スループッ

ト率が向上する可能性があります。これ

はデフォルトです。

このオプションは、LargeSendOffload
（LSO）とも呼ばれています。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

次のように、TCP受信オフロードのチェックサ
ム検証をイネーブルまたはディセーブルにしま

す。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/offload #
set tcp-rx-checksum-offload {disable
| enable}

ステップ 38   

• disable：CPUはすべてのパケットチェッ
クサムを検証します。

• enable：CPUはすべてのパケットチェッ
クサムを検証のためにハードウェアに送信

します。このオプションにより、CPUの
オーバーヘッドが削減される可能性があり

ます。これはデフォルトです。

次のように、TCP送信オフロードのチェックサ
ム検証をイネーブルまたはディセーブルにしま

す。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/offload #
set tcp-tx-checksum-offload {disable
| enable}

ステップ 39   

• disable：CPUはすべてのパケットチェッ
クサムを検証します。

• enable：CPUはすべてのパケットチェッ
クサムを検証のためにハードウェアに送信

します。このオプションにより、CPUの
オーバーヘッドが削減される可能性があり

ます。これはデフォルトです。

次のように、TCP大きなパケット受信オフロー
ドをイネーブルまたはディセーブルにします。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/offload #
set tcp-large-receive-offload {disable
| enable}

ステップ 40   

• disable：CPUはすべての大きなパケット
を処理します。

• enable：ハードウェアはすべてのセグメン
ト化されたパケットを CPUに送信する前
に再構成します。このオプションにより、

CPUの使用率が削減され、インバウンド
のスループットが増加する可能性がありま

す。これはデフォルトです。

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/offload #
exit

ステップ 41   

Receive Side Scaling（RSS）のコマンドモード
を開始します。

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope rss

ステップ 42   
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目的コマンドまたはアクション

マルチプロセッサシステム内でネットワーク受

信処理の複数の CPUへの効率的な配分を可能
Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
set rss {disable | enable}

ステップ 43   

にする RSSをイネーブルまたはディセーブル
にします。デフォルトでは、2つのデフォルト
vNICに対してはイネーブル、ユーザ作成の
vNICに対してはディセーブルです。

IPv4RSSをイネーブルまたはディセーブルにし
ます。デフォルトはイネーブルです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
set rss-hash-ipv4 {disable | enable}

ステップ 44   

TCP/IPv4 RSSをイネーブルまたはディセーブ
ルにします。デフォルトはイネーブルです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
set rss-hash-tcp-ipv4 {disable |
enable}

ステップ 45   

IPv6RSSをイネーブルまたはディセーブルにし
ます。デフォルトはイネーブルです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
set rss-hash-ipv6 {disable | enable}

ステップ 46   

TCP/IPv6 RSSをイネーブルまたはディセーブ
ルにします。デフォルトはイネーブルです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
set rss-hash-tcp-ipv6 {disable |
enable}

ステップ 47   

IPv6拡張 RSSをイネーブルまたはディセーブ
ルにします。デフォルトはディセーブルです。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
set rss-hash-ipv6-ex {disable | enable}

ステップ 48   

TCP/IPv6拡張RSSをイネーブルまたはディセー
ブルにします。デフォルトはディセーブルで

す。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
set rss-hash-tcp-ipv6-ex {disable |
enable}

ステップ 49   

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss #
exit

ステップ 50   

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 /chassis/adapter/host-eth-if #
commit

ステップ 51   

変更した内容は、サーバを次にリブー

トしたときに有効になります。

（注）

次の例では、vNICのプロパティを設定しています。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name Serial Number Product ID Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- --------------------
1 UCS VIC P81E QCI1417A0QK N2XX-ACPCI01 Cisco Systems Inc

Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if Test1
Server /chassis/adapter/host-eth-if # set uplink 1
Server /chassis/adapter/host-eth-if *# scope offload
Server /chassis/adapter/host-eth-if/offload *# set tcp-segment-offload enable
Server /chassis/adapter/host-eth-if/offload *# exit
Server /chassis/adapter/host-eth-if *# commit
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Server /chassis/adapter/host-eth-if #

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

vNIC の作成
アダプタは、永続的な vNICを 2つ提供します。追加の vNICを 16個まで作成できます。

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定したPCIスロット番号に装着されている
アダプタカードに対してコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）

vNICを作成し、ホストのイーサネットインターフェ
イスのコマンドモードを開始します。 name引数に
は最大 32文字の ASCII文字を使用できます。

Server /chassis/adapter # create
host-eth-if name

ステップ 3   

（任意）

アダプタでNIVモードがイネーブルになっている場
合、この vNICにチャネル番号を割り当てる必要が
あります。指定できる範囲は 1～ 1000です。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if #
set channel-number number

ステップ 4   

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
/chassis/adapter/host-eth-if #
commit

ステップ 5   

変更した内容は、サーバを次にリブートし

たときに有効になります。

（注）

次に、アダプタ 1の vNICを作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # create host-eth-if Vnic5
Server /chassis/adapter/host-eth-if *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-eth-if #
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vNIC の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定したPCIスロット番号に装着されている
アダプタカードに対してコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）

指定された vNICを削除します。Server /chassis/adapter #
delete host-eth-if name

ステップ 3   

デフォルトの 2つの vNIC（[eth0]と
[eth1]）は、どちらも削除することはでき
ません。

（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 /chassis/adapter #
commit

ステップ 4   

変更した内容は、サーバを次にリブートし

たときに有効になります。

（注）

次に、アダプタ 1の vNICを削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # delete host-eth-if Vnic5
Server /chassis/adapter *# commit
Server /chassis/adapter #

VM FEX の管理

仮想マシンファブリックエクステンダ

Cisco Virtual Machineファブリックエクステンダ（VM FEX）は、（prestandard）IEEE 802.1Qbh
ポートエクステンダアーキテクチャを仮想マシンにまで拡張します。このアーキテクチャでは、

各VMインターフェイスに対してスイッチ上で仮想PeripheralComponent InterconnectExpress（PCIe）
デバイスと仮想ポートが提供されます。
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VM FEX のプロパティの表示

はじめる前に

•サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

• CiscoUCSP81E仮想インターフェイスカードがシャーシに装着され、サーバの電源がオンに
なっ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されてい
るアダプタカードに対してコマンドモードを開始

します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要

があります。

（注）

一般的なVMFEXプロパティを表示します。フィー
ルドの説明については、全般的なプロパティ設定,
（31ページ）を参照してください。

Server /chassis/adapter # show
vmfex [detail]

ステップ 3   

指定された VM FEXインターフェイスのコマンド
モードを開始します。

Server /chassis/adapter # scope
vmfex name

ステップ 4   

イーサネット割り込み設定を表示します。フィー

ルドの説明については、イーサネット割り込みの設

定, （32ページ）を参照してください。

Server /chassis/adapter/vmfex #
show interrupt [detail]

ステップ 5   

イーサネット受信キューの設定を表示します。

フィールドの説明については、イーサネット受信

キューの設定,（33ページ）を参照してください。

Server /chassis/adapter/vmfex #
show recv-queue [detail]

ステップ 6   

イーサネット送信キューの設定を表示します。

フィールドの説明については、イーサネット送信

キューの設定,（33ページ）を参照してください。

Server /chassis/adapter/vmfex #
show trans-queue [detail]

ステップ 7   

完了キューの設定を表示します。フィールドの説

明については、完了キューの設定, （33ページ）
を参照してください。

Server /chassis/adapter/vmfex #
show comp-queue [detail]

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

TCPオフロードの設定を表示します。フィールド
の説明については、TCPオフロードの設定, （33
ページ）を参照してください。

Server /chassis/adapter/vmfex #
show offload [detail]

ステップ 9   

RSS設定を表示します。フィールドの説明につい
ては、Receive Side Scaling設定, （34ページ）を参
照してください。

Server /chassis/adapter/vmfex #
show rss [detail]

ステップ 10   

次に、VM FEXのプロパティを表示する例を示します。

Server /chassis/adapter # show vmfex detail
Name pts0:

MTU: 1500
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:00:00:00:00:00
CoS: N/A
Trust Host CoS:
PCI Order:
VLAN: N/A
VLAN Mode: N/A
Rate Limiting:
PXE Boot: disabled
Channel Number: 0
Port Profile:
Uplink Failover: Enabled
Uplink Failback Timeout: 5

Server /chassis/adapter # scope vmfex pts0

Server /chassis/adapter/vmfex # show interrupt
Interrupt Count Coalescing Time (us) Coalescing Type Interrupt Mode
--------------- -------------------- --------------- ---------------
6 125 MIN MSI

Server /chassis/adapter/vmfex # show recv-queue
Receive Queue Count Receive Queue Ring Size
------------------- ------------------------------
4 512

Server /chassis/adapter/vmfex # show trans-queue
Transmit Queue Count Transmit Queue Ring Size
-------------------- -------------------------------
1 256

Server /chassis/adapter/vmfex # show comp-queue
Completion Queue Count Completion Queue Ring Size
------------------------- --------------------------
5 1

Server /chassis/adapter/vmfex # show offload
TCP Segment Offload TCP Rx Checksum TCP Tx Checksum Large Receive
-------------------- ---------------- ---------------- -------------
enabled enabled enabled enabled

Server /chassis/adapter/vmfex # show rss
TCP Rx Side Scaling
--------------------
enabled

Server /chassis/adapter/vmfex #
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VM FEX 設定
次の表に、表示できる VM FEX設定について説明します。

全般的なプロパティ設定

説明名前

VM FEXのユーザ定義名。Name

このVMFEXで受け入れられる最大伝送単位、つまりパケット
サイズ。

MTU

このVMFEXに関連付けられたアップリンクポート。このVM
FEXへのすべてのトラフィックは、このアップリンクポートを
通過します。

Uplink Port

VM FEXに関連付けられたMACアドレス。MAC Address

このVMFEXからのトラフィックに関連付けられるサービスク
ラス。

Class of Service

VMFEXがホストオペレーティングシステムが提供するサービ
スクラスを使用できるかどうか。

Trust Host CoS

この VM FEXが使用される順序。PCI Order

この VM FEXのデフォルト VLAN。Default VLAN

VLANトランキングまたはアクセスが設定されているかどうか。VLAN Mode

レート制限が設定されている場合、最大レート。Rate Limit

VM FEXを使用して PXEブートを実行できるかどうか。Enable PXE Boot

アダプタで NIVモードがイネーブルにされている場合、この
VM FEXに割り当てられるチャネル番号。

Channel Number

アダプタで NIVモードがイネーブルにされている場合、VM
FEXに関連付けられたポートプロファイル。

このフィールドには、このサーバが接続しているス

イッチに定義されたポートプロファイルが表示され

ます。

（注）

Port Profile
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説明名前

アダプタでNIVモードがイネーブルにされている場合、通信に
問題が発生したときにこのVMFEXのトラフィックがセカンダ
リインターフェイスにフェールオーバーするかどうか。

Enable Uplink Failover

セカンダリインターフェイスを使用して VM FEXが始動した
後、そのVMFEXのプライマリインターフェイスが再びシステ
ムで使用されるには、プライマリインターフェイスが一定時間

使用可能な状態になっている必要があり、その時間の長さをこ

の設定で制御します。

Failback Timeout

イーサネット割り込みの設定

説明名前

この VM FEXに割り当てられた割り込みリソースの数。[Interrupt Count]フィールド

割り込み間の CIMCの待機時間、または割り込みが送信される
前に必要な休止期間。

[Coalescing Time]フィールド

次のいずれかになります。

• [MIN]：システムは、別の割り込みイベントを送信する前
に [Coalescing Time]フィールドに指定された時間だけ待機
します。

• [IDLE]：アクティビティなしの期間が少なくとも [Coalescing
Time]フィールドに指定された時間続くまで、システムか
ら割り込みは送信されません。

[Coalescing Type]フィールド

優先ドライバ割り込みモード。次のいずれかになります。

• [MSIx]：機能拡張されたMessage Signaled Interrupts
（MSI）。

• [MSI]：MSIだけ。

• [INTx]：PCI INTx割り込み。

[Interrupt Mode]フィールド
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イーサネット受信キューの設定

説明名前

この VM FEXに割り当てられた受信キューリソースの数。[Receive Queue Count]フィール
ド

各受信キュー内の記述子の数。[ReceiveQueue Ring Size]フィー
ルド

イーサネット送信キューの設定

説明名前

この VM FEXに割り当てられた送信キューリソースの数。[Transmit Queue Count]フィール
ド

各送信キュー内の記述子の数。[Transmit Queue Ring Size]
フィールド

完了キューの設定

説明名前

この VM FEXに割り当てられた完了キューリソースの数。[CompletionQueueCount]フィー
ルド

各完了キュー内の記述子の数。[Completion Queue Ring Size]
フィールド

TCP オフロードの設定

説明名前

イネーブルの場合、CPUはセグメント化する必要がある大きな
TCPパケットをハードウェアに送信します。ディセーブルの場
合、CPUは大きいパケットをセグメント化します。

このオプションは、Large SendOffload（LSO）とも呼
ばれています。

（注）

[Enable TCP Segmentation
Offload]フィールド

イネーブルの場合、CPUはすべてのパケットチェックサムを検
証のためにハードウェアに送信します。ディセーブルの場合、

CPUはすべてのパケットチェックサムを検証します。

[Enable TCP Rx Offload
Checksum Validation]フィール
ド
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説明名前

イネーブルの場合、CPUはすべてのパケットをハードウェアに
送信し、ハードウェアでチェックサムを計算できるようにしま

す。ディセーブルの場合、CPUはすべてのパケットチェック
サムを計算します。

[Enable TCP Tx Offload
Checksum Generation]フィール
ド

イネーブルの場合、ハードウェアはすべてのセグメント化され

たパケットを CPUに送信する前に再構成します。ディセーブ
ルの場合、CPUは大きいパケットをすべて処理します。

[Enable Large Receive]フィール
ド

Receive Side Scaling 設定

説明名前

ReceiveSide Scaling（RSS）は、ネットワーク受信処理をマルチ
プロセッサシステム内の複数の CPUに分散させます。

イネーブルの場合、可能であれば、ネットワーク受信処理がプ

ロセッサ間で共有されます。ディセーブルの場合、ネットワー

ク受信処理は、追加のプロセッサが使用可能であっても、常に

1つのプロセッサで処理されます。

[Enable TCPReceive Side Scaling]
フィールド

イネーブルの場合、RSSが IPv4ネットワークでイネーブルにな
ります。

[Enable IPv4 RSS]フィールド

イネーブルの場合、IPv4ネットワーク間でのTCP送信に対して
RSSがイネーブルになります。

[Enable TCP-IPv4RSS]フィール
ド

イネーブルの場合、RSSが IPv6ネットワークでイネーブルにな
ります。

[Enable IPv6 RSS]フィールド

イネーブルの場合、IPv6ネットワーク間でのTCP送信に対して
RSSがイネーブルになります。

[Enable TCP-IPv6RSS]フィール
ド

イネーブルの場合、IPv6拡張に対してRSSがイネーブルになり
ます。

[Enable IPv6 Extension RSS]
フィールド

イネーブルの場合、IPv6ネットワーク間でのTCP送信に対して
RSSがイネーブルになります。

[Enable TCP-IPv6 Extension RSS]
フィールド
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アダプタ設定のバックアップと復元

アダプタ設定のエクスポート

アダプタ設定は、XMLファイルとして TFTPサーバにエクスポートできます。

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ構成をエクスポートしないでください。

重要

はじめる前に

Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードがシャーシに装着され、サーバの電源がオンになっ
ている必要があります。

TFTPサーバの IPアドレスを取得します。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されてい
るアダプタカードに対してコマンドモードを開始

します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要

があります。

（注）

エクスポート操作を開始します。アダプタコンフィ

ギュレーションファイルは、指定した IPアドレス
Server /chassis/adapter #
export-vnic tftp-ip-address
path-and-filename

ステップ 3   

にある TFTPサーバ上に指定したパスとファイル名
で保存されます。

次に、アダプタ 1設定をエクスポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # export-vnic 192.0.2.34 /ucs/backups/adapter4.dat
Server /chassis/adapter #
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アダプタ設定のインポート

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ構成をインポートしないでください。

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

indexで指定した PCIスロット番号に装着されている
アダプタカードに対してコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）

インポート操作を開始します。アダプタは、指定さ

れた IPアドレスの TFTPサーバから、指定されたパ
Server /chassis/adapter #
import-vnic tftp-ip-address
path-and-filename

ステップ 3   

スの設定ファイルをダウンロードします。この設定

は、サーバが次にリブートされたときにインストー

ルされます。

次に、PCIスロット 1のアダプタの設定をインポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # import-vnic 192.0.2.34 /ucs/backups/adapter4.xml
Import succeeded.
New VNIC adapter settings will take effect upon the next server reset.
Server /chassis/adapter #

次の作業

サーバをリブートして、インポートした設定を適用します。

アダプタのデフォルトの復元

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

index引数で指定されたPCIスロット番号のアダ
プタを出荷時の設定に復元します。

Server /chassis/adapter #
adapter-reset-defaults index

ステップ 2   

変更した内容は、サーバを次にリブー

トしたときに有効になります。

（注）

次に、PCIスロット 1のアダプタのデフォルト設定を復元する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # adapter-reset-defaults 1
Factory default has been successfully restored.
Server /chassis #

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

アダプタファームウェアの管理

アダプタファームウェア

Cisco UCS Cシリーズネットワークアダプタには、次のファームウェアコンポーネントが含まれ
ています。

•アダプタファームウェア：メインのオペレーティングファームウェア（アクティブイメー
ジとバックアップイメージで構成）は、CIMCGUIまたは CLIインターフェイスから、また
はHost UpgradeUtility（HUU）からインストールできます。ファームウェアイメージをロー
カルファイルシステムまたは TFTPサーバからアップロードできます。

•ブートローダファームウェア：ブートローダファームウェアは、CIMCGUIまたはCLIから
インストールできません。このファームウェアは、HostUpgradeUtilityを使用してインストー
ルできます。

アダプタファームウェアのインストール

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタファームウェアをインストールしないでください。

重要
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はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

指定したアダプタファームウェアファイルを TFTP
サーバからダウンロードし、アダプタを指定した場合

Server /chassis #
update-adapter-fw
tftp-ip-address path-and-filename

ステップ 2   

は1つまたは2つの指定アダプタ上に、指定しなかっ
{activate | no-activate}
[ pci-slot ] [ pci-slot ] た場合にはすべてのアダプタ上にこのファームウェア

をバックアップイメージとしてインストールします。

activateキーワードを指定した場合、新しいファーム
ウェアがインストール後にアクティブになります。

（任意）

アダプタを指定した場合には1つまたは2つの指定ア
ダプタについて、指定しない場合にはすべてのアダプ

Server /chassis #
recover-adapter-update
[ pci-slot ] [ pci-slot ]

ステップ 3   

タについて、不完全なファームウェアアップデート

の状態をクリアします。

次に、PCIスロット 1のアダプタ上のアダプタファームウェアアップグレードを開始する例を示
します。

Server# scope chassis
Server /chassis # update-adapter-fw 192.0.2.34 /ucs/adapters/adapter4.bin activate 1
Server /chassis #

次の作業

新しいファームウェアをアクティブにするには、アダプタファームウェアのアクティブ化, （39
ページ）を参照してください。
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アダプタファームウェアのアクティブ化

アクティブ化の進行中には、次のことを行わないでください。重要

•サーバのリセット、電源オフ、シャットダウン。

• CIMCのリブートまたはリセット。

•他のファームウェアのアクティブ化。

•テクニカルサポートまたは設定データのエクスポート。

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持っ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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

指定された PCIスロットのアダプタ上のアダプタ
ファームウェアイメージ 1または 2をアクティブ
化します。

Server /chassis #
activate-adapter-fw pci-slot {1 |
2}

ステップ 2   

変更した内容は、サーバを次にリブー

トしたときに有効になります。

（注）

次に、PCIスロット 1のアダプタ上のアダプタファームウェアイメージ 2をアクティブにする例
を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # activate-adapter-fw 1 2
Firmware image activation suceeded
Please reset the server to run the activated image
Server /chassis #

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。
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