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vNIC テンプレート
このポリシーは、サーバ上のvNICがLANに接続する方法を定義します。このポリシーは、vNIC
LAN接続ポリシーとも呼ばれます。

CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralは、vNICテンプレートを作成する際に正しい設定でVM-FEX
ポートプロファイル自動的には作成しません。 VM-FEXポートプロファイルを作成するには、
vNICテンプレートのターゲットを VMとして設定する必要があります。

このポリシーを有効にするには、このポリシーをサービスプロファイルに含める必要がありま

す。
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サーバに 2つの Emulex NICまたは QLogic NIC（Cisco UCS CNA M71KR-Eまたは Cisco UCS
CNA M71KR-Q）がある場合は、両方の NICにユーザ定義のMACアドレスが取得されるよう
に、サービスプロファイルで両方のアダプタの vNICポリシーを設定する必要があります。
両方の NICのポリシーを設定しない場合でも、Windowsは PCIバス上で両方の NICを検出し
ます。そうすると、第2のイーサネットはサービスプロファイルの一部ではないため、Windows
はハードウェアMACアドレスを割り当てます。その後でサービスプロファイルを異なるサー
バに移動すると、Windowsによって追加の NICが検出されますが、これは 1つの NICでユー
ザ定義のMACアドレスが取得されなかったためです。

（注）

vNIC テンプレートの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [vNIC Templates]を右クリックし、[Create vNIC Template]を選択します。

ステップ 4 [Create vNIC Template]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 [Fabric ID]と [Template Type]を選択し、[MTU]を入力し、[Type]を選択します。
この領域ではMACプールを作成することもできます。

ステップ 6 [VLANs]テーブルで、使用する VLANを選択します。

ステップ 7 [Policies]領域で、ドロップダウンリストから [MAC Pool]、[QoS Policy]、[Network Control Policy]
、[Stats Threshold Policy]を選択し、[Pin Group Name]を入力します。
この領域では、MACプール、QoSポリシー、ネットワーク制御ポリシーとしきい値ポリシーを作
成することもできます。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

vNIC テンプレートの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
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サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [vNIC Templates]を展開します。

ステップ 4 削除する vNICテンプレートを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Central GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

デフォルトの vNIC 動作ポリシー
デフォルトの vNIC動作ポリシーにより、サービスプロファイルに対する vNICの作成方法を設定
できます。 vNICSを手動で作成するか、自動的に作成されるようにするかを選択できます。

デフォルトの vNIC動作ポリシーを設定して、vNICの作成方法を定義することができます。次の
いずれかになります。

• [None]：CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralは、サービスプロファイルにデフォルトの vNIC
を作成しません。すべての vNICを明示的に作成する必要があります。

• [HW Inherit]：サービスプロファイルが vNICを必要とし、何も明示的に定義されていない場
合、CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralはサービスプロファイルに関連付けられたサーバに
インストールされたアダプタに基づいて必要な vNICを作成します。

vNICのデフォルトの動作ポリシーを指定しない場合、[HW Inherit]がデフォルトで使用されま
す。

（注）

vNIC のデフォルト動作の設定
vNICのデフォルトの動作ポリシーを指定しない場合、[HWInherit]がデフォルトで使用されます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
ルート組織ではデフォルトの vNIC動作ポリシーのみを設定できます。サブ組織ではデフォルト
の vNIC動作ポリシーは設定できません。
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ステップ 3 [Default vNIC Behavior]を右クリックし、[Properties]を選択します。

ステップ 4 [Properties (Default vNIC Behavior)]ダイアログボックスで [Action]を選択し、オプションの [vNIC
Template]を選択します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

LAN および SAN 接続ポリシー
接続ポリシーは、ネットワーク上のサーバと LANまたは SAN間の接続およびネットワーク通信
リソースを決定します。これらのポリシーは、プールを使用してサーバにMACアドレス、WWN、
およびWWPNを割り当て、サーバがネットワークとの通信に使用する vNICおよび vHBAを識別
します。

これらの接続ポリシーは、サービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレート

に含まれ、複数のサーバを設定するために使用できるので、静的 IDを接続ポリシーで使用す
ることはお勧めしません。

（注）

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーにより、ネットワークまたはストレージ権限のないユーザがネットワークおよびス

トレージ接続をしているサービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレートを作

成および変更することが可能になります。ただし、ユーザは接続ポリシーを作成するための適切

なネットワークおよびストレージの権限が必要です。

接続ポリシーの作成に必要な権限

接続ポリシーは、他のネットワークおよびストレージ構成と同じ権限を必要とします。たとえ

ば、接続ポリシーを作成するには、次の権限の少なくとも 1つを有している必要があります。

• [admin]：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• [ls-server]：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• [ls-network]：LAN接続ポリシーを作成できます

• [ls-storage]：SAN接続ポリシーを作成できます

接続ポリシーをサービスプロファイルに追加するために必要な権限

接続ポリシーの作成後、ls-compute権限を持つユーザは、そのポリシーをサービスプロファイル
またはサービスプロファイルテンプレートに組み込むことができます。ただし、ls-compute権限
しかないユーザは接続ポリシーを作成できません。
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LAN 接続ポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]を右クリックし、[Create LAN Connectivity Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create LAN Connectivity Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 vNICを LAN接続ポリシーに追加するには、[vNICS]領域の [Create vNIC]をクリックします。
作成した vNICが [vNIC]テーブルに追加されます。

ステップ 6 iSCSI vNICを LAN接続ポリシーに追加するには、[iSCSI vNICS]領域の [Create iSCSI vNIC]をク
リックします。

作成した iSCSI vNICが [iSCSI vNIC]テーブルに追加されます。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

LAN 接続ポリシー用の vNIC の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]を展開します。

ステップ 4 vNICを作成する LAN接続ポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [vNICs]領域で [Create vNIC]をクリックします。

ステップ 7 既存の vNICテンプレートを使用するには、[Create vNIC]ダイアログボックスで名前を入力し、
[MAC Address Assignment]を選択して [Use vNIC Template]チェックボックスをオンにします。
この領域ではMACプールを作成することもできます。
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ステップ 8 [Details]領域で、[Fabric ID]を選択し、使用する VLANを選択し、[MTU]を入力します。

ステップ 9 [Pin Group]領域で、[Pin Group Name]を選択します。

ステップ 10 [Operational Parameters]領域で、[Stats Threshold Policy]を選択します。
この領域ではしきい値ポリシーを作成することもできます。

ステップ 11 [Adapter Performance Profile]領域で、[Adapter Policy]、[QoS Policy]、および [Network Control Policy]
を選択します。

この領域では、イーサネットアダプタポリシー、QoSポリシー、ネットワーク制御ポリシーを作
成することもできます。

ステップ 12 [OK]をクリックします。

LAN 接続ポリシー用の iSCSI vNIC の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]を展開します。

ステップ 4 iSCSI vNICを作成する LAN接続ポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [iSCSI vNICs]領域で [Create iSCSI vNIC]をクリックします。

ステップ 7 [Create iSCSI vNIC]ダイアログボックスで、名前を入力し、[Overlay vNIC]、[iSCSI Adapter Policy]
、および [VLAN]をドロップダウンリストから選択し、[MACAddressAssignment]を選択します。
このダイアログボックスでは、iSCSIアダプタポリシーとMACプールを作成することもできま
す。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
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LAN 接続ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]を展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Central GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]を展開します。

ステップ 4 vNICを削除するポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [vNICs]テーブルで、削除する vNICをクリックします。

ステップ 7 [vNICs]テーブルアイコンバーで [Delete]をクリックします。

ステップ 8 Cisco UCS Central GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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LAN 接続ポリシーからの iSCSI vNIC の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]を展開します。

ステップ 4 iSCSI vNICを削除するポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [iSCSI vNICs]テーブルで、削除する vNICをクリックします。

ステップ 7 [iSCSI vNICs]テーブルアイコンバーで [Delete]をクリックします。

ステップ 8 Cisco UCS Central GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ネットワーク制御ポリシー
このポリシーは Cisco UCSドメインのネットワーク制御を設定するもので、次の設定も含まれま
す。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）の有効化/無効化

•エンドホストモードで使用できるアップリンクポートが存在しない場合の、仮想インター
フェイス（VIF）の動作方法

•関連付けられているボーダーポートの障害時に、リモートイーサネットインターフェイス、
vEthernetインターフェイス、または vFibreチャネルインターフェイスで Cisco UCS
ManagerCisco UCS Centralが実行するアクション

•ファブリックインターコネクトへのパケット送信時に、異なるMACアドレスをサーバが使
用できるかどうか

• MAC登録を VNICごとに実行するか、またはすべての VLANに対して実行するか

[アップリンクのアクションに失敗しました] プロパティ

デフォルトでは、ネットワーク制御ポリシー内の [アップリンクのアクションに失敗しました]プ
ロパティは、リンクダウンの値を使用して設定されます。CiscoUCSM81KR仮想インターフェイ
スカードなどのアダプタの場合、このデフォルトの動作では、関連付けられたボーダポートに障

害が発生した場合に、Cisco UCSManagerCisco UCS Centralに対して vEthernetまたは vFibreチャネ
ルインターフェイスをダウンさせるように指示します。 Cisco UCS CNA M72KR-Qや Cisco UCS
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CNA M72KR-Eなどの、イーサネットと FCoEトラフィックの両方をサポートする VM-FEX非対
応の統合型ネットワークアダプタを使用する Cisco UCSシステムの場合、このデフォルトの動作
では、関連付けられたボーダポートに障害が発生した場合に、CiscoUCSManagerCiscoUCSCentral
に対してリモートイーサネットインターフェイスをダウンさせるように指示します。このシナ

リオでは、リモートイーサネットインターフェイスにバインドされている vFibreチャネルイン
ターフェイスもダウンします。

このセクションに記載されている VM-FEX非対応の統合型ネットワークアダプタのタイプが
実装に含まれ、そのアダプタがイーサネットと FCoEの両方のトラフィックを処理することが
予想される場合は、警告の値を使用して [アップリンクのアクションに失敗しました]プロパ
ティを設定することをお勧めします。ただし、この設定にすると、ボーダポートがダウンし

た場合に、イーサネットチーミングドライバでリンク障害を検出できなくなる場合がありま

す。

（注）

MAC 登録モード

MACアドレスは、ネイティブ VLANでのみデフォルトでインストールされます。これにより、
ほとんどの実装で VLANポート数が最大になります。

トランキングドライバがホスト上で実行され、インターフェイスがプロミスキャスモードに

なっている場合、Mac登録モードをすべての VLANに設定することをお勧めします。
（注）

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イネーブルになっ
ている場合、ファブリックインターコネクトにより、最初にそれが学習した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、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、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。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Create Memory Qualification]を右クリックし、[Create Network Control Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create Network Control Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 [CDP]、[MAC Register Mode]、[Action on Uplink Fail]を選択します。

ステップ 6 [MAC Security]領域で、偽装MACアドレスの許可または拒否を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ネットワーク制御ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Network Control Policies]を展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Central GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ダイナミック vNIC 接続ポリシー
ダイナミック vNIC接続ポリシーは、VMとダイナミック vNICの間の接続を設定する方式を決定
します。 VMがインストール済みでダイナミック vNICが設定された VICアダプタを使用してい
るサーバを含む Cisco UCSドメインには、このポリシーが必要です。

イーサネットアダプタポリシー

各ダイナミック vNIC接続ポリシーには、イーサネットアダプタポリシーが含まれており、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任意のサーバに対して設定できる vNICの数
を指定します。
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サーバの移行

ダイナミック vNICが設定されているサーバを、またはその他の移行ツールを使用して移行す
ると、vNICが使用するダイナミックインターフェイスで障害が発生し、CiscoUCSManagerCisco
UCS Centralによってその障害が通知されます。

サーバが復旧すると、CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralはサーバに新しいダイナミック vNIC
を割り当てます。ダイナミック vNIC上のトラフィックを監視している場合、監視元を再設定
する必要があります。

（注）

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Dynamic vNIC Connection Policies]を右クリックし、[Create Dynamic vNIC Connection Policy]を選
択します。

ステップ 4 [Create Dynamic vNIC Connection Policy]ダイアログボックスで、[Name]、説明（任意）、[Naming
Prefix]、および [Number of Dynamic vNICs]を入力します。

ステップ 5 ドロップダウンリストから [Adapter Policy]を選択し、[Protection]レベルを設定します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Dynamic vNIC Connections Policies]を展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Central GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

Quality of Service ポリシー
Quality of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQuality ofService
が決定されます。一部のアダプタでは、発信トラフィックでバーストやレートなど追加の制御を

指定することもできます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

QoS ポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [QoS Policies]を右クリックして [Create QoS Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create QoS Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 [Egress]領域で [Priority]を選択し、[Burst(Bytes)]と [Rate(Kbps)]を入力し、[Host Control]を選択
します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次の作業

QoSポリシーは、vNICまたは vHBAテンプレートにインクルードします。
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QoS ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Network]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Network] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [QoS Policies]を展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Central GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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