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VLAN
Cisco UCSでは、VLAN（ネームド VLANとも呼ばれます）は特定の外部 LANへの接続を作成し
ます。 VLANは、ブロードキャストトラフィックを含む、その外部 LANへのトラフィックを切
り離します。

VLANIDに名前を割り当てると、抽象レイヤが追加されます。これにより、ネームドVLANを使
用するサービスプロファイルに関連付けられたすべてのサーバをグローバルにアップデートする

ことができます。外部 LANとの通信を維持するために、サーバを個別に再設定する必要はあり
ません。

同じVLANIDを使用して、複数のネームドVLANを作成できます。たとえば、HRおよびFinance
のビジネスサービスをホストするサーバが同一の外部 LANにアクセスする必要がある場合、同
じVLAN IDを使用してHRと Financeという名前のVLANを作成できます。その後でネットワー
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クが再設定され、Financeが別のLANに割り当てられた場合、変更する必要があるのはFinanceの
ネームド VLANの VLAN IDだけです。

クラスタ設定では、ネームドVLANが 1つのファブリックインターコネクトだけにアクセスでき
るようにすることも、両方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設定するこ

とも可能です。

ガイドラインと推奨事項など、Cisco UCSの VLANの詳細については、『Cisco UCS Manager
configuration guides』を参照してください。

VLAN ID のガイドライン

IDが 3968～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。（注）

LANクラウドのVLANとSANクラウドのFCoEVLANの IDが同じであってはなりません。VSAN
内のVLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その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。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLAN の作成
ハイアベイラビリティ用に設定されたCisco UCSドメインでは、両方のファブリックインターコ
ネクトにアクセスできる VLANを作成することも、1つのファブリックインターコネクトだけに
アクセスできる VLANを作成することも可能です

IDが 3968～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。（注）

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 左側のペインで 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、[VLAN]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 [VLAN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。

説明名前

単一の VLANの場合、VLAN名を指定します。
VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

[VLAN名]フィールド
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説明名前

VLANの 1つの数字の ID。VLAN IDは次のいずれ
かになります。

• 1～ 3967の間

• 4048～ 4093の間

•システム上ですでに定義されている他のVLAN
IDと重複する値

IDが 3968～ 4047の VLANは作成できません。こ
の範囲の VLAN IDは予約されています。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE
VLANの IDが同じであってはなりません。 VSAN
内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用する
と、その 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。FCoEVLANID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。

[VLAN ID]フィールド

VLANのタイプを選択します。次のいずれかにな
ります。

• LANクラウド

•アプライアンス

[タイプ]ドロップダウンリスト

VLAN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]：VLANは、すべての使用
可能なファブリック内で同じVLAN IDにマッ
ピングされます。

• [ファブリックA]：VLANは、ファブリック A
にだけ存在するVLAN IDにマッピングされま
す。

• [ファブリックB]：VLANは、ファブリック B
にだけ存在するVLAN IDにマッピングされま
す。

[ファブリックID]ドロップダウンリスト
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ステップ 6 [送信]をクリックします。

VLAN ポート数の最適化
VLANポート数の最適化を使用すると、複数の VLANの状態を 1つの内部状態にマッピングでき
ます。 VLANポート数の最適化を有効にすると、Cisco UCSは、ポート VLANメンバーシップに
基づいて VLANを論理的にグループ化します。このグループ化により、ポート VLAN数の制限
が増加します。 VLANポート数の最適化によりさらに VLAN状態が圧縮され、ファブリックイ
ンターコネクトの CPUの負荷が減少します。この CPU負荷の減少により、より多くの VLANを
より多くの vNICに展開できるようになります。VLANポート数を最適化しても、vNIC上の既存
の VLANの設定は変更されません。

VLANポート数の最適化は、デフォルトで無効になっています。このオプションは、必要に応じ
て有効または無効にできます。

VLANポート数の最適化を有効にすると、使用可能な VLANポートの数が増加します。最適
化されていない状態で VLAN数が VLANの最大数を超えた場合、VLANポート数の最適化を
無効にすることはできません。

（注）

VLANポート数の最適化は、Cisco UCS 6100シリーズのファブリックインターコネクトではサ
ポートされません。

VLAN ポート数最適化の有効化

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 左側のペインで 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、[LAN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 [VLANポート数の最適化の有効化]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [保存]をクリックします。
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VLAN 最適化セットの表示
VLANポート数の最適化グループは、システムの VLAN IDに基づき、Cisco UCSによって自動的
に作成されます。グループ内のすべての VLANは、同じ IGMPポリシーを共有します。次の
VLANは VLAN最適化セットに含まれません。

• FCoE VLAN

•プライマリ PVLANとセカンダリ PVLAN

• SPANソースとして指定された VLAN

•インターフェイス上で唯一許可されているVLANとして設定されたVLANと、単独のVLAN
を持つポートプロファイルの VLAN

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 左側のペインで 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、[VLAN最適化セット]タブをクリックします。

VLAN ポート数の最適化の無効化

最適化されていない状態で VLAN数が VLANの最大数を超えた場合、VLANポート数の最適
化を無効にすることはできません。

（注）

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 左側のペインで 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、[LAN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 [VLANポート数の最適化の有効化]チェックボックスをオフにします。

ステップ 5 [保存]をクリックします。

VLAN 権限
VLAN権限により、指定された組織に基づいて VLANへのアクセスが制限されます。さらに、
VLANが属するサービスプロファイル組織に基づいて、VLAN権限によりサービスプロファイル
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の vNICに割り当てることができる VLANの集合が制限されます。 VLAN権限はオプションの機
能であり、デフォルトでは無効になっています。この機能は、要件に応じて有効または無効にで

きます。この機能を無効にすると、すべてのVLANにすべての組織からグローバルでアクセスで
きるようになります。 VLAN権限は、VLAN向けの組織権限とも呼ばれます。

VLAN権限を有効にしないと、VLANの権限を変更できません。

VLAN権限を有効にすると、VLANを使用できる組織を指定できます。 VLANは、特定の組織と
そのすべてのサブ組織でのみ使用できます。他の組織のユーザは、VLANにアクセスできませ
ん。 VLANのアクセス要件の変更に基づいて、いつでも VLAN権限を変更できます。

VLAN権限をルートレベルの組織に割り当てると、そのサブ組織すべてが VLANにアクセス
できます。 VLAN権限をルートレベルで割り当てた後に、サブ組織に属する VLANの権限を
変更すると、ルートレベルの組織は VLANを使用できなくなります。

注意

VLAN 権限の有効化
VLAN権限は、デフォルトで無効になっています。異なる組織ごとに権限を作成してVLANアク
セスを制限する場合は、組織の権限オプションを有効にする必要があります。

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 左側のペインで 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、[LAN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 [組織の権限の有効化]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [保存]をクリックします。
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VLAN 権限の変更

はじめる前に

組織の権限を VLANに割り当てる前に VLAN権限を有効にする必要があります。

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 左側のペインで 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、[VLAN]タブをクリックします。

ステップ 4 組織の権限を変更する VLANの行をクリックします。

ステップ 5 [組織の権限の変更]をクリックします。

ステップ 6 [組織リスト]ダイアログボックスで、VLANに対する権限を付与する組織のチェックボックスをオンに
し、[送信]をクリックします。

VLAN 権限の無効化
VLAN権限は、デフォルトで無効になっています。このオプションを有効にしてVLAN権限を異
なるネットワークグループに割り当て、その後はこのオプションを使用しない場合は、このオプ

ションをグローバルに無効できます。VLAN組織権限が無効になっている場合、VLANに割り当
てた権限は引き続きシステムに存在しますが、それらは適用されません。VLAN権限を後で使用
する必要が生じた場合は、この機能を有効にして、以前に割り当てられていた権限を使用するこ

とができます。

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 左側のペインで 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、[LAN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 [組織の権限の有効化]チェックボックスをオフにします。

ステップ 5 [保存]をクリックします。

VLAN グループ
VLANグループを使用すると、イーサネットアップリンクポート上の VLANを機能別または特
定のネットワークに属するVLAN別にグループ化することができます。VLANメンバーシップを
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定義し、そのメンバーシップをファブリックインターコネクト上の複数のイーサネットアップリ

ンクポートに適用することができます。

VLANをVLANグループに割り当てた後で、VLANグループに加えたすべての変更は、そのVLAN
グループに含まれているすべてのイーサネットアップリンクポートに適用されます。 VLANグ
ループを使用して、接続できない分離されたVLAN間のVLANのオーバーラップを識別すること
もできます。

VLANグループの下にアップリンクイーサネットポートを設定することができます。 VLANグ
ループ用にアップリンクイーサネットポートを設定すると、当該ポートは当該グループ内のVLAN
のみをサポートするようになります。

VLAN グループの作成

手順の概要

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。
2. 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。
3. 右ペインで、[VLANグループ]タブをクリックします。
4. [追加]をクリックします。
5. [VLANグループの作成]ダイアログボックスで、次の手順を実行してVLANをグループに追加
します。

6. （任意） [VLANグループ -アップリンクポートの追加]ページで、VLANグループに追加す
るポートを追加して、[次へ]をクリックします。

7. （任意） [VLANグループ -アップリンクポートチャネルの追加]ページで、VLANグループ
に追加するポートチャネルを追加して、[次へ]をクリックします。

8. [送信]をクリックします。

手順の詳細

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 左側のペインで 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、[VLANグループ]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 [VLANグループの作成]ダイアログボックスで、次の手順を実行して VLANをグループに追加します。
a) [名前]フィールドに VLANグループの一意の名前を入力します。

VLANグループ名では、大文字と小文字が区別されます。

b) VLAN表で、グループに追加する VLANを選択します。
グループに追加するVLANが存在しない場合は、表の [追加]をクリックして、新しいVLANを作成し
ます。詳細については、VLANの作成, （2ページ）を参照してください。
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c) 希望するすべての VLANをグループに追加したら、[次へ]をクリックします。

ステップ 6 （任意） [VLANグループ -アップリンクポートの追加]ページで、VLANグループに追加するポートを
追加して、[次へ]をクリックします。

ステップ 7 （任意） [VLANグループ -アップリンクポートチャネルの追加]ページで、VLANグループに追加する
ポートチャネルを追加して、[次へ]をクリックします。

ステップ 8 [送信]をクリックします。

VLAN グループの VLAN 権限の変更
VLANグループに対する組織のアクセス権を変更すると、権限の変更がそのVLANグループ内の
すべての VLANに適用されます。

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 左側のペインで 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、[VLANグループ]タブをクリックします。

ステップ 4 [組織の権限の変更]をクリックします。

ステップ 5 [組織リスト]ダイアログボックスで、VLANグループに対する権限を付与する組織のチェックボックスを
オンにし、[送信]をクリックします。

MAC プール
MACプールは、ネットワーク ID（MACアドレス）の集合です。MACアドレスはレイヤ 2環境
では一意で、サーバの vNICに割り当てることができます。サービスプロファイルでMACプー
ルを使用する場合は、サービスプロファイルに関連付けられたサーバで使用できるようにMAC
アドレスを手動で設定する必要はありません。

マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、このMACプールが特
定のアプリケーションまたはビジネスサービスでのみ使用できるようにすることができます。

Cisco UCSは名前解決ポリシーを使用してプールからMACアドレスを割り当てます。

サーバにMACアドレスを割り当てるには、vNICポリシーにMACプールをインクルードする必
要があります。その後、この vNICポリシーは、このサーバに割り当てられたサービスプロファ
イルに含められます。

独自のMACアドレスを指定することも、シスコから提供されたMACアドレスのグループを使用
することもできます。
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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 左側のペインで 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 右側のペインで [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。

説明名前

プールの一意の名前。[名前]フィールド

プールの説明。[説明]フィールド

ブロック内の最初のMACアドレス。[最初のMACアドレス]フィールド

ブロック内のMACアドレスの数。[サイズ]フィールド

ステップ 8 [送信]をクリックします。

MAC プールのアドレスブロックの追加

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 左側のペインで 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 右側のペインで [組織]タブをクリックします。

ステップ 4 プールを変更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 アドレスブロックを追加するプールをクリックして、[MACアドレスのブロックの作成]をクリックしま
す。

ステップ 7 [MACプールブロックの追加]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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説明名前

ブロック内の最初のMACアドレス。[最初のMACアドレス]フィールド

ブロック内のMACアドレスの数。[サイズ]フィールド

ステップ 8 [送信]をクリックします。

Quality of Service の設定

Quality of Service
Cisco UCSは、Quality of Serviceを実装するために、次の方法を提供しています。

•特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定をシステム全体にわたって指定するた
めのシステムクラス

•個々の vNICにシステムクラスを割り当てる QoSポリシー

•アップリンクイーサネットポートによるポーズフレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー

システムクラス

Cisco UCSは、DCE（Data Center Ethernet）を使用して、Cisco UCSドメイン内のすべてのトラ
フィックを処理します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネットの帯

域幅が 8つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラフィック用に 2つの仮想
レーンが予約されています。それ以外の 6つの仮想レーンのQuality of Service（QoS）を設定でき
ます。 Cisco UCSドメイン全体にわたり、これら 6つの仮想レーンでDCE帯域幅がどのように割
り当てられるかは、システムクラスによって決定されます。

各システムクラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約します。

これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されます。た

とえば、ファイバチャネルプライオリティシステムクラスを設定して、FCoEトラフィックに割
り当てられる DCE帯域幅の割合を決定することができます。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。
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表 1：システムクラス

説明システムクラス

サービスプロファイルの QoSポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィック

レーンを 1つ管理します。

これらのシステムクラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポリ

シーを割り当てるために使用できます。

プラチナ

ゴールド

シルバー

ブロンズ

ベーシックイーサネットトラフィックのために予約されたレーンに

対する QoSを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中には、あらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要

に応じてデータパケットのドロップを許可するドロップポリシーが

あります。このシステムクラスは無効にできません。

ベストエフォート

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality of Serviceを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中には、あらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー

タパケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ

リシーがあります。このシステムクラスは無効にできません。

FCoEトラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約されたQoSシステムクラスがあります。他
のタイプのトラフィックに、FCoEで使用されるCoS値があ
る場合、その値は 0にリマークされます。

（注）

ファイバチャネル

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。

フロー制御ポリシー

フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCSドメイン
のアップリンクイーサネットポートが IEEE 802.3xポーズフレームを送信および受信するかどう
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かを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送信

側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。

LANポートとアップリンクイーサネットポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータを有効にする必要があります。

Cisco UCSでは、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。

送信機能を有効にした場合、受信パケットレートが高くなりすぎたときに、アップリンクイーサ

ネットポートはネットワークポートにポーズ要求を送信します。ポーズは数ミリ秒有効になっ

た後、通常のレベルにリセットされます。受信機能を有効にした場合、アップリンクイーサネッ

トポートは、ネットワークポートからのポーズ要求すべてに従います。ネットワークポートが

ポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポートで停止しま

す。

ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると同時に、ポーズ

フレームやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応も変わります。

QoS システムクラスの変更
サーバ内のアダプタのタイプによっては、サポートされる転送ユニット（MTU）の最大値が制限
される場合があります。たとえば、ネットワークMTUが最大値を超えた場合、次のアダプタで
パケットがドロップする可能性があります。

• Cisco UCS M71KR CNAアダプタ：サポートされるMTUの最大値は 9216です。

• Cisco UCS 82598KR-CIアダプタ：サポートされるMTUの最大値は 14000です。

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 左側のペインで 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、[QoSシステムクラス]タブをクリックします。

ステップ 4 変更する QoSシステムクラスの表の列をクリックします。

ステップ 5 [編集]をクリックします。

ステップ 6 [QoSシステムクラスの変更]ダイアログボックスで、次の項目を 1つ以上変更します。
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説明名前

このチェックボックスをオンにすると、対応する

QoSクラスがファブリックインターコネクト上で
設定され、QoSポリシーに割り当て可能になりま
す。

このチェックボックスをオフにすると、このクラス

はファブリックインターコネクト上で設定されず、

このクラスに関連付けられたQoSポリシーはデフォ
ルトの [ベストエフォート]になるか、（システム
クラスで Cos値が 0に設定されている場合は）Cos
0システムクラスになります。

このフィールドは、[ベストエフォート]
と [ファイバチャネル]の場合は常にオン
です。

（注）

[有効化]チェックボックス

サービスクラス。 0～ 6の整数を入力できます。0
は最低プライオリティを表し、6は最高プライオリ
ティを表します。 QoSポリシーを削除する際や、
割り当てられたシステムクラスが無効な際に、シ

ステムクラスをトラフィックのデフォルトシステ

ムクラスにする必要がある場合を除き、この値を

0に設定することは推奨しません。

このフィールドは、内部トラフィックの

場合は 7に、[ベストエフォート]の場合
は [ANY]に設定されます。これらの値は
両方とも予約されており、他のプライオ

リティに割り当てることはできません。

（注）

[CoS]フィールド

このチェックボックスをオンにすると、このクラス

に対してパケットの破棄が許可されます。この

チェックボックスをオフにすると、送信時にパケッ

トを破棄できません。

このチェックボックスは、[ファイバチャ
ネル]クラスの場合は常にオフであり（破
棄パケットは決して許可されない）、[ベ
ストエフォート]の場合は常にオンです
（破棄パケットは常に許可される）。

（注）

[パケット低下]チェックボックス
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説明名前

システムクラスのパケットに割り当てられる負荷

を選択します。次のいずれかになります。

• 1～ 10の整数。整数を入力すると、[負荷
（%）]フィールドの説明に従って、このプラ
イオリティレベルに割り当てられるネットワー

ク帯域幅の割合が判断されます。

• [ベストエフォート]。

• [なし]。

[負荷]ドロップダウンリスト

このチェックボックスをオンにすると、パケットを

複数の宛先に同時に送信するように、クラスが最適

化されます。

このオプションは、ファイバチャネルシ

ステムクラスには適用されません。

（注）

[最適化されたマルチキャスト]チェックボックス

チャネルのMTUを選択します。次のいずれかにな
ります。

• 1500～ 9216の整数。この値は最大パケット
サイズに対応します。

• [FC]：事前に定義されている 2240のパケット
サイズ。

• [ノーマル]：事前に定義されている 1500のパ
ケットサイズ。

ファイバチャネルシステムクラスの場

合、このフィールドは常に [FC]に設定さ
れます。

（注）

[MTU]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [送信]をクリックします。
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QoS システムクラスの有効化
ベストエフォートシステムクラスとファイバチャネルシステムクラスは、デフォルトで有効に

なっています。

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 左側のペインで 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、[QOSシステムクラス]タブをクリックします。

ステップ 4 有効にする QoSシステムクラスのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [編集]をクリックします。

ステップ 6 [QOSシステムクラスの変更]ダイアログボックスで、[有効化]チェックボックスをオフにし、[送信]をク
リックします。

QoS システムクラスの無効化
ベストエフォートシステムクラスやファイバチャネルシステムクラスは無効にできません。

無効になったシステムクラスに関連付けられているすべてのQoSポリシーは、無効になったシス
テムクラスが 0の Cosで設定されている場合を除き、デフォルトで [ベストエフォート]に設定さ
れます。無効になったシステムクラスが 0の Cosで設定されている場合、関連付けられている
QoSポリシーはデフォルトで Cos 0システムクラスに設定されます。

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 左側のペインで 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、[QOSシステムクラス]タブをクリックします。

ステップ 4 無効にする QoSシステムクラスのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [編集]をクリックします。

ステップ 6 [QOSシステムクラスの変更]ダイアログボックスで、[有効化]チェックボックスをオフにし、[送信]をク
リックします。
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QoS ポリシーの作成

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 左側のペインで 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 右側のペインで [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て [詳細の表示]をクリックします。

ステップ 5 [QoS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 [QOSポリシーの作成]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。

説明名前

ポリシーの一意の名前。[名前]フィールド

ポリシーの説明。[説明]フィールド

この QoSポリシーに割り当てられた優先順位を選
択します。次のいずれかになります。

• [FC]：vHBAトラフィックだけを制御するQoS
ポリシーにこの優先順位を使用します。

• [プラチナ]：vNICトラフィックだけを制御す
るQoSポリシーにこの優先順位を使用します。

• [ゴールド]：vNICトラフィックだけを制御す
るQoSポリシーにこの優先順位を使用します。

• [シルバー]：vNICトラフィックだけを制御す
るQoSポリシーにこの優先順位を使用します。

• [ブロンズ]：vNICトラフィックだけを制御す
るQoSポリシーにこの優先順位を使用します。

• [ベストエフォート]：この優先順位は使用しな
いでください。 ベーシックイーサネットト

ラフィックレーンのために予約されています。

この優先順位を QoSポリシーに割り当て、別
のシステムクラスを CoS 0に設定する場合、
Cisco UCSはこのシステムクラスのデフォル
トには戻りません。当該トラフィックの CoS
0で優先順位がデフォルトに戻ります。

[優先順位]ドロップダウンリスト
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説明名前

このポリシーを使用するサーバの通常バーストサ

イズ。このフィールドにより、トラフィックがレー

ト制限を超えていると見なされずに到達できるトラ

フィックバーストの最大サイズが決定されます。

デフォルト値は 10240です。最小値は 0で、最大
値は 65535です。

この設定は、一部のアダプタには適用されません。

[バースト]フィールド

想定されるトラフィックの平均レートを選択しま

す。このレートを下回るトラフィックは、常に適

用されます。次のいずれかになります。

• [ラインレート]：0の値に等しく、レート制限
は指定しません。これがデフォルト値です。

• [手動指定]：フィールドにレートを手動で指定
できます。最小値は 0で、最大値は 40,000,000
です。

Cisco UCS M81KR Virtual Interface Cardアダプタの
レート制限の粒度は、1 Mbpsです。これらのアダ
プタでは、要求したレートが「超えてはならない」

レートとして扱われます。したがって、4.5 Mbps
の値は 4 Mbpsと解釈されます。 0より大きくて 1
Mbpsより小さい要求レートは、1Mbpsと解釈され
ます。これは、サポートされる最低のハードウェア

レート制限です。

レート制限は、すべてのアダプタには適用されませ

ん。たとえば、この設定は、Cisco UCS VIC-1240
Virtual InterfaceCardではサポートされていません。

[レート]ドロップダウンリスト
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説明名前

Cisco UCSで vNICの CoSを制御するかどうかを選
択します。この設定は、vHBAには影響しません。
次のいずれかになります。

• [なし]：ホストによって割り当てられたCoS値
に関係なく、[優先順位]ドロップダウンリス
トで選択された優先順位と関連付けられてい

る CoS値を Cisco UCSで使用します。

• [フル]：ホストによって有効なCoS値がパケッ
トに割り当てられている場合は、その値を

CiscoUCSで使用します。それ以外の場合は、
[優先順位]ドロップダウンリストで選択され
た優先順位と関連付けられている CoS値が
Cisco UCSで使用されます。

この設定は、一部のアダプタには適用されません。

[ホスト制御]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [送信]をクリックします。

フロー制御ポリシーの作成

はじめる前に

必要なフロー制御に対応する設定を使用して、ネットワークポートを設定します。たとえば、ポ

リシーのフロー制御ポーズフレームに対する送信設定を有効にした場合は、必ず、ネットワーク

ポートの受信パラメータを onまたは desiredに設定します。CiscoUCSポートでフロー制御フレー
ムを受信する場合は、ネットワークポートの送信パラメータが onまたは desiredに設定されてい
ることを確認します。フロー制御を使用する必要がない場合は、ネットワークポートの受信パラ

メータと送信パラメータを offに設定できます。

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 左側のペインで 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、[フローコントロールポリシー]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 [フロー制御ポリシーの作成]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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説明名前

ポリシーの一意の名前。[名前]フィールド

PPP設定を選択します。次のいずれかになります。

• [自動]：このファブリックインターコネクト上
でPPPを使用するかどうかを決めるためにCisco
UCSとネットワークがネゴシエーションしま
す。

• [オン]：このファブリックインターコネクト上
で PPPをイネーブルにします。

[優先順位]ドロップダウンリスト

ネットワークからポーズ要求を受信した際の動作を

選択します。次のいずれかになります。

• [オフ]：ネットワークからのポーズ要求は無視
され、トラフィックフローは通常どおり継続

します。

• [オン]：ポーズ要求に従い、そのアップリンク
ポート上のすべてのトラフィックは、ネット

ワークでポーズ要求が取り消されるまで停止

されます。

[受信]ドロップダウンリスト

着信パケットレートが高くなりすぎた場合の動作

を選択します。次のいずれかになります。

• [オフ]：パケット負荷に関係なくポート上のト
ラフィックが通常どおり流れます。

• [オン]：着信パケットレートが高くなり過ぎる
と、Cisco UCSからポーズ要求がネットワーク
に送信されます。ポーズは数ミリ秒有効になっ

た後、通常のレベルにリセットされます。

[送信]ドロップダウンリスト

ステップ 6 [送信]をクリックします。
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vNIC

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。

VM-FEXポートプロファイルは、vNICテンプレートの作成時に正しい設定で自動的に作成され
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。

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。 2番目のイーサネットインターフェイスがサービスプロファイルに含まれていないた
め、Windowsはそれにハードウェア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

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としています。

•ネームド VLAN

• MACプール

• QoSポリシー

• LANピングループ
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•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 左側のペインで 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 右側のペインで [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て [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。

説明名前

ポリシーの一意の名前。[名前]フィールド

ポリシーの説明。[説明]フィールド
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説明名前

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。

次の状況下では、vNICファブリック
フェールオーバーを有効化しないでくだ

さい。

（注）

• Cisco UCSドメインイーサネットス
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。

•このテンプレートから作成された 1
つ以上の vNICに、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
など）を関連付ける場合。これを

行った場合、CiscoUCSManager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。

[ファブリックID]ドロップダウンリスト
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説明名前

オンにした場合、vNICテンプレートの適切な設定
を使用して VM-FEXポートプロファイルが自動的
に作成されるかどうかが、選択したターゲットに

よって決定されます。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。

[ターゲット]チェックボックス

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。

[テンプレートのタイプ]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [VLAN]領域で、次の手順を実行し、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、[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：このチェックボックスをオンにすると、この
VLANをポートのネイティブ VLANとして設定できます。

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場合は、次のフィールドに値を入力しま
す。
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説明名前

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。

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。

（注）

[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MACアドレスプールを選択します。

[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
て使用されるサービスポリシーの品質を選択しま

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
て使用されるネットワーク制御ポリシーを選択しま

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 LANピングループを選択します。

[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
て使用される統計ポリシーを選択します。

[統計しきい値ポリシー]ドロップダウンリスト
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説明名前

このテンプレートから作成された vNICによって使
用される収集ポリシーを選択します。この属性の

種類は次のとおりです。

•ダイナミックポリシー

• usNICポリシー

• VMQポリシー

このドロップダウンリストには、CiscoUCSManager
で作成された usNIC接続ポリシーと VM接続ポリ
シーだけが表示されます。

このフィールドは、CiscoUCSManagerリ
リース 2.2でのみ使用可能です。

（注）

[VNICテンプレート接続ポリシー]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 usNIC収集ポリシーを選択します。

このフィールドが表示されるのは、vNICテンプレー
ト接続ポリシーとして [usNICポリシー]が選択され
ている場合だけです。

[usNICテンプレート接続ポリシー]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 VM収集ポリシーを選択します。

このフィールドが表示されるのは、vNICテンプレー
ト接続ポリシーとして [VMQポリシー]が選択され
ている場合だけです。

[VMQテンプレート接続ポリシー]ドロップダウン
リスト

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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vNIC の作成

ステップ 1 メニューバーで [ポリシー] > [物理インフラストラクチャポリシー] > [UCSマネージャ]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で、vNICのCisco UCS接続を指定するため次のフィールドに入力しま
す。

説明名前

vNICの一意の名前。[vNIC名]フィールド

この vNICを追加する Cisco UCS Managerアカウントを選択します。[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組織を選択します。[UCS Organizationの名前]ドロッ
プダウンリスト

この vNICに割り当てる vNICテンプレートを選択します。[vNICテンプレート]ドロップダ
ウンリスト

次のいずれかのイーサネットアダプタポリシーを選択します。

• Default

• Windows

• VMware

• Linux

[アダプタポリシー]ドロップダ
ウンリスト

ステップ 5 [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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LAN 接続ポリシー
LAN接続ポリシーは、ネットワークのサーバと LANの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。このポリシーは、プールを使用してMACアドレスをサーバに割り当て、サー
バがネットワークとの通信に使用する vNICを識別します。

接続ポリシーはサービスプロファイルやサービスプロファイルテンプレートに含まれてお

り、複数サーバの設定にも使用できるため、接続ポリシーに静的 IDを使用することはお勧め
しません。

（注）

LAN 接続ポリシーの作成

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 左側のペインで 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 右側のペインで [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て [詳細の表示]をクリックします。

ステップ 5 [LAN接続ポリシー]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 [LAN接続ポリシー]ダイアログボックスに、ポリシーの名前と説明を入力します。

ステップ 8 [vNIC]表で、[追加]をクリックし、次の手順を実行します。
a) vNICの名前を入力します。
b) vNICテンプレートを使用して vNICを作成し、[vNICテンプレートの使用]チェックボックスをオンに
して、表示されるドロップダウンリストから適切なテンプレートとアダプタポリシーを選択します。

c) テンプレートなしで新しいvNICを作成する場合は、[vNICテンプレートの使用]チェックボックスをオ
フにして、表示されるフィールドに値を入力します。

これらのフィールドの詳細については、vNICの作成, （27ページ）を参照してください。

d) [送信]をクリックします。

ポリシーにさらに vNICを追加する場合は、この手順を繰り返します。

ステップ 9 ポリシーに必要な vNICをすべて作成したら、[送信]をクリックします。
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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

•関連付けられたボーダポートで障害が発生したとき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実行される
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 UCS Manager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 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、Cisco UCS Manager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。
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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）では、MACアドレスベースのポートセキュ
リティが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、FibreChannel 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、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
またはイーサネット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 左側のペインで 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 右側のペインで [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て [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。

説明名前

ポリシーの一意の名前。[名前]フィールド

このポリシーが含まれているサービスプロファイ

ルと関連付けられたサーバ上で Cisco Discovery
Protocol（CDP）を有効化するかどうかを選択しま
す。次のいずれかになります。

• [無効化]

• [有効化]

[CDP]ドロップダウンリスト
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説明名前

ファブリックインターコネクトがエンドホストモー

ドのときに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有効になり

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無効になります。

デフォルトは [リンクダウン]です。

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、[アップリンクのアクションに失
敗しました]プロパティに [警告]の値を設
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）

[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
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説明名前

パケットがサーバからファブリックインターコネ

クトに送信される場合に、構築されたMACアドレ
スが許可されるか、または拒否されるかを選択しま

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
ティが有効になります。

関連付けられたサーバにVMwareESX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します。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。

[構築]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [送信]をクリックします。

ネットワークポリシー
ネットワークポリシーは、サーバによって使用される仮想ネットワークインターフェイスカー

ド（vNIC）を含む、サーバと LANの間の接続を設定するCisco UCSDirectorポリシーです。選択
した設定に応じて、このポリシーを使用して 2つ以上のサーバ用 vNICを設定できます。このポ
リシーで vNICの作成を選択するか、LAN接続ポリシーを使用して vNICの設定を決定すること
ができます。
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このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また、このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

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] > [物理インフラストラクチャポリシー] > [UCSマネージャ]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で、次のフィールドに入力します。

説明名前

ポリシーの名前。[ポリシー名]フィールド

ポリシーの説明。[ポリシーの説明]フィールド

このポリシーを追加するCiscoUCSManagerアカウントを選択します。[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組織を選択します。[UCS Organizationの名前]ドロッ
プダウンリスト

動的 vNICをサポートするサーバのサービスプロファイルにポリシー
が割り当てられる場合は、動的 vNIC接続ポリシーを選択します。

[動的vNIC接続ポリシー]ドロッ
プダウンリスト

次のいずれかの接続タイプを選択します。

• [エキスパート]：

LANへのアクセスに使用できる無制限の数の vNICを作成できま
す。

• [シンプル]：LANへのアクセス用にサーバで使用できる vNICを
最大 2つ作成できます。

• [vNICなし]：vNICを作成できません。このオプションを選択す
ると、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

ているサーバを、LANに接続できなくなります。

• [ハードウェアの継承]：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。

• [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接続を判断します。

[LAN接続タイプ]ドロップダウ
ンリスト
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ステップ 5 [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]フィールドに、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テンプレートを選択し
ます。

c) ステップ 8に進みます。

ステップ 6 [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) [vNIC 0（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) [vNIC 1（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 8に進みます。

ステップ 7 [LAN接続ポリシーの使用]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 8 [送信]をクリックします。

次の作業

ネットワークポリシーをサービスプロファイルに含めます。
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