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はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

• 対象読者, xxxv ページ

• 表記法, xxxv ページ

• Cisco UCSの関連ドキュメント, xxxvii ページ

• マニュアルに関するフィードバック, xxxvii ページ

対象読者
このガイドは、次の 1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

表記法

説明テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのようなGUI要素は、[GUI
要素]のように示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ

ンタイトルは、[メインタイトル]のように示しています。

GUI要素

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 xxxv



説明テキストのタイプ

テキストベースのユーザインターフェイスでは、システムによって表

示されるテキストは、courierフォントで示しています。
TUI要素

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

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。

CLIコマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

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

{x | y | z}

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

[x | y | z]

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

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

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

!、#

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

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、

ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ヒント

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

ています。

注意
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「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮で

きます。

ワンポイントアドバイス

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with
standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning
to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告

Cisco UCSの関連ドキュメント

ドキュメントロードマップ

すべての Bシリーズマニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』（URL:http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照してください。

すべての Cシリーズマニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-docで入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

管理用の UCS Managerと統合されたラックサーバでサポートされるファームウェアバージョン
とサポートされる UCS Managerバージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco UCS
Software』を参照してください。

その他のマニュアルリソース

ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitterをフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLmailto:ucs-docfeedback@cisco.comドキュメント内のフィードバックフォーム
よりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。
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第 I 部

概要
• 新機能および変更された機能に関する情報, 3 ページ

• Cisco Unified Computing Systemの概要, 11 ページ

• Cisco UCS Managerの概要, 35 ページ

• Cisco UCS Manager CLIの概要, 41 ページ





第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

この章は、次の項で構成されています。

• このリリースの新規情報および変更情報, 3 ページ

このリリースの新規情報および変更情報

次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。ただ

し、このリリースに関するコンフィギュレーションガイドの変更点や新機能の中には一部、この

表に記載されていないものもあります。このリリースで新しくサポートされるハードウェアにつ

いては、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』（URL:http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/b-series-doc）を参照してください。

表 1：Cisco UCSリリース 2.2(1) の新機能と変更された動作

参照先説明機能

この機能は、『Cisco UCS
C-Series Server Integration
with Cisco UCS Manager
2.2』に記載されています。

Cシリーズ統合ガイドは次
のURLから確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
partner/products/ps11736/
products_installation_and_
configuration_guides_list.html

FEXを使用せずにファブリックイ
ンターコネクトに Cisco UCS Cシ
リーズラックサーバを接続するこ

とができます。

直接接続によるCisco UCSCシ
リーズサーバ統合
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参照先説明機能

この機能は、『Cisco UCS
C-Series Server Integration
with Cisco UCS Manager
2.2』に記載されています。

Cシリーズ統合ガイドは次
のURLから確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
partner/products/ps11736/
products_installation_and_
configuration_guides_list.html

Cisco UCS CシリーズM3ラック
サーバは、eUSBや I/Oコネクタな
どの多くのサーバ機能を制御する

ボードコントローラファームウェ

アを搭載しています。これらの

ラックサーバのボードコントロー

ラファームウェアをアクティブに

できます。

Cisco UCS CシリーズM3ラッ
クサーバでのボードコント

ローラファームウェアのアク

ティブ化

この機能は、次の設定ガイ

ドで説明されています。

•『Cisco UCS B-Series
GUI Firmware
Management
Configuration Guide』

•『Cisco UCS B-Series
CLI Firmware
Management
Configuration Guide』

ファームウェアの設定ガイ

ドは次のURLから確認でき
ます。http://www.cisco.com/
en/US/products/ps10281/
products_installation_and_
configuration_guides_list.html

最近検出されたサーバのファーム

ウェアバージョンをいつ、どのよ

うにアップグレードするかを決定

できます。このポリシーを使用す

ると、最近検出された関連付けら

れていないサーバのファームウェ

アバージョンをアップグレードし

て、デフォルトのホストファーム

ウェアパックで指定されたファー

ムウェアバージョンと一致させる

ことができます。また、ファーム

ウェアのアップグレードプロセス

をサーバが検出された直後または

一定時間後に実行する必要がある

場合にも指定できます。

ファームウェア自動同期サー

バポリシー
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参照先説明機能

IPv6への準拠, （14ペー
ジ）

IPv6アドレスで以下を設定できま
す。

•アクセスサービス

• Fabric Interconnects

•外部クライアント

• SNMPトラップ

•証明書要求

• IPプールとアドレスブロック

• VLANグループ

• LDAP、RADIUS、および
TACACS+プロバイダーグ
ループ

•ブレードおよびラックサーバ
のスタティック IP

•サービスプロファイルとサー
ビスプロファイルテンプレー

ト

•バックアップおよび復元処理

IPv6アドレス指定

インバンド管理サポート,
（23ページ）

各 CIMCに対し、インバンドアド
レス、2つの IPv4および 2つの
IPv6を設定できます。インバンド
VLANグループ、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設定できま

す。

インバンド管理サポート

サーバブートの設定,（531
ページ）

レガシーまたは UEFIブートモー
ドのどちらかを選択できます。

CiscoUCSM3ブレードサーバおよ
びラックサーバで UEFIブート
モードを使用すると、第 2レベル
のデバイスをブート順序に追加し、

セキュアブートをイネーブルにで

きます。

ブート順序の拡張
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参照先説明機能

ローカルストレージのモニ

タリング, （722ページ）
ブレードまたはラックサーバに物

理的に接続されているローカルス

トレージに関するステータス情報

をモニタできます。これには、

RAIDコントローラ、物理ドライブ
およびドライブグループ、仮想ド

ライブ、RAIDコントローラバッ
テリ（BBU）、Transportable Flash
Modules（TFM）およびスーパー
キャパシタ、FlexFlashコントロー
ラおよびSDカードが含まれます。

ローカルストレージのモニタ

リング

FlexFlashのサポート, （481
ページ）

内部のセキュアデジタル（SD）メ
モリカードのサポートが可能にな

ります。ローカルディスクポリ

シーに FlexFlashをイネーブルにし
て、FlexFlashスクラブポリシーを
持つRAIDペアに新しいSDカード
を設定し、SDカードの HVパー
ティションから起動することがで

きます。

ローカル SDカードのモニタリ
ングおよび FlexFlashサポート

TPMモニタリング, （732
ページ）

トラステッドプラットフォームモ

ジュール（TPM）のモニタリング
（TPMが存在するか、イネーブル
か、またはアクティブかなど）が

可能になります。

TPMインベントリ

UDLDの概要, （326ペー
ジ）

ケーブルの物理設定をモニタし単

方向リンクの存在を検出する、単

方向リンク検出（UDLD）がイネー
ブルになります。

UDLDのサポート

VMQ接続ポリシー, （335
ページ）

vNICに対し VMQ接続ポリシーを
設定することができます。 VMQ
により、全体の管理オペレーティ

ングシステムへのネットワークパ

フォーマンスが向上します。

VMQ接続ポリシー
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参照先説明機能

DIMMのブラックリスト化,
（488ページ）

メモリテスト実行メッセージをモ

ニタし、DIMM SPDデータ内でメ
モリエラーに遭遇したDIMMをブ
ラックリストに載せます。これに

より、ホストは修正不可能な ECC
エラーに遭遇した DIMMをマップ
から外すことができます。

DIMMのブラックリスト化のサ
ポート

DIMMの修正可能なエラー
処理, （487ページ）

サーバ内のすべての DIMMでの修
正可能および修正不可能なメモリ

エラーをリセットすることができ

ます。

DIMMの修正可能なエラー処理

二要素認証,（152ページ）サードパーティ認証ソフトウェア

と組み合わせて、RADIUSおよび
TACACS+プロバイダーグループ
にパスワード +トークンログイン
方式を実行することにより、Cisco
UCS Managerへのよりセキュアな
アクセスを設定することができま

す。

二要素認証

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 7

このリリースの新規情報および変更情報



参照先説明機能

この機能は、次の設定ガイ

ドで説明されています。

•『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
GUI Configuration
Guide』

•『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
CLI Configuration
Guide』

VM-FEXの設定ガイドは次
のURLから確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10281/products_
installation_and_
configuration_guides_list.html

Cisco UCS ManagerとMicrosoft
SCVMMの統合により、VM-FEX
テクノロジーがMicrosoft仮想化プ
ラットフォームに拡張されます。

このアーキテクチャにより、Cisco
UCS ManagerはMicrosoft SCVMM
がネットワーキングスタックを

セットアップするために使用する

ネットワーキングオブジェクトを

設定することができます。

Microsoft SCVMMは、CiscoUCSM
によって作成されたネットワーク

オブジェクトを受け入れ、VMを
ホストするMicrosoft Hyper-Vホス
トにそれらを展開します。

Hyper-Vは、SR-IOVテクノロジー
を使用して仮想接続を展開します。

リリース 2.2での SR-IOVサポート
により、Microsoft SCVMMとの管
理プレーン統合が強化され、

Hyper-Vホストに一元化されたVM
ネットワーク管理が提供されます。

この導入では、CiscoUCSVICアダ
プタで使用可能な SR-IOVテクノ
ロジーを活用し、ファブリックイ

ンターコネクトを VM対応にする
ことができます。

Hyper-V SRIOV用 VM-FEX統
合

表 2：Cisco UCSリリース 2.2(2) の新機能と変更された動作

参照先説明機能

NetFlowのモニタリング, （
821ページ）

netflow対応ルータから IPトラ
フィックデータを収集できます。

Netflowのモニタリング

LACPポリシー, （324ペー
ジ）

Link Aggregation Control Protocol
（LACP）ポリシーを使用して、リ
ンク集約グループをさらに制御で

きます。

LACP

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
8 OL-31133-02   

このリリースの新規情報および変更情報

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html


参照先説明機能

フラッシュ寿命消耗レベル

のモニタリング,（725ペー
ジ）

特定の Cisco UCSブレードサーバ
で、ソリッドステートドライブの

寿命をモニタリングできます。

消耗レベルのモニタリング

CIMCセキュリティポリ
シー, （469ページ）

リモート接続を制限し、vMedia暗
号化を使用できます。

CIMCセキュリティの機能拡張

グラフィックスカードのモ

ニタリング,（729ページ）
特定の Cisco UCSラックサーバ
で、グラフィックスカードとコン

トローラのプロパティを表示でき

ます。

グラフィックスカードのモニ

タリング

この機能は、次の設定ガイ

ドで説明されています。

•『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
GUI Configuration
Guide』

•『Cisco UCS Manager
VM-FEX for Hyper-V
CLI Configuration
Guide』

VM-FEXの設定ガイドは次
のURLから確認できます。
http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10281/products_
installation_and_
configuration_guides_list.html

アップグレードする前に、警告と

潜在的な問題のリストを表示でき

ます。

自動インストールファームウェ

アの機能拡張

CIMCマウント vMedia, （
527ページ）

リモートファイルの場所から仮想

メディアをマウントできます。CLI
およびWebGUICIMCインターフェ
イスを通じて使用できます。この

機能は、NFS、CIFS、HTTP、
HTTPSなどの、複数の共有タイプ
に対応しています。

スクリプト可能な vMediaのサ
ポート
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参照先説明機能

コミュニティVLAN , （269
ページ）

ファブリックインターコネクトで

コミュニティ VLANを作成でき、
特定のプライマリ VLANで複数の
コミュニティ VLANを維持できま
す。また、サーバ vNICのコミュ
ニティアクセスと共に、無差別ア

クセスとトランクモードもサポー

トします。

コミュニティ VLANのサポー
ト

ログファイルエクスポー

タ, （818ページ）
ログファイルが削除される前に、

リモートサーバにエクスポートで

きます。

ロギングエクスポータ
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第 2 章

Cisco Unified Computing System の概要

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco Unified Computing Systemについて , 11 ページ

• ユニファイドファブリック, 13 ページ

• IPv6への準拠, 14 ページ

• サーバのアーキテクチャおよび接続性, 16 ページ

• CIMCインバンド管理, 22 ページ

• トラフィック管理, 24 ページ

• オプトイン機能, 29 ページ

• Cisco UCSでのバーチャライゼーション, 31 ページ

Cisco Unified Computing Systemについて
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）は、アクセスレイヤネットワーキングとサーバを融
合します。この高性能次世代サーバシステムは、作業負荷に対する敏捷性およびスケーラビリ

ティの高いデータセンターを実現します。

ハードウェアコンポーネントおよびソフトウェアコンポーネントは、1つの統合ネットワークア
ダプタ上に複数のタイプのデータセンタートラフィックを通過させる、シスコユニファイドファ

ブリックをサポートします。

アーキテクチャの単純化

CiscoUCSの簡素化されたアーキテクチャは、必要なデバイスの数を削減し、スイッチングリソー
スを中央に集中させることができます。シャーシ内部でのスイッチングを止めると、ネットワー

クアクセスレイヤのフラグメンテーションが大きく減少します。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
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Cisco UCSは、ラック、またはラックのグループでシスコユニファイドファブリックを実装し、
10ギガビットシスコデータセンターイーサネットリンクおよびFibreChanneloverEthernet（FCoE）
リンク経由でイーサネットおよびファイバチャネルプロトコルをサポートします。

この徹底的な単純化により、スイッチ、ケーブル、アダプタ、および管理ポイントの最高 3分の
2が削減されます。 Cisco UCSドメイン内のデバイスはすべて、1つの管理ドメイン下にとどま
り、冗長コンポーネントの使用中、ハイアベイラビリティを保ちます。

High Availability（高可用性）

CiscoUCSの管理およびデータプレーンはハイアベイラビリティおよび冗長アクセスレイヤファ
ブリックインターコネクトのために設計されています。さらに、Cisco UCSは、データレプリ
ケーションやアプリケーションレベルのクラスタ処理テクノロジーなど、データセンターに対す

る既存のハイアベイラビリティおよびディザスタリカバリソリューションをサポートします。

拡張性

単一の Cisco UCSドメインは、複数のシャーシおよびそれらのサーバをサポートします。それら
はすべて、1つの Cisco UCS Managerを介して管理されます。スケーラビリティの詳細について
は、シスコの担当者にお問い合わせください。

柔軟性

Cisco UCSドメインは、データセンターのコンピューティングリソースを、急速に変化するビジ
ネス要件にすばやく合せることができます。この柔軟性を組み込むかどうかは、ステートレスコ

ンピューティング機能の完全な実装が選択されているかどうかによって決定されます。

必要に応じて、サーバやその他のシステムリソースのプールを適用し、作業負荷の変動への対

応、新しいアプリケーションのサポート、既存のソフトウェアおよびビジネスサービスの拡張、

スケジュール済みのダウンタイムおよび予定されていないダウンタイムの両方への適応を行うこ

とができます。サーバの IDは、最小のダウンタイムで、追加のネットワーク設定を行わずにサー
バからサーバへ移動できるモバイルサービスプロファイルに抽象化することができます。

このレベルの柔軟性により、サーバの IDを変更したり、サーバ、ローカルエリアネットワーク
（LAN）、または Storage Area Network（SAN）を再設定したりせずに、すばやく、簡単にサーバ
の容量を拡張することができます。メンテナンスウィンドウでは、次の操作をすばやく行うこと

ができます。

•予測していなかった作業負荷要求に対応し、リソースとトラフィックのバランスを取り戻す
ために新しいサーバを導入します。

•あるサーバでデータベース管理システムなどのアプリケーションをシャットダウンし、I/O
容量とメモリリソースを拡張した別のサーバでこれを再度起動します。

サーババーチャライゼーションに向けた最適化

Cisco UCSは、VM-FEXテクノロジーを実装するために最適化されています。このテクノロジー
は、より優れたポリシーベースの設定とセキュリティ、会社の運用モデルとの適合、VMwareの
VMotionへの順応など、サーババーチャライゼーションに対してより優れたサポートを実現しま
す。
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ユニファイドファブリック

ユニファイドファブリックを使用すると、単一のデータセンターイーサネット（DCE）ネット
ワーク上で複数の種類のデータセンタートラフィックを行き来させることができます。さまざま

な一連のホストバスアダプタ（HBA）およびネットワークインターフェイスカード（NIC）を
サーバに搭載させる代わりに、ユニファイドファブリックは統合された単一のネットワークアダ

プタを使用します。このタイプのアダプタは、LANおよび SANのトラフィックを同一のケーブ
ルで運ぶことができます。

CiscoUCSは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）を使用して、ファブリックインターコネクトと
サーバ間をつなぐ同一の物理イーサネット接続でファイバチャネルおよびイーサネットのトラ

フィックを運びます。この接続はサーバ上の統合されたネットワークアダプタで終端し、ユニ

ファイドファブリックはファブリックインターコネクトのアップリンクポートで終端します。

コアネットワークでは、LANおよびSANのトラフィックは分かれたままです。CiscoUCSでは、
データセンター全体でユニファイドファブリックを実装する必要はありません。

統合されたネットワークアダプタは、オペレーティングシステムに対してイーサネットインター

フェイスおよびファイバチャネルインターフェイスを提示します。サーバ側では、標準のファ

イバチャネル HBAを確認しているため、オペレーティングシステムは FCoEのカプセル化を認
識していません。

ファブリックインターコネクトでは、サーバ側イーサネットポートでイーサネットおよびファイ

バチャネルのトラフィックを受信します。（フレームを区別する Ethertypeを使用する）ファブ
リックインターコネクトは、2つのトラフィックの種類に分かれます。イーサネットフレームお
よびファイバチャネルフレームは、それぞれのアップリンクインターフェイスにスイッチされ

ます。

Fibre Channel over Ethernet
CiscoUCSは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）標準プロトコルを使用して、ファイバチャネル
を提供します。上部のファイバチャネルレイヤは同じであるため、ファイバチャネル動作モデ

ルが維持されます。 FCoEネットワーク管理と設定は、ネイティブのファイバチャネルネット
ワークと同様です。

FCoEは、物理イーサネットリンク上のファイバチャネルトラフィックをカプセル化します。
FCoEは専用のイーサタイプ 0x8906を使用して、イーサネット上でカプセル化されるため、FCoE
トラフィックと標準イーサネットトラフィックは同じリンク上で処理できます。 FCoEは ANSI
T11標準委員会によって標準化されています。

ファイバチャネルトラフィックには、ロスレストランスポート層が必要です。ネイティブファ

イバチャネルが使用するバッファ間クレジットシステムの代わりに、FCoEはイーサネットリン
クを使用して、ロスレスサービスを実装します。

ファブリックインターコネクト上のイーサネットリンクは、2つのメカニズムを使用して、FCoE
トラフィックのロスレストランスポートを保証します。

•リンクレベルフロー制御

•プライオリティフロー制御
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リンクレベルフロー制御

IEEE802.3xリンクレベルフロー制御では、輻輳の発生している受信側からエンドポイントに対し
て、少しの間、データの送信を一時停止するように信号を送ることができます。このリンクレベ

ルフロー制御では、リンク上のすべてのトラフィックが一時停止します。

送受信方向は個別に設定できます。デフォルトでは、リンクレベルフロー制御は両方向でディ

セーブルです。

各イーサネットインターフェイスで、ファブリックインターコネクトは、プライオリティフロー

制御、またはリンクレベルフロー制御のいずれかをイネーブルにできます。両方をイネーブルに

はできません。

プライオリティフロー制御

プライオリティフロー制御（PFC）機能は、イーサネットリンク上の特定のトラフィッククラス
にポーズ機能を適用します。たとえば、PFCは FCoEトラフィックにロスレスサービスを、標準
イーサネットトラフィックにベストエフォートサービスを提供します。 PFCは、（IEEE 802.1p
トラフィッククラスを使用して）特定のイーサネットトラフィッククラスに、さまざまなレベ

ルのサービスを提供することができます。

PFCは、IEEE 802.1pの CoS値に基づき、ポーズを適用するかどうかを判断します。ファブリッ
クインターコネクトは、PFCをイネーブルにするときに、特定のCoS値を持つパケットにポーズ
機能を適用するように、接続されたアダプタを設定します。

デフォルトでは、ファブリックインターコネクトは、PFC機能をイネーブルにするかどうかのネ
ゴシエーションを行います。ネゴシエーションに成功すると、PFCがイネーブルにされますが、
リンクレベルフロー制御は（設定値に関係なく）ディセーブルのままです。PFCネゴシエーショ
ンに失敗した場合は、PFCをインターフェイスで強制的にイネーブルにするか、IEEE 802.xリン
クレベルフロー制御をイネーブルにできます。

IPv6 への準拠
Cisco UCS Managerは、IPv6アドレッシングをサポートします。このことは、次の理由により重
要です。

• IPv4アドレスは、IPv6アドレスよりアドレス空間が小さい。

•一意の IPv4アドレスの数は有限であり、インターネットのアドレス資源管理団体が使用する
アドレス指定方式が使用可能なアドレスの減少に拍車をかけている。

• IPv6アドレスには大きなアドレス空間があり、使用可能な IPv6アドレスのプールは、IPv4
アドレスのプールよりもはるかに多い。

•顧客によっては、購入するすべてのネットワーキングソフトウェアが IPv6規格に準拠して
いることが求められる。

IPv4アドレッシングをサポートしている Cisco UCS Managerの機能はすべて、IPv6もサポートし
ます。
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グローバルユニキャスト IPv6パブリックアドレスのみがサポートされます。（注）

IPv6アドレスは、管理インターフェイス、Cisco Cisco UCSManager GUI、KVMコンソール、およ
び SSH over SoLへのインバンドアクセスの設定に使用できます。

IPv6アドレスは、CIMCへのアウトオブバンドアクセスではサポートされません。（注）

サポートされるサービス

IPv6アドレスをサポートするサービスは次のとおりです。

• HTTPと HTTPS

• SSH

• Telnet

• CIM XML

• SNMP

•フラッシュポリシーサーバ

クライアントのサポート

IPv6アドレスをサポートする外部クライアントは次のとおりです。

• NTP

• DNS

• DHCP

• LDAP

• RADIUS

• TACACS+

• SSH

• Syslog

• vCenter

• Call Home

• NFS

ファブリックインターコネクト

ファブリックインターコネクトの初期設定は、管理 IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、お
よび DNSサーバに対する IPv6アドレスの使用をサポートしています。
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クラスタセットアップでは、ファブリック Aが IPv6アドレスを使用して設定され、クラスタ設
定が有効になっている場合に、続いてファブリックBが設定されると、セットアッププロセスは
ファブリックAからアドレスタイプを取得し、IPv6アドレスを使用するようユーザに促します。
初期セットアップの完了後、アウトオブバンド（OOB）アクセス用に、両方のファブリックイン
ターコネクトに IPv4アドレスを設定する必要があります。

Cisco UCS Managerおよびファブリックインターコネクトは、IPv4と IPv6の両方のアドレスで
OOBアクセスアドレスをサポートします。

IPv6 アドレッシングをサポートする設定

IIPv6アドレスを使用して、キーリング証明書の要求、SNMPトラップ、管理 IPプールとアドレ
スブロック、サービスプロファイル、サービスプロファイルテンプレート、VLANグループ、
バックアップと復元操作、コアファイルエクスポータ、CiscoUCSManagerSyslog、NTPサーバ、
管理インターフェイスモニタリングポリシーのARPターゲット、システムイベントログ（SEL）
管理、ライセンス管理、ファームウェアのダウンロード、Call Home、および vCenterを設定でき
ます。

LDAP、RADIUSおよび TACACS+認証サービスプロバイダーの設定はすべて、IPv6アドレッシ
ングをサポートします。

サーバ

Cisco UCSブレードサーバおよびラックサーバは、スタティック IPv6アドレスを使用するように
設定できます。サーバ Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのインバンドアクセス
は、IPv6アドレスを使用して行うことができます。管理トラフィックがより広い帯域幅のアップ
リンクポートを使用してファブリックインターコネクトとサーバ間を流れるため、インバンド

アクセスの方が高速です。

Cisco UCS M3およびM4サーバのみが IPv6アドレスをサポートします。 Cisco UCS M1およ
びM2サーバでは IPv6アドレッシングはサポートされません。

（注）

サーバのアーキテクチャおよび接続性

サービスプロファイルの概要

サービスプロファイルは Cisco UCSの中心コンセプトです。各サービスプロファイルには特定
の目的があります。つまり、関連するサーバハードウェアでホストされるアプリケーションをサ

ポートするために必要な設定を、そのサーバハードウェアに確実に設定することです。

サービスプロファイルには、サーバハードウェア、インターフェイス、ファブリック接続、およ

びサーバとネットワークの IDに関する設定情報が保持されます。この情報は、CiscoUCSManager
を使って管理できる形式で保存されています。すべてのサービスプロファイルは一元的に管理さ

れ、ファブリックインターコネクト上のデータベースに格納されます。
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各サーバは、サービスプロファイルと関連付ける必要があります。

各サーバは、いつの時点においても 1つのサービスプロファイルだけに関連付けることがで
きます。同様に、各サービスプロファイルは 1度に 1つのサーバだけに関連付けることがで
きます。

重要

サービスプロファイルをサーバに関連付けると、サーバではオペレーティングシステムとアプリ

ケーションをインストールする準備が整います。サーバの設定はサービスプロファイルで確認す

ることができます。サービスプロファイルに関連付けられたサーバで不具合が発生した場合で

も、サービスプロファイルが別のサーバに自動的にフェールオーバーすることはありません。

サービスプロファイルとの関連付けが解除されると、サーバの IDおよび接続情報は工場出荷時
のデフォルトにリセットされます。

サービスプロファイルによるネットワーク接続

各サービスプロファイルは、サーバに対して、Cisco UCSインフラストラクチャを経由して外部
ネットワークに接続する LANおよび SANネットワーク接続を指定します。 Cisco UCSサーバお
よびその他のコンポーネントについて、ネットワーク接続を手動で設定する必要はありません。

すべてのネットワーク設定は、サービスプロファイルを通じて行われます。

サービスプロファイルをサーバに関連付けると、そのサービスプロファイルの情報を使用して

Cisco UCSの内部ファブリックが設定されます。このプロファイルが以前に別のサーバと関連付
けられていた場合、ネットワークインフラストラクチャが再構成され、新しいサーバに対して同

じネットワーク接続がサポートされます。

サービスプロファイルによる設定

サービスプロファイルはリソースプールとポリシーを利用して、サーバと接続設定を操作しま

す。

サービスプロファイルで設定されたハードウェアコンポーネント

サービスプロファイルがサーバに関連付けられているときには、プロファイルのデータに応じて

次のコンポーネントが設定されます。

• BIOSおよび CIMCを含むサーバ

•アダプタ

•ファブリックインターコネクト

これらのコンポーネントを直接設定する必要はありません。
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サービスプロファイルによるサーバ ID 管理

製造元がサーバハードウェアに記録したネットワーク IDおよびデバイス IDを使用できます。あ
るいは、関連付けられたサービスプロファイルで指定した IDを直接またはMAC、WWN、UUID
などの IDプール経由で使用できます。

次の例は、サービスプロファイルに含めることができる設定情報の方法を示しています。

•プロファイル名と説明

•一意のサーバ ID（UUID）

• MACアドレスなどの LAN接続属性

• WWNなどの SAN接続属性

サービスプロファイルで設定した操作面

次のように、サービスプロファイルで設定できるサーバ操作機能があります。

•ファームウェアパッケージとバージョン

•オペレーティングシステムブート順序と設定

• IPMIと KVMアクセス

サービスプロファイルによる vNIC 設定

vNICは物理ネットワークアダプタで設定される仮想化されたネットワークインターフェイスで
あり、サーバのオペレーティングシステムに物理 NICとして表示されます。システムのアダプ
タの種類によって、作成できる vNICの数は異なります。たとえば、統合ネットワークアダプタ
には NICが 2つあります。つまり、アダプタごとに最大 2つの vNICを作成できます。

vNICはイーサネット上で通信し、LANトラフィックを処理します。少なくとも、各 vNICには
名前、ファブリック接続、ネットワーク接続を設定する必要があります。

サービスプロファイルによる vHBA 設定

vHBAとは、物理ネットワークアダプタ上に設定される仮想化されたホストバスアダプタのこと
で、サーバのオペレーティングシステムには物理 HBAに見えます。システムのアダプタの種類
に応じて作成できる vHBAの数が決まります。たとえば、統合ネットワークアダプタには HBA
が 2つあります。つまり、アダプタごとに最大 2つの vHBAを作成できます。他方、ネットワー
クインターフェイスカードには HBAがありません。これは、アダプタで vHBAを作成できない
ことを意味します。

vHBAは FCoE上で通信し、SANトラフィックを処理します。少なくとも、各 vHBAには名前と
ファブリック接続を設定する必要があります。
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サーバ ID を上書きするサービスプロファイル

このタイプのサービスプロファイルにより、柔軟性と制御性が最大化されます。このプロファイ

ルを使用すると、アソシエーション時にサーバに設定された ID値を上書きし、CiscoUCSManager
で設定されたリソースプールとポリシーを使用して一部の管理タスクを自動化できます。

このサービスプロファイルは、あるサーバとの関連付けを解除して、別のサーバに関連付けるこ

とができます。この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サーバプールポ

リシーを通じて行うこともできます。 UUIDやMACアドレスなど、新しいサーバの工場出荷時
の設定は、サービスプロファイルでの設定で上書きされます。その結果、サーバでの変更はネッ

トワークには透過的に行われます。新しいサーバの使用を開始するために、ネットワークでコン

ポーネントやアプリケーションを再設定する必要はありません。

このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを

利用し、管理できるようになります。

• MACアドレスのプール、WWNアドレス、UUIDなどの仮想 ID情報

•イーサネットおよびファイバチャネルアダプタプロファイルポリシー

•ファームウェアパッケージポリシー

•オペレーティングシステムブート順序ポリシー

サービスプロファイルに電源管理ポリシー、サーバプール資格情報ポリシー、または特定のハー

ドウェア設定が必要な別のポリシーが含まれていない場合は、そのサービスプロファイルをCisco
UCSドメインのどのタイプのサーバにも使用できます。

これらのサービスプロファイルは、ラックマウントサーバまたはブレードサーバのどちらかに

関連付けることができます。サービスプロファイルの移行の可否は、サービスプロファイルの

移行制限を選択するかどうかによって決まります。

移行を制限しない場合、既存のサービスプロファイルを移行する前に、Cisco UCS Managerに
よる新規サーバに対する互換性チェックは実行されません。両方のハードウェアが似ていな

い場合、関連付けが失敗することがあります。

（注）

サーバ ID を継承するサービスプロファイル

このハードウェアベースのサービスプロファイルは使用も作成も簡単です。このプロファイル

は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。これは特

定のサーバに関連付けられているため、別のサーバへの移動や移行はできません。

このサービスプロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ

ん。

このサービスプロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID情報および設定情
報を継承し、適用します。

• 2つの NICのMACアドレス
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•統合ネットワークアダプタまたは仮想インターフェイスカードについては、2つの HBAの
WWNアドレス

• BIOSバージョン

•サーバの UUID

このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値

が変更された場合、このサービスプロファイルを通じて継承されたサーバの IDおよび設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

重要

サービスプロファイルテンプレート

サービスプロファイルテンプレートを使用して、vNICや vHBAの個数などの同じ基本パラメー
タ、および同じプールから取得された ID情報を使ってすばやく複数のサービスプロファイルを
作成できます。

既存のサービスプロファイルに類似した値を持つ 1つのサービスプロファイルだけが必要な
場合は、Cisco UCS Manager GUIでサービスプロファイルを複製できます。

ヒント

たとえば、データベースソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の

サービスプロファイルが必要である場合、手動、または既存のサービスプロファイルから、サー

ビスプロファイルテンプレートを作成できます。その後、このテンプレートを使用して、サー

ビスプロファイルを作成します。

Cisco UCSは、次のタイプのサービスプロファイルテンプレートをサポートしています。

初期テンプレート

初期テンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパティをす

べて継承します。初期のサービスプロファイルテンプレートから作成されたサービスプロ

ファイルはテンプレートにバインドされます。ただし、初期のテンプレートに対して行わ

れた変更は、バインドされたサービスプロファイルに自動的に伝播されません。バインド

されたサービスプロファイルに変更を伝播したい場合は、そのサービスプロファイルをア

ンバインドしてから、再び初期テンプレートにバインドします。

アップデートテンプレート

アップデートテンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパ

ティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をそのまま保持します。アップデートテ

ンプレートを変更すると、このテンプレートから作成されたサービスプロファイルが自動

的にアップデートされます。
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ポリシー

ポリシーは、ある特定の状況で、Cisco UCSコンポーネントがどのように動作するかを決定しま
す。大半のポリシーで複数のインスタンスを作成することができます。たとえば、サーバに応じ

て、PXEブート、SANブート、ローカルストレージからのブートを使い分けられるように、異な
るブートポリシーが必要になる場合があります。

ポリシーにより、システム内で機能を区別することができます。対象に関する専門家は、その対

象に関する専門知識を持たない他者により作成されたサービスプロファイルで使用されるポリ

シーを定義できます。たとえば、LANアドミニストレータは、そのシステムのアダプタポリ
シー、およびQuality Of Serviceポリシーを作成できます。その後、これらのポリシーは、LAN管
理に関する専門的な知識を持たない、または知識が限定されている他者によって作成されたサー

ビスプロファイルで使用できます。

Cisco UCS Managerでは、次の 2つのタイプのポリシーを作成して使用できます。

•サーバおよびその他のコンポーネントを設定する設定ポリシー

•特定の管理、モニタリング、およびアクセスコントロール機能を制御する操作ポリシー

Pools
プールは、システムで使用できる IDのコレクション、物理リソース、または論理リソースです。
すべてのプールはサービスプロファイルの柔軟性を高め、システムリソースを中央で集中管理で

きるようにします。

プールを使用して、未設定のサーバや、使用可能なサーバ ID情報の範囲を、データセンターに
とって意味のあるグループに分割することができます。たとえば、特性が似ている未設定のサー

バのプールを作成し、そのプールをサービスプロファイルに含めると、ポリシーを使用して、

サービスプロファイルと使用可能な未設定のサーバを関連付けることができます。

MACアドレスなどの ID情報をプールすると、特定のアプリケーションをホストするサーバに事
前に範囲を割り当てることができます。たとえば、すべてのデータベースサーバに同じ範囲の

MACアドレス、UUID、WWNを設定できます。

Domain Pools

[Domain Pools]は、Cisco UCSドメインでローカルに定義され、そのCisco UCSドメインでのみ使
用できます。

Global Pools

[Global Pools]は、Cisco UCS Centralで定義され、Cisco UCSドメイン間で共有できます。 Cisco
UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されている場合は、Cisco UCS Managerで [Global Pools]
を割り当てることができます。
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CIMC インバンド管理
マルチテナント、パブリックまたはプライベートサービスプロバイダークラウド展開において

プロバイダートラフィックからテナントトラフィックを分割したいという要望に応える形で、

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのインバンド管理アクセスの提供が推し進めら
れました。アウトオブバンド（OOB）管理トラフィックは、ファブリックインターコネクト内外
を移動し、管理ポート経由で管理プレーンを通過します。これにより、ボトルネックを引き起

し、管理ポートで CPUの帯域幅に影響を及ぼす可能性があります。

インバンド管理によって、CIMCトラフィックはデータトラフィックと同じパスを使用してアッ
プリンクポート経由でファブリックインターコネクトに入退出することができます。アップリ

ンクポートに使用可能な高帯域幅は、インバンドアクセスが管理トラフィックを大幅に加速し、

トラフィックボトルネックと CPU負荷のリスクを軽減することを意味します。アウトオブバン
ド（OOB）およびインバンドアドレスプールの両方を、Cisco UCS Managerの管理アクセス用に
設定できます。アウトオブバンドアクセスは IPv4アドレスのみをサポートしています。インバ
ンドアクセスは、IPv4および IPv6アドレス両方をサポートし、シングルまたはデュアルスタッ
ク管理が可能です。

Cisco UCS Managerブレードおよびラックサーバで設定できる 2つの OOB管理インターフェイス
アドレスは以下になります。

•グローバル ext-mgmtプール経由で物理サーバに割り当てられた OOB IPv4アドレス

•物理サーバに関連付けられたサービスプロファイルから取得した OOB IPv4アドレス

さらに、最大 4つのインバンド管理インターフェイスアドレスを設定できます。

•物理サーバに割り当てられたインバンド IPv4アドレス

•物理サーバに関連付けられたサービスプロファイルから取得したインバンド IPv4アドレス

•物理サーバに割り当てられたインバンド IPv6アドレス

•物理サーバに関連付けられたサービスプロファイルから取得したインバンド IPv6アドレス

各サーバの複数のインバンド管理 IPアドレスは追加のCIMCセッションをサポートします。OOB
アドレスとインバンドアドレスの両方を設定すると、ユーザがサーバ、SSH to SoL、サービスプ
ロファイル、KVM Launch Manager、または Cisco UCS Manager GUI web URLから KVMを開始す
るときに、[KVM Console]ダイアログボックスにあるこれらのアドレスのリストから選択するこ
とができます。

CIMCインバンドアクセスは次のサービスをサポートします。

• KVMコンソール

• SoL用の CIMCへの SSH

• ISO準拠の vMedia、仮想 CD/DVD、リムーバブルディスク、およびフロッピー
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Cisco UCS M3およびM4サーバだけが、インバンド CIMCアクセスをサポートします。 Cisco
UCS M1およびM2サーバ用のインバンド CIMCアクセスはサポートされません。

（注）

IPv4または IPv6アドレスのインバンド IPプールを設定し、それらを使用してサーバにアドレス
を割り当てることができます。インバンド VLANグループを設定し、サービスプロファイルを
使用してサーバに割り当てることができます。

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でインバンドネットワーク

（VLAN）を選択するためには、インバンドVLANグループでインバンドプロファイルを設定す
る必要があります。

インバンドプロファイルでネットワークおよび IPプール名を設定して、インバンドCIMCアドレ
スを Cisco UCS M3およびM4サーバに割り当てることができます。

Cisco UCS Managerリリース 2.2 からのダウングレードに関する考慮事項

Cisco UCSManagerリリース 2.2からリリース 2.1以前にダウングレードする前に、以下を含む
すべてのインバンド設定を削除する必要があります。

注意

•インバンドと設定されたサービスプロファイルからのインバンド設定

•インバンドと設定されたサービスプロファイルテンプレートからのインバンド設定

•インバンドアクセス用に設定されたサーバ CIMCの IPアドレス

• IPv6アドレスに設定されたアドレスブロックと IPプール

•インバンドVLANグループ、ネットワーク、IPプール名を含むLANクラウドに関連付け
られたグローバルポリシーのインバンドプロファイル

ダウングレードの前にすべてのインバンド設定を削除しない場合、インバンド管理および IPv6
アドレッシングがCiscoUCSManagerリリース2.1でサポートされていないため、ダウングレー
ド処理が失敗します。

インバンド管理サポート

CiscoUCSManagerでは、以下の外部サービスに対してインバンド管理アクセスがサポートされま
す。

• KVM

• ISO準拠の vMedia、仮想 CD/DVD、リムーバブルディスク、およびフロッピー

• SSH to SoL
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IPv4または IPv6アドレスのインバンド IPプールを設定し、それらを使用してサーバにアドレス
を割り当てることができます。インバンド VLANグループを設定し、サービスプロファイルを
使用してサーバに割り当てることができます。

トラフィック管理

オーバーサブスクリプション

オーバーサブスクリプションは、同じファブリックインターコネクトポートに複数のネットワー

クデバイスが接続されているときに発生します。ポートが短時間でも最高速度で実行されること

はほとんどないため、これにより、ファブリックインターコネクトの使用が最適化されます。そ

の結果、オーバーサブスクリプションが正しく設定されていれば、使用されていない帯域幅を活

用できるようになります。しかし、オーバーサブスクリプションの設定に間違いがあると、帯域

幅のコンテンションが起こり、オーバーサブスクライブポートを使用しているすべてのサービス

で Quality Of Serviceが低下します。

たとえば、4つのサーバが1つのアップリンクポートを共有していて、これらのサーバがすべて、
このアップリンクポートで使用できる帯域幅よりも大きい累積率でデータを送信しようとした場

合に、オーバーサブスクリプションが発生します。

オーバーサブスクリプションにおける検討事項

以下の要因は、Cisco UCSドメインでのオーバーサブスクリプションの設定方法に影響を与える
可能性があります。

アップリンクポートに対するサーバに面したポートの比率

この比率はパフォーマンスに影響を与えるため、システム内のサーバに面したポートの数と、アッ

プリンクポートの数を知っている必要があります。たとえば、使用しているシステムに、サーバ

と通信できるポートが 20個あるときに、ネットワークと通信できるポートが 2つだけの場合、こ
のアップリンクポートはオーバーサブスクライブされます。この状況では、サーバにより作成さ

れるトラフィックの量もパフォーマンスに影響を与えます。

ファブリックインターコネクトからネットワークへのアップリンクポートの数

Cisco UCSファブリックインターコネクトと LANの上位層の間にさらにアップリンクポートを
追加して、帯域幅を増やすことができます。 Cisco UCSでは、すべてのサーバと NICが確実に
LANにアクセスできるようにするために、ファブリックインターコネクトごとに少なくとも 1つ
のアップリンクポートが必要です。 LANアップリンクの数は、すべての Cisco UCSサーバで使
用される帯域幅の合計により決定されます。

6100シリーズファブリックインターコネクトでは、ファイバチャネルアップリンクポートは拡
張スロットでのみ使用できます。使用可能なファイバチャネルアップリンクの数を増やすには、

拡張スロットを追加する必要があります。イーサネットアップリンクポートは、固定スロット

と拡張スロットに存在できます。
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Cisco UCS Managerのバージョン 2.0以降を実行している 6200シリーズファブリックインターコ
ネクトの場合、イーサネットアップリンクポートとファイバチャネルアップリンクポートは、

ベースモジュールと拡張モジュールの両方で設定可能です。

たとえば、2つの Cisco UCS 5100シリーズシャーシにハーフ幅の Cisco UCS B200-M1サーバを満
載した場合、サーバの数は 16台になります。ファブリックインターコネクト 1つあたり LAN
アップリンクが 1つのクラスタ設定では、これら 16台のサーバは 20GbEの LAN帯域幅を共有し
ます。より大きい容量が必要である場合、ファブリックインターコネクトからさらにアップリン

クを追加する必要があります。クラスタ設定では、アップリンクを対称設定にすることを推奨し

ます。この例で、ファブリックインターコネクト 1つにつき使用されるアップリンクの数が 4つ
である場合、16台のサーバが 80GBの帯域幅を共有することになるため、各サーバの容量は約
5GBになります。 Cisco UCSファブリックインターコネクトで複数のアップリンクが使用されて
いる場合、ネットワーク設計チームは、この容量を最大限に活用するために、ポートチャネルの

使用を検討する必要があります。

I/O モジュールからファブリックインターコネクトへのアップリンクポートの数

使用するアップリンクポートの数とケーブルの本数を増やすことにより、I/Oモジュールとファ
ブリックインターコネクトの間の帯域幅を増やすことができます。CiscoUCSでは、I/Oモジュー
ルと Cisco UCS 6100シリーズファブリックインターコネクトを接続するために、ケーブルを 1
本、2本、または 4本使用できます。 2208 I/Oモジュールと 6248ファブリックインターコネクト
を接続すると、最大 8本のケーブルを使用できます。ケーブルの本数により、アクティブアップ
リンクポートの数、およびオーバーサブスクリプションの比率が決定されます。

サーバからファブリックインターコネクトへのアクティブリンクの数

各サーバで使用可能なオーバーサブスクライブされていない帯域幅の量は、使用する I/Oモジュー
ル数と、それらの I/Oモジュールをファブリックインターコネクトに接続するために使用するケー
ブル数によって異なります。別の I/Oモジュールを設置すると、サーバに追加の帯域幅と冗長性
が提供されます。設計のこのレベルの柔軟性により、80Gbps（それぞれ 4つのリンクを持つ 2つ
の I/Oモジュール）から 10 Gbps（1つのリンクを持つ 1つの I/O）までの任意の帯域幅をシャー
シに提供できます。

シャーシに 80Gbpsを提供した場合、CiscoUCSドメインの各ハーフ幅サーバは、オーバーサブス
クライブされていない設定で最大 10 Gbps、2:1オーバーサブスクリプションで最大 20 Gbpsを使
用できます。

オーバーサブスクリプションの概算に関するガイドライン

ファブリックインターコネクトポートに対する最適なオーバーサブスクリプション率を概算する

場合は、次のガイドラインを考慮してください。

コスト/パフォーマンススライダ

コストとパフォーマンスの優先順位付けは、データセンターによってそれぞれ異なり、オーバー

サブスクリプションの設定に直接影響します。オーバーサブスクリプションにおけるハードウェ

アの使用方法を計画する場合は、このスライダでデータセンターが位置する場所を知る必要があ

ります。たとえば、データセンターでコストよりもパフォーマンスを重視する場合は、オーバー
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サブスクリプションを最小限に抑えることができます。しかし、ほとんどのデータセンターで

は、コストは大きい影響を与える要因であるため、オーバーサブスクリプションは慎重に計画す

る必要があります。

Bandwidth Usage

各サーバで実際に使用されると予想される帯域幅の概算値は、ファブリックインターコネクト

ポートへの各サーバの割り当て、およびその結果からポートのオーバーサブスクリプション率を

決定するときに重要です。オーバーサブスクリプションでは、サーバにより消費されるトラフィッ

クの平均値（単位はGB）、設定された帯域幅に対する使用された帯域幅の比率、および帯域幅の
使用が上昇する時間を考慮する必要があります。

ネットワークタイプ

ネットワークタイプはアップリンクポート上のトラフィックにのみ関係します。これは、Cisco
UCSの外部には FCoEが存在しないからです。その他のデータセンターネットワークは、LAN
と SANトラフィックを区別するだけです。したがって、ファブリックインターコネクトポート
のオーバーサブスクリプションの概算を行う場合、ネットワークタイプを考慮する必要はありま

せん。

ピン接続

Cisco UCSでのピン接続は、アップリンクポートだけに関係します。イーサネットトラフィッ
ク、または FCoEトラフィックをあるサーバから、特定のアップリンクイーサネットポート、ま
たはアップリンク FCポートにピン接続することができます。

物理サーバと仮想サーバの両方の NICおよび HBAをアップリンクポートにピン接続する場合、
ファブリックインターコネクトからユニファイドファブリックを制御できるようにします。こ

の制御により、アップリンクポートの帯域幅の利用がさらに最適化されます。

Cisco UCSは、ピングループを使用して、どの NIC、vNIC、HBA、vHBAをアップリンクポート
にピン接続するかを管理します。サーバにピン接続を設定するには、直接ピングループを割り当

てるか、ピングループを vNICポリシーに含めてから、サーバに割り当てられているサービスプ
ロファイルにその vNICポリシーを追加します。サーバ上の vNICまたは vHBAからのトラフィッ
クはすべて、I/Oモジュールを経由して同じアップリンクポートに流れます。

ピン接続に関するガイドライン

ピングループおよびアップリンクポートに対するピン接続における最適な設定を判断する場合、

サーバについて予想される帯域幅使用状況を考慮します。システムに含まれるサーバの一部が大

量の帯域幅を使用することがわかっている場合は、必ず、これらのサーバを別のアップリンク

ポートにピン接続してください。

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。
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•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。

表 3：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

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 27

トラフィック管理



説明システムクラス

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
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。
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オプトイン機能

各 Cisco UCSドメインは、すべての機能を使用する許可を得ています。システムの設定方法に応
じて、既存の環境への統合を簡単にするために、一部の機能をオプトインするか、これらをオプ

トアウトするかを決定することができます。プロセスの変化が起こった場合、システム設定を変

更して、オプトイン機能の 1つまたは両方を加えることができます。

オプトイン機能は次のとおりです。

•ステートレスコンピューティング。この機能で利用されるモバイルサービスプロファイル
には、各コンポーネント（サーバ、アダプタなど）がステートレスであるプールとポリシー

が含まれています。

•組織およびロールベースのアクセスコントロールを使用して、システムを複数の小さな論理
セグメントに分割するマルチテナント機能

ステートレスコンピューティング

ステートレスコンピューティングにより、サービスプロファイルを使用して、あるサーバの固有

情報を同じ Cisco UCSドメイン内の別のサーバに適用できます。サーバの固有情報には、サーバ
を識別し Cisco UCSドメイン内で一意のものにするための要素が含まれます。これらの要素のい
ずれかを変更すると、サーバはブートステータスのアクセス、使用、実現ができなくなります。

サーバの固有情報を構成する要素は次のとおりです。

•ファームウェアバージョン

• UUID（サーバの識別に使用される）

• MACアドレス（LAN接続に使用される）

•ワールドワイド名（SAN接続に使用される）

•ブート設定

ステートレスコンピューティングは、高度に柔軟なサーバを使ったダイナミックなサーバ環境を

作成します。 Cisco UCSドメイン内の物理サーバはすべて、サービスプロファイルとの関連付け
が形成されるまで匿名のままです。その後、サービスプロファイルでこのサーバの IDが設定さ
れます。このサーバでビジネスサービスが不要になった場合は、サーバをシャットダウンし、

サービスプロファイルの関連付けを解除してから、別のサービスプロファイルを関連付け、同じ

物理サーバ用に別の IDを作成します。この「新しい」サーバは、別のビジネスサービスをホス
トできます。

ステートレス状態の柔軟性をフルに活用するためには、サーバのオプションローカルディスクは

スワップ用スペースまたは一時スペースだけに使用し、オペレーティングシステムやアプリケー

ションデータの保存には使用しないでください。

Cisco UCSドメインのすべての物理サーバに対して、ステートレスコンピューティングを完全実
装することもできますし、ステートレスサーバを使用しないことをもできます。また、これら 2
種類を混在させることも可能です。
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ステーレスコンピューティングをオプトインする場合

Cisco UCSドメイン内の各物理サーバはサービスプロファイルで定義されます。どのようなサー
バでも、あるアプリケーションのセットをホストするために使用しているときに、データセンター

の必要に応じて、別のアプリケーションやビジネスサービスのセットに割り当てなおすことがで

きます。

Cisco UCSドメインで定義されているポリシーやリソースのプールを指し示すサービスプロファ
イルを作成します。サーバプール、WWNプール、およびMACプールにより、未割り当てのリ
ソースはすべて、必要に応じて使用できることが保証されます。たとえば、物理サーバで不具合

が発生した場合は、ただちにサービスプロファイルを別のサーバに割り当てることができます。

サービスプロファイルは、WWNやMACアドレスなど、オリジナルのサーバと同じ IDを新しい
サーバに与えるので、データセンターインフラストラクチャの残りの部分では、この新しいサー

バとオリジナルのサーバは同じものと認識されます。LANや SANで設定を変更する必要はあり
ません。

ステートレスコンピューティングからオプトアウトする場合

Cisco UCSドメイン内の各サーバは、従来のラックマウント型サーバとして扱われます。

ハードウェアに書き込まれた ID情報を継承するサービスプロファイルを作成し、それらを使用
してサーバの LANまたは SAN接続を設定します。ただし、サーバハードウェアに不具合が発生
した場合は、サービスプロファイルを新しいサーバに割り当てることはできません。

マルチテナント機能

マルチテナント機能を使用すると、Cisco UCSドメインの大きな物理的インフラストラクチャを
組織と呼ばれる論理的なエンティティに分割することができます。その結果、各組織に専用の物

理インフラストラクチャを設けなくても各組織を論理的に分離できます。

マルチテナント環境では、関連する組織を通じて、各テナントに一意のリソースを割り当てられ

ます。これらのリソースには、各種のポリシー、プール、および Quality of Service定義などがあ
ります。また、すべてのユーザにすべての組織へのアクセス権を付与する必要がない場合は、ロ

ケールを実装して、組織ごとにユーザ権限やロールを割り当てたり、制限したりすることもでき

ます。

マルチテナント環境をセットアップすると、すべての組織が階層的になります。最上位の組織は

常にルートです。ルートに作成したポリシーおよびプールはシステム全体にわたるもので、この

システムに含まれるすべての組織で使用できます。しかし、他の組織で作成されたポリシーや

プールが使用できるのは、同じ階層でそれより上にある組織だけです。たとえば、あるシステム

にFinanceとHRという組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HRは Finance組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。しかし、FinanceとHRは両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。

マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に対して、次の

うちの 1つ以上をセットアップすることもできます。

•リソースプール

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
30 OL-31133-02   

オプトイン機能



•ポリシー

•サービスプロファイル

•サービスプロファイルテンプレート

マルチテナント機能を選択する場合

各 Cisco UCSドメインは複数の異なる組織に分割されます。マルチテナント機能の実装で作成さ
れる組織のタイプは、企業のビジネスニーズによって異なります。たとえば、次の単位を表す組

織があげられます。

•マーケティング、財務、エンジニアリング、人事など、企業内のエンタープライズグループ
または部門

•サービスプロバイダーに対するさまざまなカスタマー、またはネームサービスドメイン

管理が認可されている組織だけにユーザがアクセスできるように、ロケールを作成することがで

きます。

マルチテナント機能を選択しない場合

Cisco UCSドメインは、ルート組織にすべてのデータが入った 1つの論理エンティティのままで
す。すべてのポリシーおよびリソースプールは、このCisco UCSドメイン内のどのサーバにでも
割り当てることができます。

Cisco UCSでのバーチャライゼーション

バーチャライゼーションの概要

仮想化により、独立して実行する複数の仮想マシン（VM）を同一の物理マシン上に隣接させて作
成できます。

各仮想マシンは、仮想ハードウェア（メモリ、CPU、NIC）の独自のセットを持ち、その上でオペ
レーティングシステムと十分に設定されたアプリケーションがロードされます。オペレーティン

グシステムは、実際の物理ハードウェアコンポーネントに関係なく、一貫性があり正常なハード

ウェア一式を認識します。

仮想マシンでは、プロビジョニングと物理サーバ間での移動を迅速に行うために、ハードウェア

とソフトウェアの両方が単一のファイルにカプセル化されます。仮想マシンは 1つの物理サーバ
から別のサーバへ数秒で移動することができ、メンテナンスのためのダウンタイムを必要とせず、

途切れることのない作業負荷を集約します。

仮想ハードウェアは、多数のサーバ（それぞれのサーバは独立した仮想マシン内で実行する）を

単一の物理サーバ上で実行できるようにします。バーチャライゼーションの利点は、コンピュー

ティングリソースをより適切に使用でき、サーバ密度を高め、サーバの移行をスムーズに行える

ことです。
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Cisco Virtual Machine ファブリックエクステンダの概要
仮想サーバの実装は、1つの物理サーバのゲストとして実行される 1つまたは複数の VMで構成
されます。ゲスト VMは、ハイパーバイザまたは仮想マシンマネージャ（VMM）と呼ばれるソ
フトウェアレイヤによってホストされ管理されます。通常、ハイパーバイザは各 VMへの仮想
ネットワークインターフェイスを示し、VMから他のローカル VMへのトラフィックのレイヤ 2
スイッチング、または外部ネットワークに対する別のインターフェイスへのトラフィックのレイ

ヤ 2スイッチングを実行します。

Cisco Virtual Interface Card（VIC）アダプタと連携して、Cisco Virtual Machineファブリックエクス
テンダ（VM-FEX）はファブリックインターコネクトの外部ハードウェアベーススイッチング用
のハイパーバイザによって、VMトラフィックのソフトウェアベースのスイッチングをバイパス
します。この方法により、サーバのCPU負荷を軽減し、高速スイッチングを行い、ローカルおよ
びリモートトラフィックに豊富なネットワーク管理機能セットを適用することができます。

VM-FEXは IEEE 802.1Qbhポートエクステンダアーキテクチャを VMに拡張するために、各 VM
インターフェイスに仮想 Peripheral Component Interconnect Express（PCIe）デバイスとスイッチ上
の仮想ポートを提供します。このソリューションにより、VMインターフェイス上で、正確なレー
ト制限と QoS（Quality of Service）保証が可能になります。

ネットワークインターフェイスカードと統合ネットワークアダプタを使用したバー

チャライゼーション

ネットワークインターフェイスカード（NIC）と統合ネットワークアダプタによって、標準的な
VMwareのサーバにインストールされた ESXとの統合による仮想環境と、VCから実行されるす
べての仮想マシンの管理がサポートされます。

仮想マシンのポータビリティ

サービスプロファイルを実装すると、1つのサーバから別のサーバに、サーバの識別情報を簡単
に移動できるようになります。新規サーバをイメージ化すると、ESXはそのサーバを元のサーバ
のように扱います。

同一サーバ上の仮想マシン間の通信

これらのアダプタは、同一サーバ上の仮想マシン間における標準の通信手段を実装します。 ESX
ホストが複数の仮想マシンを含む場合、すべての通信はサーバ上の仮想スイッチを通過させる必

要があります。

システムでネイティブな VMwareドライバを使用する場合、仮想スイッチはネットワーク管理者
のドメインには参加せず、どのネットワークポリシーの制約も受けません。結果として、たとえ

ば、ネットワークのQoSポリシーは、仮想スイッチを通ってVM1からVM2に流れるどのデータ
パケットにも適用されません。

Nexus 1000などの別の仮想スイッチがシステムに含まれている場合、その仮想スイッチは、ネッ
トワーク管理者がそのスイッチ上で設定したネットワークポリシーに従います。
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仮想インターフェイスカードアダプタでのバーチャライゼーション

Cisco VICアダプタは、単一 OSの導入と VMベースの導入の両方に対応するように設計された統
合型ネットワークアダプタ（CNA）です。 VICアダプタは、最大 128の仮想ネットワークイン
ターフェイスカード（vNIC）を含む、静的または動的な仮想化インターフェイスをサポートしま
す。

VICアダプタは、VM-FEXをサポートし、仮想マシンインターフェイスとの間の、トラフィック
のハードウェアベースのスイッチング機能を提供します。
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第 3 章

Cisco UCS Manager の概要

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCS Managerの概要 , 35 ページ

• Cisco UCS Managerで実行可能なタスク , 37 ページ

• Cisco UCS Managerで実行できないタスク , 38 ページ

• ハイアベイラビリティ環境の Cisco UCS Manager, 39 ページ

Cisco UCS Managerの概要
CiscoUCSManagerはCiscoUCSドメイン内のすべてのコンポーネントの管理システムです。Cisco
UCSManagerは、ファブリックインターコネクト内で実行します。この管理サービスで使用でき
るインターフェイスのいずれかを使用して、ファブリックインターコネクトに接続されたシャー

シすべてのネットワークおよびサーバリソースにアクセスしたり、これらを設定、管理、および

モニタしたりすることができます。

複数の管理インターフェイス

Cisco UCSManagerは Cisco UCSドメインを管理するためにユーザが使用できる次のインターフェ
イスを含みます。

• Cisco UCS Manager GUI

• Cisco UCS Manager CLI

• XML API

• KVM

• IPMI

ほとんどすべてのタスクは、これらのインターフェイスのいずれでも実行できます。また、ある

インターフェイスで実行されたタスクの結果は、他のタスクにも自動的に表示されます。

ただし、次の操作はできません。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
    OL-31133-02 35



• Cisco UCS Manager GUIを使用して Cisco UCS Manager CLIを呼び出す。

• Cisco UCS Manager GUIの Cisco UCS Manager CLIを介して実行されたコマンドの結果を参照
する。

• Cisco UCS Manager GUIから CLI出力を生成する。

集中管理

CiscoUCSManagerは、複数の管理ポイントを使用するのではなく、リソースおよびデバイスの管
理を一元化します。この集中管理には、Cisco UCSドメイン内の次のデバイスの管理が含まれま
す。

•ファブリックインターコネクト。

•仮想サーバ用ソフトウェアスイッチ。

•シャーシおよびサーバにおける電源および環境管理。

•サーバネットワークインターフェイスの設定とファームウェアの更新（イーサネット NIC
および統合型ネットワークアダプタ）。

•サーバに対するファームウェアおよび BIOS設定。

仮想サーバおよび物理サーバのサポート

CiscoUCSManagerは、サーバの ID、I/Oの設定、MACアドレスおよびワールドワイド名、ファー
ムウェアのリビジョン、ネットワークプロファイルなどのサーバ状態情報をサービスプロファイ

ルに要約します。サービスプロファイルをシステム内のサーバリソースに適用して、VICアダ
プタの提供する仮想デバイスに接続されている物理サーバ、仮想サーバ、および仮想マシンに同

様の柔軟性とサポートを提供することができます。

ロールベース管理とマルチテナント機能のサポート

Cisco UCS Managerでは、柔軟に定義されたロールがサポートされるため、データセンターは、
ディスクリートサーバ、ストレージ、およびネットワーク管理と同じベストプラクティスを使用

して、Cisco UCSドメインを操作することができます。データセンターでのユーザの責任を反映
した権限を持つユーザロールを作成することができます。たとえば、次のロールを作成できま

す。

•サーバ関連設定を制御できるサーバアドミニストレータロール

• StorageAreaNetwork（SAN）に関連するタスクを制御できるストレージアドミニストレータ
ロール

•ローカルエリアネットワーク（LAN）に関連するタスクを制御できるネットワークアドミ
ニストレータロール

Cisco UCSはマルチテナント対応で、システムの管理ソフトウェアが APIを使用して Cisco UCS
リソースへ制御されたアクセスを行えるようにするプリミティブを公開します。マルチテナント
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環境では、Cisco UCS Managerにより、ユーザの範囲を特定の組織に制限できるユーザロールの
ロケールを作成することができます。

Cisco UCS Managerで実行可能なタスク
Cisco UCS Managerを使用して、Cisco UCSドメイン内のすべての物理的デバイスおよび仮想デバ
イスに対する管理タスクを実行できます。

Cisco UCSハードウェア管理

Cisco UCSManagerを使用して、以下のような Cisco UCSドメイン内のすべてのハードウェアを管
理できます。

•シャーシ

•サーバ

•ファブリックインターコネクト

• Fans

•ポート

•インターフェイスカード

• I/Oモジュール

Cisco UCSリソース管理

Cisco UCSManagerを使用して、以下のような Cisco UCSドメイン内のすべてのリソースを作成お
よび管理できます。

•サーバ

• WWNアドレス

• MACアドレス

• UUID

•帯域幅

サーバ管理

サーバ管理者は Cisco UCS Managerを使用して、以下のような Cisco UCSドメイン内のサーバ管
理タスクを実行できます。

•サーバプール、および資格ポリシーなどこれらのプールに関係するポリシーの作成

•ディスカバリポリシー、スクラブポリシー、IPMIポリシーなど、サーバで使用されるポリ
シーの作成

•サービスプロファイル、および必要に応じてサービスプロファイルテンプレートの作成
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•サーバへのサービスプロファイルの適用

•障害、アラーム、および機器のステータスのモニタ

ネットワーク管理

ネットワーク管理者は Cisco UCS Managerを使用して、以下のような Cisco UCSドメインの LAN
設定を作成するのに必要なタスクを実行できます。

•アップリンクポート、ポートチャネル、および LAN PINグループの設定

• VLANの作成

• Quality Of Serviceクラスおよび定義の設定

• MACアドレスプール、イーサネットアダプタプロファイルなど、ネットワーク設定に関連
したプールおよびポリシーの作成

ストレージ管理

ストレージ管理者は Cisco UCS Managerを使用して、以下のような Cisco UCSドメインの SAN設
定を作成するのに必要なタスクを実行できます。

•ポート、ポートチャネル、および SAN PINグループの設定

• VSANの作成

• Quality Of Serviceクラスおよび定義の設定

• WWNアドレスプール、ファイバチャネルアダプタプロファイルなど、ネットワーク設定
に関連したプールおよびポリシーの作成

Cisco UCS Managerで実行できないタスク
Cisco UCSドメイン内のデバイスマネジメントに特に関連していないシステム管理タスクを実行
するために、Cisco UCS Managerを使用できません。

システムを超えた管理はできない

Cisco UCSManagerがある Cisco UCSドメインの外部にあるシステムやデバイスを管理するために
Cisco UCS Managerを使用できません。たとえば、Cisco UCS以外の x86システム、SPARCシス
テム、PowerPCシステムなどの異機種環境は管理できません。

オペレーティングシステムやアプリケーションのプロビジョニングや管理はできない

Cisco UCS Managerはサーバのプロビジョニングを行うため、サーバのオペレーティングシステ
ムの下に存在します。したがって、サーバでオペレーティングシステムやアプリケーションのプ

ロビジョニングや管理を行うためにこれを使用することはできません。たとえば、次の操作を実

行することはできません。

• Windowsや Linuxなどの OSの展開

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
38 OL-31133-02   

Cisco UCS Managerで実行できないタスク



• OSやアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開

•アンチウイルスソフトウェア、モニタリングエージェント、バックアップクライアントな
どのベースソフトウェアコンポーネントのインストール

•データベース、アプリケーションサーバソフトウェア、Webサーバなどのソフトウェアア
プリケーションのインストール

• Oracleデータベースの再起動、プリンタキューの再起動、またはCisco UCS以外のユーザア
カウントの処理を含むオペレータ処理の実行

• SANや NASストレージ上の外部ストレージの設定または管理

ハイアベイラビリティ環境の Cisco UCS Manager
2つのファブリックインターコネクトを持つハイアベイラビリティ環境では、それぞれのファブ
リックインターコネクトで、別々のCiscoUCSManagerインスタンスを実行することができます。
プライマリファブリックインターコネクトの Cisco UCS Managerはプライマリ管理インスタンス
として動作し、もう 1つのファブリックインターコネクトの Cisco UCS Managerは従属管理イン
スタンスとなります。

Cisco UCS Managerの 2つのインスタンスは、これらのファブリックインターコネクト上の L1お
よび L2イーサネットポートの間にあるプライベートネットワーク上で通信します。設定および
ステータスに関する情報は、このプライベートネットワーク経由でやりとりされ、すべての管理

情報が確実に複製されます。この継続的な通信により、プライマリファブリックインターコネ

クトに不具合が起きた場合でも、Cisco UCSに対する管理情報がそのまま持続されることが保証
されます。さらに、プライマリ Cisco UCSManager上で実行される「浮動」管理 IPアドレスによ
り、フェールオーバーが発生したときに、従属ファブリックインターコネクトへのスムーズな移

行が確実に行われるようになります。
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第 4 章

Cisco UCS Manager CLI の概要

この章は、次の項で構成されています。

• 管理対象オブジェクト, 41 ページ

• コマンドモード, 42 ページ

• オブジェクトコマンド, 43 ページ

• コマンドの実行, 45 ページ

• コマンド履歴, 45 ページ

• 保留コマンドのコミット、廃棄、および表示, 45 ページ

• CLIに関するオンラインヘルプ, 46 ページ

• CLIセッション制限, 46 ページ

• Webセッション制限, 46 ページ

• ログイン前バナー, 47 ページ

管理対象オブジェクト

Cisco UCSは管理対象オブジェクトモデルを使用します。このモデルでは、管理対象オブジェク
トは管理可能な物理エンティティまたは論理エンティティを抽象的に表現したものです。たとえ

ば、サーバ、シャーシ、I/Oカード、およびプロセッサは、管理対象オブジェクトとして表現され
る物理エンティティです。また、リソースプール、ユーザロール、サービスプロファイル、お

よびポリシーは、管理対象オブジェクトとして表現される論理エンティティです。

管理対象オブジェクトには関連付けられている設定可能なプロパティが複数存在する場合があり

ます。
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コマンドモード

CLIのコマンドモードは階層構造になっており、EXECモードがこの階層の最高レベルとなりま
す。高いレベルのモードは、低いレベルのモードに分岐します。高いレベルのモードから 1つ低
いレベルのモードに移動するには、create、enter、および scopeコマンドを使用します。また、
モード階層で 1つ高いレベルに移動するには、exitコマンドを使用します。

コマンドモードの大半は管理対象オブジェクトに関連付けられているため、あるオブジェク

トと関連付けられているモードにアクセスできるようにするには、まず、そのオブジェクトを

作成する必要があります。アクセスするモードに対する管理対象オブジェクトを作成するに

は、createおよび enterコマンドを使用します。 scopeコマンドは管理対象オブジェクトを作
成するものではありません。すでに管理対象オブジェクトが存在するモードにアクセスするだ

けです。

（注）

各モードには、そのモードで入力できるコマンドのセットが含まれています。各モードで使用で

きるほとんどのコマンドは、関連付けられた管理対象オブジェクトに関係しています。割り当て

られたロールとロケールによっては、そのモードで使用できるコマンドのサブセットだけにしか

アクセスできないことがありますが、アクセスできないコマンドは非表示にされます。

各モードの CLIプロンプトには、モード階層における現在のモードまでのフルパスが表示されま
す。これにより、コマンドモード階層での現在位置がわかりやすくなります。また、階層内を移

動する必要がある場合には、非常に便利な機能です。

次の表に、主要なコマンドモード、各モードへのアクセスに使用するコマンド、および各モード

に関連付けられている CLIプロンプトを示します。

表 4：主要なコマンドモードとプロンプト

モードプロンプトアクセスに使用するコマンドモード名

#任意のモードから topコマンドEXEC

/adapter #EXECモードで scope adapter
コマンド

アダプタ

/chassis #EXECモードから scope chassis
コマンド

シャーシ

/eth-server #EXECモードで scope eth-server
コマンド

イーサネットサーバ

/eth-uplink #EXECモードで scope eth-uplink
コマンド

イーサネットアップリンク
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モードプロンプトアクセスに使用するコマンドモード名

/fabric-interconnect #EXECモードで scope
fabric-interconnectコマンド

ファブリックインターコネク

ト

/fc-uplink #EXECモードで scope fc-uplink
コマンド

ファイバチャネルアップリン

ク

/firmware #EXECモードで scope firmware
コマンド

ファームウェア

/host-eth-if #EXECモードで scope host-eth-if
コマンド

ホストイーサネットインター

フェイス

/host-fc-if #EXECモードで scope host-fc-if
コマンド

ホストファイバチャネルイン

ターフェイス

/monitoring #EXECモードで scope
monitoringコマンド

モニタリング

/org #EXECモードで scope orgコマ
ンド

組織

/security #EXECモードで scope security
コマンド

セキュリティ

/server #EXECモードで scope serverコ
マンド

サーバ

/service-profile #EXECモードで scope
service-profileコマンド

サービスプロファイル

/system #EXECモードで scope systemコ
マンド

システム

/vhba #EXECモードで scope vhbaコマ
ンド

仮想 HBA

/vnic #EXECモードで scope vnicコマ
ンド

仮想 NIC

オブジェクトコマンド

オブジェクト管理用に 4つの一般的なコマンドがあります。
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• create object

• delete object

• enter object

• scope object

scopeコマンドは、永続的オブジェクトでもユーザインスタンス化オブジェクトでも、すべての
管理対象オブジェクトで使用できます。その他のコマンドを使用して、ユーザインスタンス化オ

ブジェクトを作成および管理できます。すべての create objectコマンドには、それぞれ対応する
delete objectコマンドおよび enter objectコマンドが存在します。

ユーザインスタンス化オブジェクトの管理では、次の表に説明するように、これらのコマンドの

動作はオブジェクトが存在するかどうかによって異なります。

表 5：オブジェクトが存在しない場合のコマンドの動作

動作コマンド

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ

ンフィギュレーションモードが開始されます。

create object

エラーメッセージが生成されます。delete object

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ

ンフィギュレーションモードが開始されます。

enter object

エラーメッセージが生成されます。scope object

表 6：オブジェクトが存在する場合のコマンドの動作

動作コマンド

エラーメッセージが生成されます。create object

オブジェクトが削除されます。delete object

該当する場合、オブジェクトのコンフィギュレー

ションモードが開始されます。

enter object

オブジェクトのコンフィギュレーションモード

が開始されます。

scope object
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コマンドの実行

任意のモードで Tabキーを使用すると、コマンドを実行できます。コマンド名の一部を入力して
Tabを押すと、コマンド全体が表示されるか、または別のキーワードを選択するか引数値を入力
する必要があるところまで表示されます。

コマンド履歴

CLIでは、現在のセッションで使用したすべてのコマンドが保存されます。上矢印キーまたは下
矢印キーを使用すると、これまでに使用したコマンドを 1つずつ表示できます。上矢印キーを押
すと履歴内の直前のコマンドが、下矢印キーを押すと履歴内の次のコマンドが表示されます。

履歴の末尾に到達した場合、下矢印キーを押しても何も起こりません。

履歴内のすべてのコマンドは、履歴を 1つずつ表示し、目的のコマンドを再度呼び出し、Enterを
押すだけでもう一度実行することができます。このコマンドは手動で入力したように表示されま

す。また、コマンドを再度呼び出した後、Enterを押す前にコマンドを変更することもできます。

保留コマンドのコミット、廃棄、および表示

CLIでコンフィギュレーションコマンドを入力する場合、commit-bufferコマンドを入力するま
で、そのコマンドは適用されません。コミットされるまで、コンフィギュレーションコマンドは

保留状態となり、discard-bufferコマンドを入力して廃棄できます。

複数のコマンドモードで保留中の変更を積み重ね、commit-bufferコマンド 1つでまとめて適用
できます。任意のコマンドモードで show configuration pendingコマンドを入力して、保留中の
コマンドを表示できます。

複数のコマンドをまとめてコミットするのは、アトミック操作ではありません。失敗したコ

マンドがあっても、成功したコマンドは適用されます。失敗したコマンドはエラーメッセー

ジで報告されます。

（注）

コマンドが保留中の場合、コマンドプロンプトの前にアスタリスク（*）が表示されます。アス
タリスクは、commit-bufferコマンドを入力すると消去されます。

次に、プロンプトがコマンドエントリのプロセス中に変わる例を示します。

switch-1# scope chassis 1
switch-1 /chassis # enable locator-led
switch-1 /chassis* # show configuration pending
scope chassis 1
+ enable locator-led
exit
switch-1 /chassis* # commit-buffer
switch-1 /chassis #
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CLI に関するオンラインヘルプ
疑問符（?）文字を入力すれば、いつでもコマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションが表
示されます。

プロンプトに何も入力されていない状態で ?を入力すると、そのときのモードで使用できるコマ
ンドがすべて表示されます。コマンドの一部が入力されているときに ?と入力すると、コマンド
構文のそのときの位置で使用できるキーワードと引数がすべて表示されます。

CLI セッション制限
Cisco UCS Managerは、同時にアクティブにできる CLIセッションの数を合計で 32セッションに
制限します。この値は設定可能です。

Web セッション制限
Webセッション制限は、ある時点における、システムにアクセス可能なWebセッション（GUIと
XMLの両方）の数を制限するために Cisco UCS Managerによって使用されます。

デフォルトでは、Cisco UCS Managerが許可する同時Webセッション数は、最大値の 256に設定
されています。

CLI からの Cisco UCS Manager の Web セッション制限の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

システムサービスWebセッション制限
モードを開始します。

UCS-A /system/services # scope
web-session-limits

ステップ 3   

システム内のすべてのユーザに許可される

HTTPおよび HTTPSの同時セッションの
最大数。

UCS-A
/system/services/web-session-limits #
set total num-of-logins-total

ステップ 4   

1～ 256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。

UCS-A
/system/services/web-session-limits #
commit-buffer

ステップ 5   
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次に、システムで許可されるHTTPおよびHTTPSセッションの最大数を 200に設定し、トランザ
クションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # scope web-session-limits
UCS-A /system/services/web-session-limits* # set total 200
UCS-A /system/services/web-session-limits* # commit-buffer
UCS-A /system/services/web-session-limits #

ログイン前バナー

ログイン前バナーを使用すると、ユーザが Cisco UCS Manager GUIにログインする場合、Cisco
UCSManagerは [Create Pre-Login Banner]ダイアログボックスにバナーテキストを表示し、ユーザ
がダイアログボックスを閉じてからユーザ名とパスワードの入力を求めます。ユーザがCiscoUCS
Manager CLIにログインする場合、Cisco UCSManagerはダイアログボックスにバナーテキストを
表示し、ユーザがダイアログボックスを閉じてからユーザ名とパスワードの入力を求めます。そ

の後は、ユーザに表示するコピーライトブロックの上にバナーテキストを繰り返します。

ログイン前バナーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

バナーセキュリティモードを開始します。UCS-A /security # scope bannerステップ 2   

ログイン前バナーを作成します。UCS-A /security/banner # create
pre-login-banner

ステップ 3   

Cisco UCS Managerは、Cisco UCS Manager GUI
またはCLI用のログインプロンプトを表示する

UCS-A
/security/banner/pre-login-banner #
set message

ステップ 4   

前に、ユーザに対してこのメッセージを表示し

ます。を指定します

このフィールドには、標準のASCII文字を入力
できます。

ログイン前バナーメッセージのテキストを入力

するためのダイアログを開始します。

入力内容の次の行に、「ENDOFBUF」と入力し
て終了します。

プロンプトで、ログイン前バ

ナーメッセージを入力し、Enter
キーを押します。

ステップ 5   

[setmessage]ダイアログをキャンセルするには、
Ctrl+Cキーを押します。
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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。

UCS-A
/security/banner/pre-login-banner #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ログイン前バナーを作成します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope banner
UCS-A /security/banner # create pre-login-banner
UCS-A /security/banner/pre-login-banner* # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
>Welcome to UCS System 1
>ENDOFBUF
UCS-A /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
UCS-A /security/banner/pre-login-banner #

ログイン前バナーの変更

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

バナーセキュリティモードを開始します。UCS-A /security # scope bannerステップ 2   

ログイン前バナーのバナーセキュリティモード

を開始します。

UCS-A /security/banner # scope
pre-login-banner

ステップ 3   

Cisco UCS Managerは、Cisco UCS Manager GUI
または CLI用のログインプロンプトを表示する

UCS-A
/security/banner/pre-login-banner
# set message

ステップ 4   

前に、ユーザに対してこのメッセージを表示し

ます。を指定します。

このフィールドには、標準の ASCII文字を入力
できます。

ログイン前バナーメッセージのテキストを入力

するためのダイアログを開始します。

入力内容の次の行に、「ENDOFBUF」と入力し
て終了します。

プロンプトで、ログイン前バ

ナーメッセージを変更し、

[Enter]キーを押します。

ステップ 5   

[setmessage]ダイアログをキャンセルするには、
Ctrl+Cキーを押します。
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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。

UCS-A
/security/banner/pre-login-banner
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、ログイン前バナーを変更する例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope banner
UCS-A /security/banner # create pre-login-banner
UCS-A /security/banner/pre-login-banner* # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
Welcome to UCS System 1
ENDOFBUF
UCS-A /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
UCS-A /security/banner/pre-login-banner #

ログイン前バナーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

バナーセキュリティモードを開始しま

す。

UCS-A /security # scope bannerステップ 2   

システムからログイン前バナーを削除し

ます。

UCS-A /security/banner # delete
pre-login-banner

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security/banner #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ログイン前バナーを削除する例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope banner
UCS-A /security/banner # delete pre-login-banner
UCS-A /security/banner* # commit-buffer
UCS-A /security/banner #
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第 II 部

システム設定
• ファブリックインターコネクトの設定, 53 ページ
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第 5 章

ファブリックインターコネクトの設定

この章は、次の項で構成されています。

• Initial System Setup, 53 ページ

• スタンドアロン設定用の初期システムセットアップの実行, 55 ページ

• クラスタ設定の初期システムセットアップ, 58 ページ

• スタンドアロンファブリックインターコネクトに対するクラスタ設定のイネーブル化, 63
ページ

• システム名の変更, 64 ページ

• クラスタの管理サブネットの変更, 65 ページ

• クラスタの管理プレフィクスの変更, 66 ページ

• イーサネットスイッチングモード, 67 ページ

• イーサネットスイッチングモードの設定, 69 ページ

• ファイバチャネルスイッチングモード, 69 ページ

• ファイバチャネルスイッチングモードの設定, 70 ページ

Initial System Setup
CiscoUCSドメイン内のファブリックインターコネクトに初めてアクセスしたときは、セットアッ
プウィザードで、システム設定に必要な次の情報を設定する必要があります。

•インストール方法（GUIまたは CLI）

•セットアップモード（フルシステムバックアップからの復元または初期セットアップ）

•システム設定タイプ（スタンドアロンまたはクラスタ設定）

•システム名

• adminパスワード
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•管理ポートの IPv4アドレスとサブネットマスク、または IPv6アドレスとプレフィックス

•デフォルトのゲートウェイの IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

• DNSサーバの IPv4または IPv6アドレス

•デフォルトのドメイン名

セットアップモード

システム設定を既存のバックアップファイルから復元するか、セットアップウィザードを実行し

てシステムを手動でセットアップするか、選択できます。システムを復元する場合は、バック

アップファイルが、管理ネットワークから到達可能な場所に存在する必要があります。

システム設定タイプ

Cisco UCSドメインは、スタンドアロン構成で単一のファブリックインターコネクトを使用する
ように設定することもできますし、クラスタ構成でファブリックインターコネクトの冗長ペアを

使用するように設定することもできます。

クラスタ設定では、ハイアベイラビリティが提供されます。一方のファブリックインターコネ

クトが使用不可能になっても、もう一方が代わりを務めます。クラスタ設定をサポートするに

は、管理ポート（Mgmt0）接続が 1つだけあれば十分です。しかし、リンクレベルの冗長性を実
現するには、両方のMgmt0ポートを接続する必要があります。

さらに、クラスタ構成では、冗長仮想インターフェイス（VIF）接続のフェールオーバーリカバ
リ時間が大幅に向上します。アダプタに、あるファブリックインターコネクトへのアクティブな

VIF接続と別の（第 2の）ファブリックインターコネクトへのスタンバイ VIF接続が存在する場
合、アクティブなVIFの学習済みMACアドレスは複製されますが、第2のファブリックインター
コネクトにはインストールされません。アクティブな VIFに障害が発生した場合、第 2のファブ
リックインターコネクトは複製されたMACアドレスをインストールし、それを Gratuitous ARP
メッセージを介してネットワークにブロードキャストして、切り替え時間を短縮します。

クラスタ構成では、管理プレーンに対してのみ冗長性が提供されます。データの冗長性はユー

ザの設定に依存するので、データの冗長性をサポートするにはサードパーティ製のツールが必

要なこともあります。

（注）

クラスタ構成を使用するには、L1（L1から L1）と L2（L2から L2）のハイアベイラビリティ
ポート間で、イーサネットケーブルを使用して 2つのファブリックインターコネクトを直接接続
し、その間に他のファブリックインターコネクトが含まれないようにする必要があります。ま

た、パッチパネルを介してファブリックインターコネクトを直接接続すると、それらは互いの状

態を継続的にモニタして、一方で故障が発生した場合に即座にそれを検知できるようになります。

クラスタ設定内の両方のファブリックインターコネクトに対して初期セットアッププロセスを実

行する必要があります。クラスタ構成用に設定した 1番目のファブリックインターコネクトをイ
ネーブルにする必要があります。 2番目のファブリックインターコネクトを設定すると、その
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ファブリックインターコネクトはクラスタ内のピアファブリックインターコネクトとして 1番
目のファブリックインターコネクトを検出します。

詳細については、『Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect Hardware Installation Guide』を参照
してください。

管理ポートの IP アドレス
スタンドアロン設定では、ファブリックインターコネクトの単一の管理ポートに対して IPv4アド
レス、ゲートウェイ、サブネットマスクを 1つだけ、または IPv6アドレス、ゲートウェイ、ネッ
トワークプレフィックスを 1つだけ指定する必要があります。管理ポートの IPアドレスに対し
て IPv4または IPv6アドレスのいずれかを設定できます。

クラスタ構成では、同一のサブネットに以下の 3つの IPv4アドレスを指定するか、プレフィック
スが同じ 3つの IPv6アドレスを指定する必要があります。

•ファブリックインターコネクト Aの管理ポートの IPアドレス

•ファブリックインターコネクト Bの管理ポートの IPアドレス

•クラスタの IPアドレス

クラスタ構成では、両方のファブリックインターコネクトの管理ポートに同じアドレスタイ

プ（IPv4または IPv6）を設定する必要があります。最初の FIに IPv4アドレスを設定し、2番
目の FIに IPv6アドレスを設定すると、その構成は機能しません。

（注）

スタンドアロン設定用の初期システムセットアップの実行

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトにおける次の物理接続を確認します。

•コンソールポートがコンピュータ端末またはコンソールサーバに物理的に接続されてい
る。

•管理イーサネットポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。

詳細については、お使いのファブリックインターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。

2 コンソールポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソールサーバ）でコンソー

ルポートパラメータが次のとおりであることを確認します。

• 9600ボー

• 8データビット
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•パリティなし

• 1ストップビット

3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。

•システム名

• adminアカウントのパスワード。 Cisco UCS Managerのパスワードのガイドラインに適合
する強力なパスワードを選択します。このパスワードは空にできません。

•管理ポート IPv4およびサブネットマスク、または IPv6アドレスとプレフィックス。

•デフォルトゲートウェイ IPv4アドレスまたは IPv6アドレス。

• DNSサーバの IPv4または IPv6アドレス（任意）。

•システムのドメイン名（任意）。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を入れます。

ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま

す。

ステップ 3 設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表

示されます。 consoleと入力して、コンソール CLIを使用した初期設定を続行します。

ステップ 4 初期システム設定として続行するために、setupと入力します。

ステップ 5 初期設定の続行を確定するために、yを入力します。

ステップ 6 adminアカウントのパスワードを入力します。

ステップ 7 確認のために、adminアカウントのパスワードを再入力します。

ステップ 8 スタンドアロン設定用の初期設定を続行するために、noを入力します。

ステップ 9 システム名を入力します。

ステップ 10 ファブリックインターコネクトの管理ポートの IPv4または IPv6アドレスを入力します。
IPv4アドレスを入力する場合は、IPv4サブネットマスクを入力するように求められます。 IPv6
アドレスを入力する場合は、IPv6ネットワークプレフィックスを入力するように求められます。

ステップ 11 各 IPv4サブネットマスク、または IPv6ネットワークプレフィックスを入力し、Enterキーを押し
ます。

ファブリックインターコネクトの管理ポート用に入力したアドレスタイプによって、デフォルト

ゲートウェイの IPv4または IPv6アドレスを求められます。

ステップ 12 次のいずれかを入力します。

•デフォルトゲートウェイの IPv4アドレス。
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•デフォルトゲートウェイの IPv6アドレス。

ステップ 13 DNSサーバの IPアドレスを指定する場合は yesを入力し、指定しない場合は noを入力します。

ステップ 14 （任意） DNSサーバの IPv4または IPv6アドレスを入力します。
アドレスタイプはファブリックインターコネクトの管理ポートのアドレスタイプと同じである

必要があります。

ステップ 15 デフォルトのドメイン名を指定する場合は yesを入力し、指定しない場合は noを入力します。

ステップ 16 （任意） デフォルトドメイン名を入力します。

ステップ 17 集中管理環境（Cisco UCS Central）に加わる場合は yesを入力し、加わらない場合は noを入力し
ます。

ステップ 18 設定の要約を確認し、yesと入力して設定を保存および適用するか、noと入力して設定ウィザー
ドを再びやり直し、設定を一部変更します。

設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示され

ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、[Enter]を押します。

次に、コンソールセットアップ方式と IPv4管理アドレスを使用してスタンドアロン設定をセット
アップする例を示します。

Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%958
Confirm the password for "admin": adminpassword%958
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: no
Enter the system name: foo
Mgmt0 address: 192.168.10.10
Mgmt0 IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway: 192.168.10.1
Configure the DNS Server IPv4 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 20.10.20.10

Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com

Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Physical Switch Mgmt0 IP Address=192.168.10.10
Physical Switch Mgmt0 IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.10.1
DNS Server=20.10.20.10
Domain Name=domainname.com

Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

次に、コンソールセットアップ方式と IPv6管理アドレスを使用してスタンドアロン設定をセット
アップする例を示します。

Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%652
Confirm the password for "admin": adminpassword%652
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: no
Enter the system name: foo
Mgmt0 address: 2001::107
Mgmt0 IPv6 prefix: 64
IPv6 address of the default gateway: 2001::1

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 57

スタンドアロン設定用の初期システムセットアップの実行



Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 2001::101

Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com

Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Enforced Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Address=2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Prefix=64
Default Gateway=2001::1
Ipv6 value=1
DNS Server=2001::101
Domain Name=domainname.com

Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

クラスタ設定の初期システムセットアップ

第 1 ファブリックインターコネクトでの初期システム設定の実行
この手順は、管理ポート、デフォルトゲートウェイ、および DNSサーバに対し IPv4または IPv6
アドレスを使用して最初のファブリックインターコネクトをセットアップする方法について説明

します。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトにおける次の物理接続を確認します。

•第 1のファブリックインターコネクトのコンソールポートが、コンピュータ端末または
コンソールサーバに物理的に接続されている。

•管理イーサネットポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。

•両方のファブリックインターコネクトの L1ポートが互いに直接接続されている。

•両方のファブリックインターコネクトの L2ポートが互いに直接接続されている。

詳細については、お使いのファブリックインターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。

2 コンソールポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソールサーバ）でコンソー

ルポートパラメータが次のとおりであることを確認します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。

•システム名。
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• adminアカウントのパスワード。 Cisco UCS Managerのパスワードのガイドラインに適合
する強力なパスワードを選択します。このパスワードは空にできません。

• 3つのスタティック IPv4または IPv6アドレス：両方のファブリックインターコネクトの
管理ポートに 2つ（各ファブリックインターコネクトに 1つずつ）、および Cisco UCS
Managerによって使用されるクラスタ IPアドレスに 1つ。

• 3つのスタティック IPv4アドレスのサブネットマスク、または 3つのスタティック IPv6
アドレスのネットワークプレフィックス。

•デフォルトゲートウェイ IPv4アドレスまたは IPv6アドレス。

• DNSサーバの IPv4または IPv6アドレス（任意）。

•システムのドメイン名（任意）。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を入れます。

ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま

す。

ステップ 3 設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表

示されます。 consoleと入力して、コンソール CLIを使用した初期設定を続行します。

ステップ 4 初期システム設定として続行するために、setupと入力します。

ステップ 5 初期設定の続行を確定するために、yを入力します。

ステップ 6 adminアカウントのパスワードを入力します。

ステップ 7 確認のために、adminアカウントのパスワードを再入力します。

ステップ 8 クラスタ設定の初期設定を続行するために yesを入力します。

ステップ 9 ファブリックインターコネクトのファブリックを入力します（Aまたは B）。

ステップ 10 システム名を入力します。

ステップ 11 ファブリックインターコネクトの管理ポートの IPv4または IPv6アドレスを入力します。
IPv4アドレスを入力する場合は、IPv4サブネットマスクを入力するように求められます。 IPv6
アドレスを入力する場合は、IPv6ネットワークプレフィックスを入力するように求められます。

ステップ 12 各 IPv4サブネットマスク、または IPv6ネットワークプレフィックスを入力し、Enterキーを押し
ます。

ファブリックインターコネクトの管理ポート用に入力したアドレスタイプによって、デフォルト

ゲートウェイの IPv4または IPv6アドレスを求められます。

ステップ 13 次のいずれかを入力します。

•デフォルトゲートウェイの IPv4アドレス。
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•デフォルトゲートウェイの IPv6アドレス。

ステップ 14 DNSサーバの IPアドレスを指定する場合は yesを入力し、指定しない場合は noを入力します。

ステップ 15 （任意） DNSサーバの IPv4または IPv6アドレスを入力します。
アドレスタイプはファブリックインターコネクトの管理ポートのアドレスタイプと同じである

必要があります。

ステップ 16 デフォルトのドメイン名を指定する場合は yesを入力し、指定しない場合は noを入力します。

ステップ 17 （任意） デフォルトドメイン名を入力します。

ステップ 18 設定の要約を確認し、yesと入力して設定を保存および適用するか、noと入力して設定ウィザー
ドを再びやり直し、設定を一部変更します。

設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示され

ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enterを押します。

次に、コンソールおよび IPv4管理アドレスを使用してクラスタ設定の最初のファブリックイン
ターコネクトをセットアップする例を示します。

Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%958
Confirm the password for "admin": adminpassword%958
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: yes
Enter the switch fabric (A/B): A
Enter the system name: foo
Mgmt0 IPv4 address: 192.168.10.10
Mgmt0 IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway: 192.168.10.1
Virtual IPv4 address: 192.168.10.12
Configure the DNS Server IPv4 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IPv4 address: 20.10.20.10

Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com

Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Management IP Address=192.168.10.10
Management IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.10.1
Cluster Enabled=yes
Virtual Ip Address=192.168.10.12
DNS Server=20.10.20.10
Domain Name=domainname.com

Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

次に、コンソールおよび IPv6管理アドレスを使用してクラスタ設定の最初のファブリックイン
ターコネクトをセットアップする例を示します。

Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%652
Confirm the password for "admin": adminpassword%652
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: yes
Enter the switch fabric (A/B): A
Enter the system name: foo
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Mgmt0 address: 2001::107
Mgmt0 IPv6 prefix: 64
IPv6 address of the default gateway: 2001::1
Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 2001::101

Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com

Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Enforced Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Address=2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Prefix=64
Default Gateway=2001::1
Ipv6 value=1
DNS Server=2001::101
Domain Name=domainname.com

Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

第 2 ファブリックインターコネクトでの初期システム設定の実行
この手順は、管理ポートに対し IPv4または IPv6アドレスを使用して第2のファブリックインター
コネクトをセットアップする方法について説明します。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトにおける次の物理接続を確認します。

•第 2のファブリックインターコネクトのコンソールポートが、コンピュータ端末または
コンソールサーバに物理的に接続されている。

•管理イーサネットポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。

•両方のファブリックインターコネクトの L1ポートが互いに直接接続されている。

•両方のファブリックインターコネクトの L2ポートが互いに直接接続されている。

詳細については、お使いのファブリックインターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。

2 コンソールポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソールサーバ）でコンソー

ルポートパラメータが次のとおりであることを確認します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。

•ピアファブリックインターコネクトのadminアカウントのパスワード。CiscoUCSManager
のパスワードのガイドラインに適合する強力なパスワードを選択します。このパスワー

ドは空にできません。
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•同じサブネットにある管理ポートの IPv4アドレス、またはピアファブリックインターコ
ネクトと同じネットワークプレフィックスの管理ポート IPv6。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を入れます。

ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま

す。

ステップ 3 設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表

示されます。 consoleと入力して、コンソール CLIを使用した初期設定を続行します。
ファブリックインターコネクトによって、クラスタ内のピアファブリックインターコ

ネクトが検出されます。検出されなかった場合は、L1ポートとL2ポート間の物理接続
を調べ、ピアファブリックインターコネクトがクラスタ設定でイネーブルになってい

ることを確認します。

（注）

ステップ 4 yと入力して、従属ファブリックインターコネクトをクラスタに追加します。

ステップ 5 ピアファブリックインターコネクトの管理パスワードを入力します。

ステップ 6 従属ファブリックインターコネクト上の管理ポートの IPアドレスを入力します。

ステップ 7 設定の要約を確認し、yesと入力して設定を保存および適用するか、noと入力して設定ウィザー
ドを再びやり直し、設定を一部変更します。

設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示され

ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enterを押します。

次に、ピアのコンソールおよび IPv4アドレスを使用してクラスタ設定の第 2のファブリックイン
ターコネクトをセットアップする例を示します。

Enter the installation method (console/gui)? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect. This Fabric interconnect
will be added to the cluster. Continue (y/n) ? y
Enter the admin password of the peer Fabric Interconnect: adminpassword%958
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv4 Address: 192.168.10.11
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

次に、ピアのコンソールおよび IPv6アドレスを使用してクラスタ設定の第 2のファブリックイン
ターコネクトをセットアップする例を示します。

Enter the installation method (console/gui)? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect. This Fabric interconnect
will be added to the cluster. Continue (y/n) ? y
Enter the admin password of the peer Fabric Interconnect: adminpassword%958
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv6 Address: 2001::107
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes
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ファブリックインターコネクトへのアウトオブバンド IPv4 アドレスの追加
すべてのファブリックインターコネクトでは、OOB IPv4アドレス、ネットワークマスク、およ
びゲートウェイが必要です。この手順では、スタティック IPv6アドレスで設定されたファブリッ
クインターコネクトに OOB IPv4アドレスを設定する方法について説明します。

はじめる前に

ファブリックインターコネクトに割り当てるアウトオブバンド（OOB）IPv4アドレスを収集しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリック Aのファブリックコンフィギュ
レーションモードを開始します。

UCS-A # scope fabric interconnect
a

ステップ 1   

OOB IPv4アドレス、ネットワークマスク、お
よびゲートウェイアドレスを設定します。

UCS-A/fabric-interconnect # set
out-of-band ip ip-addr netmask
ip-addrgw ip-addr

ステップ 2   

システムは変更がコミットされると、コンソー

ルセッションの変更が切断される可能性を警告

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。

UCS-A/fabric-interconnect #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、ファブリックインターコネクト Aの OOB IPv4アドレスを設定する例を示します。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # set out-of-band ip 10.105.214.107 netmask 255.255.255.0 gw
10.105.214.1
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
UCS-A /fabric-interconnect* # commit-buffer

スタンドアロンファブリックインターコネクトに対するクラスタ設

定のイネーブル化

1つのスタンドアロンファブリックインターコネクトを使用する既存の Cisco UCSドメインに、
2番目のファブリックインターコネクトを追加できます。これを行うには、クラスタの仮想 IPま
たは IPv6アドレスを使用して設定することでスタンドアロンファブリックインターコネクトの
クラスタ動作をイネーブルにし、その後、クラスタに 2番目のファブリックインターコネクトを
追加します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

ローカル管理モードを開始します。UCS-A# connect local-mgmtステップ 1   

指定の IPv4または IPv6アドレスを持つスタンドアロ
ンファブリックインターコネクトでクラスタ動作を

UCS-A(local-mgmt) # enable
cluster
{virtual-ip-addr|virtual-ip6-addr}

ステップ 2   

イネーブルにします。このコマンドを入力すると、

クラスタ動作をイネーブルにすることを確認するプロ

ンプトが表示されます。確認のためにyesと入力しま
す。

IPアドレスは、クラスタに追加するファブリックイ
ンターコネクトに割り当てられた IPアドレスではな
く、クラスタ設定用の仮想 IPv4または IPv6アドレス
である必要があります。

次に、仮想 IPv4アドレス 192.168.1.101を使用して、スタンドアロンファブリックインターコネ
クトのクラスタ動作をイネーブルにする例を示します。

UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# enable cluster 192.168.1.101
This command will enable cluster mode on this setup. You cannot change it
back to stand-alone. Also, any GUI or KVM sessions may be terminated. Are you sure you want
to continue? (yes/no): yes
UCS-A(local-mgmt)#

次に、仮想 IPv6アドレス 192.168.1.101を使用して、スタンドアロンファブリックインターコネ
クトのクラスタ動作をイネーブルにする例を示します。

UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# enable cluster ipv6 2001::109
This command will enable IPv6 cluster mode on this setup. You cannot change it
back to stand-alone. Also, any GUI or KVM sessions may be terminated. Are you sure you want
to continue? (yes/no): yes
UCS-A(local-mgmt)#

次の作業

クラスタに第 2のファブリックインターコネクトを追加します。

システム名の変更

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A # scope systemステップ 1   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
64 OL-31133-02   

システム名の変更



目的コマンドまたはアクション

システム名を設定します。UCS-A /system # set name nameステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   

名前は、トランザクションがコミットされた後、30秒ほどの間に両方のファブリックインターコ
ネクトで更新されます。

次の例は、システム名を変更し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system* # set name SanJose5
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

クラスタの管理サブネットの変更

クラスタ設定の IPv4管理サブネットを変更する場合は、次の 3つの IPv4アドレスを同時に変更
する必要があり、3つのアドレスは同じサブネットに設定する必要があります。

•ファブリックインターコネクト Aの管理ポートの IPアドレス

•ファブリックインターコネクト Bの管理ポートの IPアドレス

•クラスタ IP（仮想 IP）アドレス

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリック Aのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

UCS-A# scope fabric-interconnect aステップ 1   

ファブリックインターコネクトの IPアド
レス、ネットワークマスク、およびゲート

ウェイ IPアドレスを設定します。

UCS-A /fabric-interconnect # set
out-of-band ip ip-address netmask
netmask gw gateway-ip-address

ステップ 2   

ファブリック Bのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

UCS-A /fabric-interconnect # scope
fabric-interconnect b

ステップ 3   

ファブリックインターコネクトの IPアド
レス、ネットマスク、およびゲートウェイ

IPアドレスを設定します。

UCS-A /fabric-interconnect # set
out-of-band ip ip-address netmask
netmask gw gateway-ip-address

ステップ 4   

システムモードを開始します。UCS-A /fabric-interconnect # scope
system

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

クラスタの仮想 IPアドレスを設定します。UCS-A /system # set virtual-ip
vip-address

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。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 7   

トランザクションをコミットすると、管理セッションから切断されます。新しい管理 IPアドレス
に再接続します。

この例は、両方のファブリックインターコネクトの IPアドレスを変更し、仮想 IPアドレスを変
更し、トランザクションをコミットして、セッションを切断します。

UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # set out-of-band ip 192.0.2.111 netmask 255.255.255.0 gw 192.0.2.1
UCS-A /fabric-interconnect* # scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect* # set out-of-band ip 192.0.2.112 netmask 255.255.255.0 gw
192.0.2.1
UCS-A /fabric-interconnect* # scope system
UCS-A /system* # set virtual-ip 192.0.2.113
UCS-A /system* # commit-buffer

クラスタの管理プレフィクスの変更

クラスタ設定の IPv6管理プレフィクスを変更する場合は、次の 3つの IPv6アドレスを同時に変
更する必要があり、3つのアドレスは同じネットワークプレフィクスに設定する必要があります。

•ファブリックインターコネクト Aの管理ポートの IPv6アドレス

•ファブリックインターコネクト Bの管理ポートの IPv6アドレス

•クラスタ IPv6（仮想 IPv6）アドレス

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリック Aのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

UCS-A# scope fabric-interconnect aステップ 1   

ファブリック Aの IPv6コンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A fabric-interconnect # scope
ipv6-config

ステップ 2   

ファブリック Aの管理 IPv6アドレス、
ゲートウェイ IPv6アドレスおよびネット
ワークプレフィクスを設定します。

UCS-A fabric-interconnect/ ipv6-config
# set out-of-band ipv6 ipv6-addr
ipv6-gw ipv6-gw-addr ipv6-prefix
prefix

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ファブリック Bのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

UCS-A fabric-interconnect/ipv6-config
# scope fabric-interconnect b

ステップ 4   

ファブリック Bの IPv6コンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A fabric-interconnect/ # scope
ipv6-config

ステップ 5   

ファブリック Bの管理 IPv6アドレス、
ゲートウェイ IPv6アドレスおよびネット
ワークプレフィクスを設定します。

UCS-A/fabric-interconnect/ipv6-config
# set out-of-band ipv6 ipv6-addr
ipv6-gw ipv6-gw-addr ipv6-prefix prefix

ステップ 6   

システムモードを開始します。UCS-A/fabric-interconnect/ipv6-config
# scope system

ステップ 7   

クラスタの仮想 IPv6アドレスを設定しま
す。

UCS-A/system # set virtual-ip ipv6
virtual-ip6-addr

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A/system # commit-bufferステップ 9   

トランザクションをコミットすると、管理セッションから切断されます。新しい管理 IPv6アドレ
スに再接続します。

次に、両方の管理 IPv6アドレスを変更し、仮想 IPv6アドレスを変更し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # scope ipv6-config
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band ipv6 2001:10::157
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2001:10::1
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect* # scope ipv6-config
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6 2001:10::158
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2001:10::1
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # scope system
UCS-A /system* # set virtual-ip ipv6 2001:10::156
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

イーサネットスイッチングモード

イーサネットスイッチングモードにより、サーバとネットワークの間のスイッチング装置として

ファブリックインターコネクトがどのように動作するかが決定されます。ファブリックインター

コネクトは、次のイーサネットスイッチングモードのいずれかで動作します。

エンドホストモード

エンドホストモードでは、ファブリックインターコネクトが、vNICを介して接続されているす
べてのサーバ（ホスト）に代わって、ネットワークに対するエンドホストとして動作できます。
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この動作は、vNICをアップリンクポートにピン接続することにより実現されます（動的なピン
接続または固定のピン接続のいずれか）。これにより、ネットワークに対して冗長性が提供され、

これらのアップリンクポートはファブリックの残りの部分に対してサーバポートとなります。

エンドホストモードの場合、ファブリックインターコネクトでスパニングツリープロトコル

（STP）は実行されません。しかし、ループは、アップリンクポートがトラフィックを相互に転
送するのを拒否すること、および同時に複数のアップリンクポート上に存在する出力サーバトラ

フィックを拒否することにより回避されます。エンドホストモードは、デフォルトのイーサネッ

トスイッチングモードであり、次のいずれかがアップストリームで使用される場合に使用する必

要があります。

•レイヤ 2集約のためのレイヤ 2スイッチング

• Virtual Switching System（VSS）集約レイヤ

エンドホストモードを有効にした場合、vNICがアップリンクポートに固定ピン接続されてい
て、このアップリンクポートがダウンすると、システムはその vNICをピン接続し直すことは
できず、その vNICはダウンしたままになります。

（注）

スイッチモード

スイッチモードは従来のイーサネットスイッチングモードです。ループを回避するためにファ

ブリックインターコネクトで STPが実行され、ブロードキャストパケットとマルチキャストパ
ケットは従来の方法で処理されます。スイッチモードは、デフォルトのイーサネットスイッチ

ングモードではありません。ファブリックインターコネクトをルータに直接接続する場合、また

は次のいずれかがアップストリームで使用される場合に限り使用する必要があります。

•レイヤ 3集約

•ボックス内の VLAN

どちらのイーサネットスイッチングモードの場合でも、サーバアレイ内のすべてのサーバ間

ユニキャストトラフィックは、ファブリックインターコネクトを介してだけ送信され、アッ

プリンクポートを介して送信されることはありません。vNICがアップリンクポートに固定ピ
ン接続されていたとしても同様です。サーバ間のマルチキャストトラフィックとブロードキャ

ストトラフィックは、同じ VLAN内のすべてのアップリンクポートを介して送信されます。

（注）
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イーサネットスイッチングモードの設定

イーサネットスイッチングモードを変更すると、Cisco UCSManagerにより自動的にログアウ
トとファブリックインターコネクトの再起動が実行されます。クラスタ設定では、CiscoUCS
Managerにより両方のファブリックインターコネクトが再起動されます。 2つめのファブリッ
クインターコネクトでイーサネットスイッチングモードの変更が完了し、システムで使用で

きるようになるまで数分間かかります。設定は保持されます。

ファブリックインターコネクトがリブートされるときに、すべてのブレードサーバがすべて

の LANおよび SAN接続を失い、そのためにブレード上のすべてのサーバが完全に停止しま
す。これにより、オペレーティングシステムがクラッシュする場合があります。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したスイッチングモードにファブリックイ

ンターコネクトを設定します。

UCS-A /eth-uplink # set mode
{end-host | switch}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

Cisco UCS Managerはファブリックインターコネ
クトを再起動し、ユーザをログアウトし、Cisco
UCS Manager CLIとの接続を解除します。

次に、ファブリックインターコネクトを end-hostモードに設定し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set mode end-host
Warning: When committed, this change will cause the switch to reboot
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #

ファイバチャネルスイッチングモード

ファイバチャネルスイッチングモードは、サーバとストレージデバイス間のスイッチング装置

としてファブリックインターコネクトがどのように動作するかを決定します。ファブリックイ

ンターコネクトは、次のファイバチャネルスイッチングモードのいずれかで動作します。
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エンドホストモード

エンドホストを使用すると、ファブリックインターコネクトは、仮想ホストバスアダプタ

（vHBA）を介して接続されているすべてのサーバ（ホスト）に代わって、接続されているファイ
バチャネルネットワークに対するエンドホストとして動作することができます。この動作は、

vHBAをファイバチャネルポートアダプタにピン接続することにより実現されます（動的なピン
接続または固定のピン接続のいずれか）。これにより、ファイバチャネルポートはファブリック

の残りの部分に対してサーバポート（Nポート）となります。エンドホストモードの場合、ファ
ブリックインターコネクトは、アップリンクポートがトラフィックを相互に転送するのを拒否す

ることでループを回避します。

エンドホストモードは、NPVモードと同義です。このモードは、デフォルトのファイバチャネ
ルスイッチングモードです。

エンドホストモードを有効にした場合、vHBAがアップリンクファイバチャネルポートに固
定ピン接続されていて、このアップリンクポートがダウンすると、システムはその vHBAを
ピン接続し直すことはできず、その vHBAはダウンしたままになります。

（注）

スイッチモード

スイッチモードは従来のファイバチャネルスイッチングモードです。スイッチモードを使用し

て、ファブリックインターコネクトをストレージデバイスに直接接続することができます。ファ

イバチャネルスイッチモードの有効化は、SANが存在しない（たとえば、ストレージに直接接
続された 1つの Cisco UCSドメイン）ポッドモデル、または SANが存在する（アップストリー
ムMDSを使用）ポッドモデルで役に立ちます。

スイッチモードはデフォルトのファイバチャネルスイッチングモードではありません。

ファイバチャネルスイッチモードでは、SANピングループは不適切です。既存の SANピン
グループはすべて無視されます。

（注）

ファイバチャネルスイッチングモードの設定

ファイバチャネルスイッチングモードを変更すると、Cisco UCS Managerにより自動的にロ
グアウトとファブリックインターコネクトの再起動が実行されます。クラスタ設定では、Cisco
UCS Managerが両方のファブリックインターコネクトを同時に再起動します。 2つめのファ
ブリックインターコネクトがファイバチャネルスイッチングモードに変更され、システムが

使用できるようになるまでには数分間かかります。

重要
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手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したスイッチングモードにファブリックイン

ターコネクトを設定します。

UCS-A /fc-uplink # set mode
{end-host | switch}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fc-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

Cisco UCS Managerはファブリックインターコネ
クトを再起動し、ユーザをログアウトし、Cisco
UCS Manager CLIとの接続を解除します。

次の例で、ファブリックインターコネクトをエンドホストモードに設定し、トランザクションを

コミットする方法を示します。

UCS-A # scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # set mode end-host
UCS-A /fc-uplink* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #

ファイバチャネルスイッチングモードが変更されると、両方の Cisco UCSファブリックイン
ターコネクトは同時にリロードします。ファブリックインターコネクトをリロードすると、

約 10～ 15分のダウンタイムがシステム全体で発生します。

注意
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第 6 章

ポートおよびポートチャネルの設定

この章は、次の項で構成されています。

• 6100シリーズファブリックインターコネクト上のサーバポートとアップリンクポート, 74
ページ

• Cisco UCS 6200シリーズ Fabric Interconnectのユニファイドポート, 75 ページ

• サーバポート, 84 ページ

• アップリンクイーサネットポート, 85 ページ

• アプライアンスポート, 87 ページ

• FCoEアップリンクポート, 91 ページ

• ユニファイドストレージポート, 94 ページ

• ユニファイドアップリンクポート, 95 ページ

• FCoEおよびファイバチャネルストレージポート, 96 ページ

• アップリンクイーサネットポートチャネル, 100 ページ

• アプライアンスポートチャネル, 104 ページ

• ファイバチャネルポートチャネル, 109 ページ

• FCoEポートチャネル, 113 ページ

• ユニファイドアップリンクポートチャネル, 115 ページ

• アダプタポートチャネル, 116 ページ

• ファブリックポートチャネル, 117 ページ
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6100 シリーズファブリックインターコネクト上のサーバポートとアッ
プリンクポート

各CiscoUCS6100シリーズFabric Interconnectには、サーバポートまたはアップリンクイーサネッ
トポートとして設定できるポートの集合が固定ポートモジュール内に存在します。これらのポー

トは予約されていません。設定するまで、Cisco UCSドメインではそれらのポートを使用できま
せん。拡張モジュールを追加して、ファブリックインターコネクト上のアップリンクポートの

数を増やしたり、ファブリックインターコネクトにアップリンクファイバチャネルポートを追

加したりできます。

ファブリックインターコネクトのポートを設定すると、管理状態が自動的にイネーブルに設

定されます。ポートが他のデバイスに接続されている場合は、これによってトラフィックが

中断されることがあります。ポートは設定後にディセーブルにできます。

（注）

LANピングループと SANピングループを作成して、サーバからのトラフィックをアップリンク
ポートにピン接続する必要があります。

Cisco UCS 6100シリーズ Fabric Interconnectのポートは統合されません。ユニファイドポート
の詳細については、「Cisco UCS 6200シリーズ Fabric Interconnectのユニファイドポート」を
参照してください。

（注）

各ファブリックインターコネクトには、次のポートタイプを含めることができます。

サーバポート

サーバポートは、ファブリックインターコネクトとサーバ上のアダプタカードとの間の

データトラフィックを処理します。

設定できるのは固定ポートモジュールのサーバポートだけです。拡張モジュールにはサー

バポートは含まれません。
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アップリンクイーサネットポート

アップリンクイーサネットポートは、ファブリックインターコネクトと次のレイヤのネッ

トワークとの間のイーサネットトラフィックを処理します。すべてのネットワーク行きの

イーサネットトラフィックは、これらのポートのいずれかにピン接続されます。

デフォルトでは、イーサネットポートは未設定です。ただし、次のようにして機能するよ

う設定できます。

•アップリンク

• FCoE

•アプライアンス

固定モジュールまたは拡張モジュールのアップリンクイーサネットポートを設定できます。

アップリンクファイバチャネルポート

アップリンクファイバチャネルポートは、ファブリックインターコネクトとストレージ

エリアネットワークの次のレイヤとの間のFCoEトラフィックを処理します。すべてのネッ
トワーク行きの FCoEトラフィックは、これらのポートのいずれかにピン接続されます。

デフォルトでは、ファイバチャネルポートがアップリンクです。ただし、ファイバチャネ

ルストレージポートとして動作するよう設定できます。これは、Cisco UCSに直接接続ス
トレージ（DAS）デバイスとの接続が必要な場合に役立ちます。

設定できるのは拡張モジュールのアップリンクファイバチャネルポートだけです。固定モ

ジュールには、アップリンクファイバチャネルポートは含まれません。

Cisco UCS 6200 シリーズ Fabric Interconnectのユニファイドポート
ユニファイドポートはCiscoUCS 6200シリーズ Fabric Interconnect上のポートであり、イーサネッ
トまたはファイバチャネルトラフィックを伝送するように設定できます。これらのポートは予

約されていません。設定するまで、Cisco UCSドメインではそれらのポートを使用できません。

ファブリックインターコネクトのポートを設定すると、管理状態が自動的にイネーブルに設

定されます。ポートが他のデバイスに接続されている場合は、これによってトラフィックが

中断されることがあります。ポートは設定後にディセーブルにできます。

（注）

設定可能なビーコン LEDは、選択したポートモードに設定されているユニファイドポートを示
します。
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ポートモード

ポートモードは、ファブリックインターコネクト上の統合ポートが、イーサネットまたはファイ

バチャネルトラフィックを転送するかどうかを決定します。ポートモードは、ファブリックイ

ンターコネクトによって自動的に検出されません。これは Cisco UCS Managerで設定されます。

ポートモードを変更すると、既存のポート設定が削除され、新しい論理ポートに置き換えられま

す。VLANやVSANなど、そのポートの設定に関連付けられているオブジェクトはすべて削除さ
れます。ユニファイドポートのポートモードを変更できる回数に制限はありません。

ポートタイプ

ポートタイプは、統合ポート接続経由で転送されるトラフィックのタイプを定義します。

リストされている全ポートタイプは、固定および拡張モジュールの両方で設定できます。これに

は、6100シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できないものの、
6200シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できるサーバポートを
含みます。

イーサネットポートモードに変更された統合ポートは、デフォルトでアップリンクイーサネッ

トポートタイプに設定されます。ファイバチャネルポートモードに変更された統合ポートは、

ファイバチャネルアップリンクポートタイプに設定されます。ファイバチャネルポートの設

定を解除することはできません。

ポートタイプ変更時のリブートは不要です。

ポートモードがイーサネットに設定されたときには、次のポートタイプを設定できます。

•サーバポート

•イーサネットアップリンクポート

•イーサネットポートチャネルメンバ

• FCoEポート

•アプライアンスポート

•アプライアンスポートチャネルメンバ

• SPAN宛先ポート

• SPAN送信元ポート

SPAN送信元ポートは、ポートタイプのいずれかを設定してから、そのポー
トを SPAN送信元として設定します。

（注）

ポートモードがファイバチャネルに設定されたときには、次のポートタイプを設定できます。

•ファイバチャネルアップリンクポート
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•ファイバチャネルポートチャネルメンバ

•ファイバチャネルストレージポート

• FCoEアップリンクポート

• SPAN宛先ポート

• SPAN送信元ポート

SPAN送信元ポートは、ポートタイプのいずれかを設定してから、そのポー
トを SPAN送信元として設定します。

（注）

ユニファイドポートのビーコン LED
6200シリーズファブリックインターコネクトの各ポートには、対応するビーコン LEDがありま
す。ビーコン LEDプロパティが設定されている場合、ビーコン LEDは点滅し、指定のポート
モードでどのポートが設定されたかを表示します。

ビーコン LEDプロパティは、どのポートが 1つのポートモードにグループ化されたかを示すよう
に設定できます。イーサネットまたはファイバチャネルのいずれかです。デフォルトでは、ビー

コン LEDプロパティは Offに設定されます。

拡張モジュールのユニファイドポートの場合、ビーコン LEDプロパティは拡張モジュールリ
ブートの間デフォルト値の Offにリセットされます。

（注）

ユニファイドポートの設定に関するガイドライン

ユニファイドポートを設定する際は、次のガイドラインおよび制約事項を考慮してください。

ハードウェアおよびソフトウェアの要件

ユニファイドポートは、Cisco UCS Managerバージョン 2.0を搭載した 6200シリーズファブリッ
クインターコネクトでサポートされます。

ユニファイドポートは 6100シリーズ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。
それらが Cisco UCS Managerバージョン 2.0を実行している場合でも同様です。

ポートモードの設定

CiscoUCSManagerGUIインターフェイスは、スライダを使用して固定または拡張モジュールのユ
ニファイドポートのポートモードを設定するので、ユニファイドポートへのポートモードの割

り当て方法を制限する次の制約事項が自動的に適用されます。 Cisco UCS Manager CLIインター
フェイスを使用する場合は、トランザクションをシステム設定にコミットするときに次の制約事
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項が適用されます。ポートモードの設定が次の制約事項のいずれかに違反している場合、Cisco
UCS Manager CLIによってエラーが表示されます。

•イーサネットポートがブロックにグループ化されていること。各モジュール（固定または
拡張）において、イーサネットポートブロックは、1番目のポートから始まり、偶数番号の
ポートで終わる必要があります。

•ファイバチャネルポートがブロックにグループ化されていること。各モジュール（固定ま
たは拡張）において、ファイバチャネルポートブロックは、最後のイーサネットポートの

後ろにブロックの 1番目のポートが続き、その後ろにモジュール内の残りのポートが含まれ
ている必要があります。ファイバチャネルポートだけを含む設定では、ファイバチャネル

ブロックは、固定または拡張モジュールの 1番目のポートから開始する必要があります。

•イーサネットポートとファイバチャネルポートの交替は、単一モジュール上ではサポート
されない。

有効な設定例：固定モジュールのユニファイドポート 1～ 16がイーサネットポートモードに設
定され、ポート 17～ 32がファイバチャネルポートモードに設定されている。拡張モジュール
では、ポート 1～ 4をイーサネットポートモードに設定し、ポート 5～ 16をファイバチャネル
モードに設定できます。このポート割り当ては各個別モジュールの規則に準拠しているため、

ポートタイプ（イーサネットポートとファイバチャネルポート）の交替に関する規則に違反し

ていません。

無効な設定例：ポート 16から始まるファイバチャネルポートのブロックが含まれている。ポー
トの各ブロックは奇数ポートから開始する必要があるため、ポート17からブロックを開始しなけ
ればなりません。

各ファブリックインターコネクトで設定可能なアップリンクイーサネットポートおよびアッ

プリンクイーサネットポートチャネルメンバの総数は、最大 31に制限されています。この
制限には、拡張モジュールで設定されるアップリンクイーサネットポートおよびアップリン

クイーサネットポートチャネルメンバも含まれます。

（注）

UCS Manager CLI ユーザ向けの特別な考慮事項

CiscoUCSManager CLIでは、システム設定にバッファをコミットするまでポートモードの変更が
検証されないため、2つの以上の新しいインターフェイスを作成する前にバッファのコミットを
試みると、たちまちグループ化の制約に違反してしまいます。エラーを回避するために、ポート

モードを別のポートモードに変更し、すべてのユニファイドポートに対して新しいインターフェ

イスを作成してから、システム設定に変更をコミットをすることを推奨します。

複数のインターフェイスを設定する前にバッファをコミットするとエラーが発生しますが、最初

からやり直す必要はありません。設定が前述の要件を満たすまでユニファイドポートの設定を続

行できます。
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ユニファイドアップリンクポートおよびユニファイドストレージポートに関する

注意およびガイドライン

以下は、ユニファイドアップリンクポートとユニファイドストレージポートを使用する際に従

うべき注意事項とガイドラインです。

•ユニファイドアップリンクポートでは、SPAN送信元として 1つのコンポーネントを有効に
すると、他のコンポーネントが自動的に SPAN送信元になります。

イーサネットアップリンクポートで SPAN送信元を作成または削除すると、
Cisco UCS Managerは FCoEアップリンクポートで自動的に SPAN送信元を作
成または削除します。 FCoEアップリンクポートで SPAN送信元を作成する
場合も同じことが起こります。

（注）

• FCoEおよびユニファイドアップリンクポートでデフォルトでないネイティブVLANを設定
する必要があります。このVLANは、トラフィックには使用されません。CiscoUCSManager
はこの目的のために、既存の fcoe-storage-native-vlanを再利用します。この
fcoe-storage-native-vlanは、FCoEおよびユニファイドアップリンクでネイティブ VLANとし
て使用されます。

•ユニファイドアップリンクポートでは、イーサネットアップリンクポートにデフォルトで
ない VLANを設定しないと、fcoe-storage-native-vlanがユニファイドアップリンクポートの
ネイティブ VLANとして割り当てられます。イーサネットポートにネイティブ VLANとし
て指定されているデフォルトでないネイティブ VLANがある場合、ユニファイドアップリ
ンクポートのネイティブ VLANとしてこれが割り当てられます。

•イーサネットポートチャネル下でメンバポートを作成または削除すると、CiscoUCSManager
は FCoEポートチャネル下で自動的にメンバポートを作成または削除します。 FCoEポート
チャネルでメンバポートを作成または削除する場合も同じことが起こります。

•サーバポート、イーサネットアップリンク、FCoEアップリンクまたは FCoEストレージな
どのスタンドアロンポートとしてイーサネットポートを設定し、それをイーサネットまた

は FCOEポートチャネルのメンバポートにすると、Cisco UCS Managerは自動的にこのポー
トをイーサネットと FCoEポートチャネル両方のメンバにします。

•サーバアップリンク、イーサネットアップリンク、FCoEアップリンクまたはFCoEストレー
ジのメンバからメンバポートのメンバーシップを削除すると、Cisco UCS Managerはイーサ
ネットポートチャネルと FCoEポートチャネルから対応するメンバポートを削除し、新し
いスタンドアロンポートを作成します。

• Cisco UCSManagerをリリース 2.1から以前のリリースにダウングレードする場合は、ダウン
グレードが完了するとすべてのユニファイドアップリンクポートおよびポートチャネルが、

イーサネットポートおよびイーサネットポートチャネルに変換されます。同様に、すべて

のユニファイドストレージポートが、アプライアンスポートに変換されます。
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•ユニファイドアップリンクポートとユニファイドストレージポートの場合、2つのインター
フェイスを作成するときは、1つだけライセンスがチェックされます。どちらかのインター
フェイスが有効な限り、ライセンスはチェックされたままになります。両方のインターフェ

イスがユニファイドアップリンクポートまたはユニファイドストレージポートでディセー

ブルの場合にのみライセンスが解放されます。

• CiscoUCS6100シリーズファブリックインターコネクトスイッチは、同一のダウンストリー
ム NPVスイッチ側の 1VFまたは 1VF-POのみをサポートできます。

ポートモードの変更のデータトラフィックへの影響

ポートモードの変更は、Cisco UCSドメインのデータトラフィックへの割り込みを引き起こす場
合があります。割り込みの長さや影響を受けるトラフィックは、Cisco UCSドメインの設定およ
びポートモード変更を行ったモジュールに依存します。

システム変更中のトラフィックの中断を最小限にするには、固定と拡張モジュールにファイバ

チャネルアップリンクポートチャネルを形成します。

ヒント

ポートモード変更の拡張モジュールへの影響

拡張モジュールのポートモードの変更後、モジュールを再起動します。拡張モジュールのポート

を通過するすべてのトラフィックは、モジュールのリブート中に約 1分間中断します。

ポートモード変更のクラスタ設定の固定モジュールへの影響

クラスタ設定には 2個のファブリックインターコネクトがあります。固定モジュールへのポート
変更を行った後、ファブリックインターコネクトはリブートします。データトラフィックの影

響は、1つのファブリックインターコネクトに障害が発生したときにもう一方にフェールオーバー
するようサーバ vNICを設定したかどうかに左右されます。

1つのファブリックインターコネクトの拡張モジュール上のポートモードを変更し、第 2のファ
ブリックインターコネクトのポートモードを変更する前のリブートを待つ場合、次のことが発生

します。

•サーバ vNICのフェールオーバーでは、トラフィックは他のファブリックインターコネクト
にフェールオーバーし、中断は発生しません。

•サーバ vNICのフェールオーバーがない場合、ポートモードを変更したファブリックイン
ターコネクトを通過するすべてのデータトラフィックは、ファブリックインターコネクト

がリブートする約 8分間中断されます。

両方のファブリックインターコネクトの固定モジュールのポートモードを同時に変更すると、

ファブリックインターコネクトによるすべてのデータトラフィックが、ファブリックインター

コネクトがリブートする約 8分間中断されます。
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ポートモード変更のスタンドアロン設定の固定モジュールへの影響

スタンドアロン設定にはファブリックインターコネクトが 1つだけあります。固定モジュールへ
のポート変更を行った後、ファブリックインターコネクトはリブートします。ファブリックイ

ンターコネクトによるすべてのデータトラフィックは、ファブリックインターコネクトがリブー

トする約 8分間中断されます。

ポートモードの設定

いずれかのモジュールのポートモードを変更すると、データトラフィックが中断されること

があります。これは、固定モジュールを変更するとファブリックインターコネクトのリブー

トが必要となり、拡張モジュールを変更するとそのモジュールのリブートが必要となるためで

す。

CiscoUCSドメインに、ハイアベイラビリティ用に設定されたクラスタ構成が存在し、フェー
ルオーバー用に設定されたサービスプロファイルを持つサーバが存在する場合、固定モジュー

ルのポートモードを変更しても、トラフィックは他のファブリックインターコネクトにフェー

ルオーバーし、データトラフィックは中断されません。

注意

Cisco UCS Manager CLIで、ユニファイドポートをサポートする新しいコマンドはありません。
代わりに、必要なポートタイプ用のモードにスコープしてから新しいインターフェイスを作成す

ることで、ポートモードを変更します。設定済みのスロット IDおよびポート IDに新しいイン
ターフェイスを作成する場合、UCS Managerは、すでに設定されているインターフェイスを削除
し、新しく作成します。以前はイーサネットポートモードで動作していたポートをファイバチャ

ネルポートモードに設定するためにポートモードの変更が必要な場合、UCS Managerは変更を
確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

次のいずれかのポートタイプの指定されたポートタイ

プモードを開始します。

UCS-A# scope port-type-modeステップ 1   

eth-server

サーバポート設定用。

eth-storage

イーサネットストレージポートおよびイーサネッ

トストレージポートチャネルの設定用。

eth-traffic-mon

イーサネット SPANポート設定用。
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目的コマンドまたはアクション

eth-uplink

イーサネットアップリンクポート設定用。

fc-storage

ファイバチャネルストレージポート設定用。

fc-traffic-mon

ファイバチャネル SPANポート設定用。

fc-uplink

ファイバチャネルアップリンクポートおよびファ

イバチャネルアップリンクポートチャネルの設

定用。

指定したファブリックの指定されたポートタイプモー

ドを開始します。

UCS-A /port-type-mode # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   

指定されたポートタイプのインターフェイスを作成し

ます。

UCS-A /port-type-mode/fabric
# create interface slot-id
port-id

ステップ 3   

ポートタイプをイーサネットポートモードからファイ

バチャネルポートモードに、またはその逆に変更する

と、次の警告が表示されます。

Warning: This operation will change the port mode

(from Ethernet to FC or vice-versa). コミットすると、こ

の変更はモジュールの再起動を要求します。

イーサネットおよびファイバチャネルポートを固定ま

たは拡張モジュールに配置する方法を規定する、いくつ

イーサネットまたはファイ

バチャネルポートブロック

ステップ 4   

かの制約事項があります。他の制約事項の範囲内で、2に属する他のポートの新し

つのグループのポートを変更する必要があります。「ユいインターフェイスを作成

します。 ニファイドポートの設定に関するガイドライン」セク

ションに概説されている制約事項のいずれかに違反する

と、エラーが発生します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/port-type-mode/fabric/interface
# commit-buffer

ステップ 5   

ポートモードを設定したモジュールに応じて、Cisco UCSドメインのデータトラフィックは次の
ように中断されます。
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•固定モジュール：ファブリックインターコネクトがリブートします。そのファブリックイ
ンターコネクトを経由するすべてのデータトラフィックが中断されます。ハイアベイラビ

リティが提供され、フェールオーバー用に設定された vNICがあるサーバが含まれるクラス
タ構成では、トラフィックは他のファブリックインターコネクトにフェールオーバーし、中

断は発生しません。両側のポートモードを一度に変更すると、両方のファブリックインター

コネクトが同時にリブートし、両方のファブリックインターコネクトが起動するまでトラ

フィックが完全に失われます。

固定モジュールがリブートするまで約 8分かかります。

•拡張モジュール：モジュールがリブートします。そのモジュールのポートを経由するすべて
のデータトラフィックが中断されます。

拡張モジュールがリブートするまでに約 1分かかります。

次の例では、スロット 1のポート 9と 10をイーサネットポートモードのイーサネットアップリ
ンクポートからファイバチャネルポートモードのアップリンクファイバチャネルポートに変

更します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create interface 1 9
Warning: This operation will change the port mode (from Ethernet to FC or vice-versa).
When committed, this change will require the fixed module to restart.
UCS-A /fc-uplink/fabric/interface* # up
UCS-A /fc-uplink/fabric* #create interface 1 10
Warning: This operation will change the port mode (from Ethernet to FC or vice-versa).
When committed, this change will require the fixed module to restart.
UCS-A /fc-uplink/fabric/interface* #commit-buffer

ユニファイドポートのビーコン LED の設定
ビーコン LEDを設定する各モジュールについて次のタスクを実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

UCS-A# scope
fabric-interconnect {a | b}

ステップ 1   

指定された固定または拡張モジュールのカード

モードを開始します。

UCS-A /fabric # scope card
slot-id

ステップ 2   

ビーコン LEDモードを開始します。UCS-A /fabric/card # scope
beacon-led

ステップ 3   

点灯ビーコン LEDライトが表すポートモードを
指定します。

UCS-A /fabric/card/beacon-led #
set admin-state {eth | fc | off}

ステップ 4   

eth

イーサネットモードで設定されたユニファ

イドポートすべてが点滅します。
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目的コマンドまたはアクション

fc

ファイバチャネルモードで設定されたユニ

ファイドポートすべてが点滅します。

off

モジュール上のすべてのポートのビーコン

LEDライトが消えます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fabric/card/beacon-led #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、イーサネットポートモードのユニファイドポートのビーコンライトすべてを点滅

させ、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric # scope card 1
UCS-A /fabric/card # scope beacon-led
UCS-A /fabric/card/beacon-led # set admin-state eth
UCS-A /fabric/card/beacon-led* # commit-buffer
UCS-A /fabric/card/beacon-led #

サーバポート

サーバポートの設定

リストされている全ポートタイプは、固定および拡張モジュールの両方で設定できます。これに

は、6100シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できないものの、
6200シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できるサーバポートを
含みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定されたイーサネットサーバポートの

インターフェイスを作成します。

UCS-A /eth-server/fabric # create
interface slot-num port-num

ステップ 3   
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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。

UCS-A /eth-server/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ファブリック Bのスロット 1にあるイーサネットサーバポート 12のインターフェイ
スを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric b
UCS-A /eth-server/fabric # create interface 1 12
UCS-A /eth-server/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric #

サーバポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを削除します。

UCS-A /eth-server/fabric # delete
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-server/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Bのスロット 1にあるイーサネットサーバポート 12を設定解除し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric b
UCS-A /eth-server/fabric # delete interface 1 12
UCS-A /eth-server/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric #

アップリンクイーサネットポート

アップリンクイーサネットポートの設定

固定モジュールまたは拡張モジュールのアップリンクイーサネットポートを設定できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアップリ

ンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポートのイ

ンターフェイスを作成します。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
create interface slot-num
port-num

ステップ 3   

（任意）

指定されたイーサネットアップリンクポートの速

度を設定します。

6100シリーズファブリックインターコ
ネクトの場合、管理速度は 20ポート
ファブリックインターコネクトのうち

最初の 8ポートだけ、40ポートファブ
リックインターコネクトのうち最初の

16ポートだけに設定できます。

（注）

UCS-A /eth-uplink/fabric # set
speed {10gbps | 1gbps}

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。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリックBのスロット 2のイーサネットアップリンクポート 3にインターフェイ
スを作成し、10 Gbpsの速度を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create interface 2 3
UCS-A /eth-uplink/fabric # set speed 10gbps
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

アップリンクイーサネットポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のインターフェイスを削除します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # delete
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリックBのスロット 2のイーサネットアップリンクポート 3を設定解除し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # delete interface 2 3
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

アプライアンスポート

アプライアンスのポートは、直接接続されたNFSストレージをファブリックインターコネクトに
接続するためだけに使用されます。

新しいアプライアンス VLANを作成すると、IEEE VLAN IDは LANクラウドに追加されませ
ん。したがって、新しい VLANに設定されたアプライアンスのポートは、ピン接続障害が原
因でデフォルトでダウンしたままになります。これらのアプライアンスのポートを起動する

には、同じ IEEE VLAN IDを使用して LANクラウドで VLANを設定する必要があります。

（注）

アプライアンスポートの設定

アプライアンスポートは、固定モジュールと拡張モジュールのどちらにも設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

指定したファブリックのイーサネットストレージモード

を開始します。

UCS-A /eth-storage #
scope fabric{a | b}

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのインターフェイスを作

成します。

UCS-A /eth-storage/fabric
# create interface slot-num
port-num

ステップ 3   

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるかを指

定します。デフォルトで、モードはトランクに設定されま

す。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set portmode {access |
trunk}

ステップ 4   

アプリケーションポートでアップリンクポート

をトラバースする必要がある場合、LANクラウ
ドでこのポートによって使用される各 VLANも
定義する必要があります。たとえば、ストレー

ジが他のサーバでも使用される場合や、プライマ

リファブリックインターコネクトのストレージ

コントローラに障害が発生したときにトラフィッ

クがセカンダリファブリックインターコネクト

に確実にフェールオーバーされるようにする必要

がある場合は、トラフィックでアップリンクポー

トをトラバースする必要があります。

（注）

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリックと

ポートチャネルへのアプライアンスピンターゲットを指

定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set pingroupname
pin-group name

ステップ 5   

（任意）

アプライアンスポートにQoSクラスを指定します。デフォ
ルトでは、プライオリティは best-effortに設定されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set prio sys-class-name

ステップ 6   

sys-class-name引数には、次のいずれかのクラスキーワー
ドを指定できます。

• [Fc]：vHBAトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Platinum]：vNICトラフィックだけを制御するQoSポ
リシーにこのプライオリティを使用します。

• [Gold]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Silver]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• [Bronze]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポ
リシーにこのプライオリティを使用します。

• [BestEffort]：このプライオリティを使用しないでくだ
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 Managerはこのシステム
クラスのデフォルトには戻りません。そのトラフィッ

クの CoS 0でプライオリティがデフォルトに戻りま
す。

（任意）

インターフェイスの管理速度を指定します。デフォルトで

は、管理速度は 10Gbpsに設定されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set adminspeed
{10Gbps | 1 Gbps}

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# commit buffer

ステップ 8   

次の例は、ファブリック Bのスロット 3のアプライアンスポート 2にインターフェイスを作成
し、ポートモードを accessに設定し、アプライアンスポートを pingroup1と呼ばれるピングルー
プにピン接続し、QoSクラスを fcに設定し、管理速度を 10 Gbpsに設定し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric # create interface 3 2
UCS-A /eth-storage/fabric* # set portmode access
UCS-A /eth-storage/fabric* # set pingroupname pingroup1
UCS-A /eth-storage/fabric* # set prio fc
UCS-A /eth-storage/fabric* # set adminspeed 10Gbps
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

次の作業

アプライアンスポートのターゲットMACアドレスまたは VLANを割り当てます。

アプライアンスポートまたはアプライアンスポートチャネルへの宛先 MAC アドレ
スの割り当て

次の手順は、アプライアンスポートに宛先MACアドレスを割り当てます。アプライアンスポー
トチャネルに宛先MACアドレスを割り当てるには、インターフェイスではなくポートチャネル
にスコープを設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric{a
| b}

ステップ 2   

指定したインターフェイスのイーサネットイ

ンターフェイスモードを開始します。

アプライアンスポートチャネルに

宛先MACアドレスを割り当てるに
は、scope port-channelコマンドを
scope interfaceの代わりに使用しま
す。

（注）

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
interface slot-id port-id

ステップ 3   

指定されたMACアドレスターゲットの名前
を指定します。

UCS-A /eth-storage/fabric/interface
# create eth-target eth-target name

ステップ 4   

MACアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn形式で指定
します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface/eth-target
# set mac-address mac-address

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Bスロット 2のポート 3のアプライアンスデバイスに宛先MACアドレ
スを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage* # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope interface 2 3
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # create eth-target macname
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # set mac-address 01:23:45:67:89:ab
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

次の例は、ファブリック Bのポートチャネル 13のアプライアンスデバイスに宛先MACアドレ
スを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage* # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # create eth-target macname
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set mac-address 01:23:45:67:89:ab
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #
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アプライアンスポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始し

ます。

UCS-A # scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットス

トレージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したアプライアンスポートのインター

フェイスを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric # delete
eth-interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-storage/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Bのスロット 2のアプライアンスポート 3を設定解除し、トランザクション
をコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric # delete eth-interface 2 3
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

FCoE アップリンクポート
FCoEアップリンクポートは、FCoEトラフィックの伝送に使用される、ファブリックインターコ
ネクトとアップストリームイーサネットスイッチ間の物理イーサネットインターフェイスです。

このサポートにより、同じ物理イーサネットポートで、イーサネットトラフィックとファイバ

チャネルトラフィックの両方を伝送できます。

FCoEアップリンクポートはファイバチャネルトラフィック用のFCoEプロトコルを使用してアッ
プストリームイーサネットスイッチに接続します。これにより、ファイバチャネルとイーサネッ

トトラフィックの両方が同じ物理イーサネットリンクに流れることができます。

FCoEアップリンクとユニファイドアップリンクは、ユニファイドファブリックをディストリ
ビューションレイヤスイッチまで拡張することによりマルチホップ FCoE機能を有効にしま
す。

（注）

次のいずれかと同じイーサネットポートを設定できます。

• FCoEアップリンクポート：ファイバチャネルトラフィック専用のFCoEアップリンクポー
トとして。
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•アップリンクポート：イーサネットトラフィック専用のイーサネットポートとして。

•ユニファイドアップリンクポート：イーサネットとファイバチャネル両方のトラフィック
を伝送するユニファイドアップリンクポートとして。

FCoE アップリンクポートの設定
リストされている全ポートタイプは、固定および拡張モジュールの両方で設定できます。これに

は、6100シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できないものの、
6200シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できるサーバポートを
含みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a | b}ステップ 2   

指定した FCoEアップリンクポートのイ
ンターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoeinterface slot-numberport-number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 8で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoeinterface 1 8
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #

次の作業

この FCoEアップリンクのポート VSANを設定します。

FCoE アップリンクポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

特定のファブリックに対して FC -アッ
プリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a | b}ステップ 2   

指定したインターフェイスを削除しま

す。

UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
fcoeinterface slot-numberport-number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

以下に、ファブリック Aのスロット 8のポート 1上の FCoEアップリンクインターフェイスを削
除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete fcoeinterface 1 8
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #

FCoE アップリンクポートの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a |
b}

ステップ 2   

使用可能なインターフェイスを一覧表示

します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # show
fcoeinterface

ステップ 3   

次に、ファブリック Aで使用可能な FCoEアップリンクインターフェイスを表示する例を示しま
す。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # show fcoeinterface
FCoE Interface:

Slot Id Port Id Admin State Operational State Operational State Reason Li
c State Grace Prd
---------- ---------- ----------- ----------------- ------------------------- --
------------------ ---------

1 26 Enabled Indeterminate Li
cense Ok 0

Fcoe Member Port:
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Port-channel Slot Port Oper State State Reason
------------ ----- ----- --------------- ------------
1 1 10 Sfp Not Present Unknown
1 1 3 Sfp Not Present Unknown
1 1 4 Sfp Not Present Unknown
1 1 6 Sfp Not Present Unknown
1 1 8 Sfp Not Present Unknown
2 1 7 Sfp Not Present Unknown
UCS-A /fc-uplink/fabric #

ユニファイドストレージポート

ユニファイドストレージは、イーサネットストレージインターフェイスおよび FCoEストレージ
インターフェイスと同じ物理ポートを構成しています。アプライアンスポートまたは FCoEスト
レージポートを固定モジュールまたは拡張モジュールのユニファイドストレージポートとして

設定できます。ユニファイドストレージポートを設定するには、ファブリックインターコネク

トをファイバチャネルスイッチングモードにする必要があります。

ユニファイドストレージポートでは、個々の FCoEストレージまたはアプライアンスインター
フェイスをイネーブルまたはディセーブルにできます。

•ユニファイドストレージポートでは、アプライアンスポートに対してデフォルト以外の
VLANが指定されていない場合、fcoe-storage-native-vlanがユニファイドストレージポート
のネイティブ VLANとして割り当てられます。アプライアンスポートにデフォルト以外の
ネイティブ VLANがネイティブ VLANとして指定されている場合、それがユニファイドス
トレージポートのネイティブ VLANとして割り当てられます。

•アプライアンスインターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理
ポートがイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイドストレー

ジでアプライアンスインターフェイスをディセーブルにすると、FCoEストレージが物理ポー
トとともにダウン状態となります。これは、FCoEストレージがイネーブルになっている場
合でも同様です。

• FCoEストレージインターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する
VFCがイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイドストレージ
ポートでFCoEストレージインターフェイスをディセーブルにした場合、アプライアンスイ
ンターフェイスは正常に動作し続けます。

ユニファイドストレージポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric{a
| b}

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのイン

ターフェイスを作成します。

UCS-A /eth-storage/fabric # create
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/fabric/interface*
# commit buffer

ステップ 4   

FCストレージモードを開始します。UCS-A /eth-storage/fabric/interface*
# scope fc-storage

ステップ 5   

特定のアプライアンスポートに対してイー

サネットストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage* # scope fabric{a
| b}

ステップ 6   

アプライアンスポートモードで FCoEスト
レージポートモードを追加し、ユニファイ

ドストレージポートを作成します。

UCS-A /fc-storage/fabric # create
interface fcoe slot-num port-num

ステップ 7   

次の例では、ファブリックAのスロット 3上のアプライアンスポート 2用のインターフェイスを
作成し、同じポートに fcストレージを追加してユニファイドポートに変換し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create interface 3 2
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope fc-storage
UCS-A /fc-storage*# scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # create interface fcoe 3 2
UCS-A /fc-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/fabric*

ユニファイドアップリンクポート

同じ物理イーサネットポート上にイーサネットアップリンクと FCoEアップリンクを設定した場
合、それらはユニファイドアップリンクポートと呼ばれます。 FCoEまたはイーサネットイン
ターフェイスは個別にイネーブルまたはディセーブルにできます。

• FCoEアップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する VFCがイネーブル
またはディセーブルになります。

•イーサネットアップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理ポート
がイネーブルまたはディセーブルになります。

イーサネットアップリンクをディセーブルにすると、ユニファイドアップリンクを構成している

物理ポートがディセーブルになります。したがって、FCoEアップリンクもダウンします（FCoE
アップリンクがイネーブルになっている場合でも同様です）。しかし、FCoEアップリンクをディ
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セーブルにした場合は、VFCだけがダウンします。イーサネットアップリンクがイネーブルであ
れば、FCoEアップリンクは引き続きユニファイドアップリンクポートで正常に動作することが
できます。

ユニファイドアップリンクポートの設定

ユニファイドアップリンクポートを設定するには、ユニファイドポートとして既存の FCoEアッ
プリンクポートを変換します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

ユニファイドポートとして FCoEアップリ
ンクポートを変換します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
interface 15

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、既存の FCoEポートでユニファイドアップリンクポートを作成します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create interface 1 5
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/interface #

FCoE およびファイバチャネルストレージポート

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファイバチャネ

ルストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルストレージ

ポートのインターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-storage/fabric # create
interface {fc | fcoe} slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ファブリック Aスロット 2のファイバチャネルストレージポート 10のインターフェ
イスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # create interface fc 2 10
UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer

次の作業

VSANを割り当てます。

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

ストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したファイバチャネルストレージポー

トまたはFCoEストレージポートのインター
フェイスを削除します。

UCS-A /fc-storage/fabric # delete
interface {fc | fcoe} slot-num
port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 2のファイバチャネルストレージポート 10を設定解除し、ト
ランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # delete interface fc 2 10
UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer
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アップリンクファイバチャネルポートへのファイバチャネルストレージポートの

復元

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したファイバチャネルアップリンク

ポートのインターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 2でファイバチャネルアップリンクポート 10のインターフェ
イスを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric* # create interface 2 10
UCS-A /fc-uplink/fabric # commit-buffer

デフォルトゾーン分割

ゾーン分割によって、ホストとストレージデバイス間のアクセスコントロールを設定することが

できます。ゾーンを設定した、またはゾーンの設定を更新したとき、この情報はファブリック内

の他のすべてのスイッチに伝播されます。

Cisco UCSでは、ゾーン分割設定がアップストリームスイッチから継承されます。 Cisco UCS
Managerでは、ゾーン分割の設定やゾーン分割設定の表示はできません。ゾーン分割について唯
一CiscoUCSManagerで設定可能なオプションは、VSAN（どのゾーンにも割り当てられていない
ノード）のデフォルトゾーンがメンバ間のアクセスを許可または拒否するかどうかです。

デフォルトゾーン分割が [enabled]の場合、デフォルトゾーンのメンバ間のすべてのトラフィッ
クが許可されます。

デフォルトゾーン分割が [disabled]の場合、デフォルトゾーンのメンバ間のすべてのトラフィッ
クが拒否されます。

デフォルトゾーン分割は VSAN単位で適用されます。ファブリックレベルでデフォルトゾーン
分割をイネーブルにすることはできません。
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デフォルトゾーン分割された設定は、アップストリームMDSまたは Nexus 5000スイッチに
よる直接接続ファイバチャネルトポロジを常時使用する必要がある実動環境には推奨されま

せん。

（注）

デフォルトゾーン分割のイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

ファイバチャネルストレージ VSANモード
を開始します。

UCS-A /fc-storage # scope vsan
vsan-name vsan-id fcoe-id

ステップ 2   

デフォルトゾーン分割をイネーブルにしま

す。

UCS-A /fc-storage/vsan # set
default-zoning enabled

ステップ 3   

デフォルトゾーン分割が [enabled]の場合、
デフォルトゾーンのメンバ間のすべてのトラ

フィックが許可されます。

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、VSAN IDが 2112で、FCoE VSAN IDが 4021の accountingという VSANのデフォルトゾー
ン分割をイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope vsan accounting 2112 4021
UCS-A /fc-storage/vsan # set default-zoning enabled
UCS-A /fc-storage/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/vsan #

デフォルトゾーン分割のディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージ VSANモード
を開始します。

UCS-A /fc-storage # scope vsan
vsan-name vsan-id fcoe-id

ステップ 2   

デフォルトゾーン分割をディセーブルにしま

す。

UCS-A /fc-storage/vsan # set
default-zoning disabled

ステップ 3   

デフォルトゾーン分割が [disabled]の場合、
デフォルトゾーンのメンバ間のすべてのトラ

フィックが拒否されます。

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、VSAN IDが 2112で、FCoE VSAN IDが 4021の accountingという VSANのデフォルトゾー
ン分割をディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope vsan accounting 2112 4021
UCS-A /fc-storage # set default-zoning disabled
UCS-A /fc-storage* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage #

アップリンクイーサネットポートチャネル

アップリンクイーサネットポートチャネルを使用すると、複数の物理アップリンクイーサネッ

トポートをグループ化して（リンク集約）、1つの論理イーサネットリンクを作成し、耐障害性
と高速接続を実現できます。 Cisco UCS Managerで、先にポートチャネルを作成してから、その
ポートチャネルにアップリンクイーサネットポートを追加します。1つのポートチャネルには、
最大で 8個のアップリンクイーサネットポートを追加できます。

Cisco UCSでは、ポート集約プロトコル（PAgP）ではなく、Link Aggregation Control Protocol
（LACP）を使用して、アップリンクイーサネットポートがポートチャネルにグループ化さ
れます。アップストリームスイッチのポートが LACPに設定されていない場合、ファブリッ
クインターコネクトはアップリンクイーサネットポートチャネルの全ポートを個別のポート

として扱い、パケットを転送します。

（注）
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アップリンクイーサネットポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成し、イーサネット

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
{enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel # set
name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

指定されたフロー制御ポリシーをポートチャ

ネルに割り当てます。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel # set
flow-control-policy policy-name

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。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ファブリックAのポート13にポートチャネルを作成し、portchan13aに名前を設定し、
管理状態をイネーブルにし、ポートチャネルに flow-con-pol432という名前のフロー制御ポリシー
を割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # set flow-control-policy flow-con-pol432
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
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アップリンクイーサネットポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを削除します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルを設定解除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

アップリンクイーサネットポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットアップリンクファブ

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポート 13のポートチャネ
ルに追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # create member-port 1 7
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

アップリンクイーサネットポートチャネルからのメンバポートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネ

ルモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

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。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   
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次の例は、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルからメンバポートを削除し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # delete member-port 1 7
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネル

アプライアンスポートチャネルを使用すると、複数の物理的なアプライアンスポートをグルー

プ化して 1つの論理的なイーサネットストレージリンクを作成し、耐障害性と高速接続を実現で
きます。 Cisco UCS Managerにおいて、先にポートチャネルを作成してから、そのポートチャネ
ルにアプライアンスポートを追加します。 1つのポートチャネルには、最大で 8個のアプライア
ンスポートを追加できます。

アプライアンスポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレージファ

ブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope
fabric {a | b }

ステップ 2   

指定されたイーサネットストレージポートのポート

チャネルを作成し、イーサネットストレージファブ

リックポートチャネルモードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric #
create port-channel port-num

ステップ 3   

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまたはディ

セーブルにします。ポートチャネルは、デフォルト

ではディセーブルです。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリッ

クとポートチャネルへのアプライアンスピンターゲッ

トを指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set pingroupname pin-group
name

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるか

を指定します。デフォルトで、モードはトランクに設

定されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set portmode {access |
trunk}

ステップ 7   

（任意）

アプライアンスポートに QoSクラスを指定します。
デフォルトでは、プライオリティは best-effortに設定
されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set prio sys-class-name

ステップ 8   

sys-class-name引数には、次のいずれかのクラスキー
ワードを指定できます。

• [Fc]：vHBAトラフィックだけを制御するQoSポ
リシーにこのプライオリティを使用します。

• [Platinum]：vNICトラフィックだけを制御する
QoSポリシーにこのプライオリティを使用しま
す。

• [Gold]：vNICトラフィックだけを制御する QoS
ポリシーにこのプライオリティを使用します。

• [Silver]：vNICトラフィックだけを制御する QoS
ポリシーにこのプライオリティを使用します。

• [Bronze]：vNICトラフィックだけを制御するQoS
ポリシーにこのプライオリティを使用します。

• [BestEffort]：このプライオリティを使用しないで
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
Managerはこのシステムクラスのデフォルトには
戻りません。そのトラフィックの CoS 0でプラ
イオリティがデフォルトに戻ります。

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set speed {1gbps | 2gbps |
4gbps | 8gbps | auto}

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。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 10   
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次の例は、ファブリック Aのポート 13にポートチャネルを作成し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set pingroupname pingroup1
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set portmode access
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set prio fc
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set speed 2gbps
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定したイーサネットストレージポートか

らポートチャネルを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルを設定解除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #
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アプライアンスポートチャネルのイネーブル化またはディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

イーサネットストレージポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-chan-name

ステップ 3   

ポートチャネルの管理状態をイネーブルま

たはディセーブルにします。ポートチャネ

ルは、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# {enable | disable }

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。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13をイネーブルにし、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたポートチャネルのイーサネットス

トレージファブリックポートチャネルモー

ドを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットストレージファブ

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポート 13のポートチャネ
ルに追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # create member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネルからのメンバポートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

ストレージファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

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。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   
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次の例は、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルからメンバポートを削除し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # delete member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネル

ファイバチャネルポートチャネルを使用すると、複数の物理ファイバチャネルポートをグルー

プ化して（リンク集約）、1つの論理ファイバチャネルリンクを作成し、耐障害性と高速接続性
を実現できます。 Cisco UCS Managerで、先にポートチャネルを作成してから、そのポートチャ
ネルにファイバチャネルポートを追加します。

各 Cisco UCSドメインに最大 4つのファイバチャネルポートチャネルを作成できます。各ファ
イバチャネルポートチャネルには、最大 16のアップリンクファイバチャネルポートを含める
ことができます。

ファイバチャネルポートチャネルの設定

2つのファイバチャネルポートチャネルに接続する場合、両方のポートチャネルの管理速度
が、使用するリンクに一致している必要があります。いずれかまたは両方のファイバチャネ

ルポートチャネルの管理速度が autoに設定されている場合、Cisco UCSが管理速度を自動的
に調整します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを作成し、ファイバ

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

チャネルアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set speed {1gbps | 2gbps | 4gbps |
8gbps | auto}

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。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ファブリック Aにポートチャネル 13を作成し、名前を portchan13aに設定し、管理状
態をイネーブルにし、速度を 2 Gbpsの設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set speed 2gbps
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定したファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを削除します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   
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次に、ファブリック Aのポートチャネル 13を設定解除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric #

ファイバチャネルポートチャネルのイネーブル化またはディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

ファイバチャネルアップリンクポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-chan-name

ステップ 3   

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# {enable | disable }

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13をイネーブルにし、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファイバチャネルアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャネ

ルアップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、ファイバチャネルアップリンク

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

ファブリックポートチャネルメンバポート

モードを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポートチャネル 13に追加
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルからのメンバポートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャ

ネルアップリンクファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

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。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aポートチャネル 13からメンバポートを削除し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

FCoE ポートチャネル
FCoEポートチャネルでは、複数の物理 FCoEポートをグループ化し、1つの論理的な FCoEポー
トチャネルを作成することができます。物理レベルでは、FCoEポートチャネルは FCoEトラ
フィックをイーサネットポートチャネル経由で転送します。したがって、一連のメンバから構

成される FCoEポートチャネルは基本的に同じメンバから構成されるイーサネットポートチャネ
ルです。このイーサネットポートチャネルは、FCoEトラフィック用の物理的トランスポートと
して使用されます。

各 FCoEポートチャネルに対し、Cisco UCS Managerは VFCを内部的に作成し、イーサネット
ポートチャネルにバインドします。ホストから受信したFCoEトラフィックは、FCoEトラフィッ
クが FCアップリンクに送信されるのと同じ方法で VFCに送信されます。

FCoE ポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a | b}ステップ 2   

指定したFCoEアップリンクポートのポー
トチャネルを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoe-port-channel number

ステップ 3   
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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。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 8で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoe-port-channel 4
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

FCoE アップリンクポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネルアップ

リンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定したポートチャネルの FCoEアップリンク
ポートチャネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
fcoe-port-channel ID

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポートを作

成し、FCoEアップリンクファブリックポート
チャネルのメンバポートモードを開始します。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel
# create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

FCoEアップリンクポートチャネルが、
ユニファイドアップリンクポートチャ

ネルである場合、次のメッセージが表示

されます。

警告:これがユニファイドポートチャネ
ルの場合、メンバは同じIDのイーサネッ
トポートチャネルにも追加されます。

（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。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   
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次の例では、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリックAの FCoEポートチャネル 13
に追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

ユニファイドアップリンクポートチャネル

同じ IDでイーサネットポートチャネルと FCoEポートチャネルを作成した場合、それらはユニ
ファイドポートチャネルと呼ばれます。ユニファイドポートチャネルが作成されると、指定さ

れたメンバを持つファブリックインターコネクトで物理イーサネットポートチャネルと VFCが
作成されます。物理イーサネットポートチャネルは、イーサネットトラフィックと FCoEトラ
フィックの両方を伝送するために使用されます。 VFCは、FCoEトラフィックをイーサネット
ポートチャネルにバインドします。

次のルールは、ユニファイドアップリンクポートチャネルのメンバポートセットに適用されま

す。

•ユニファイドポートチャネルとして設定されている、同じ IDのイーサネットポートチャ
ネルと FCoEポートチャネルは、同じメンバポートのセットを持つ必要があります。

•イーサネットポートチャネルにメンバポートチャネルを追加すると、Cisco UCS Manager
は、FCoEポートチャネルにも同じポートチャネルを追加します。同様に、FCoEポート
チャネルにメンバを追加すると、イーサネットポートチャネルにそのメンバポートが追加

されます。

•ポートチャネルの 1つからメンバポートを削除すると、Cisco UCS Managerは他のポート
チャネルから自動的にそのメンバーポートを削除します。

イーサネットアップリンクポートチャネルをディセーブルにすると、ユニファイドアップリン

クポートチャネルを構成している物理ポートチャネルがディセーブルになります。したがって、

FCoEアップリンクポートチャネルもダウンします（FCoEアップリンクがイネーブルになってい
る場合でも同様です）。しかし、FCoEアップリンクポートチャネルをディセーブルにした場合
は、VFCだけがダウンします。イーサネットアップリンクポートチャネルがイネーブルであれ
ば、FCoEアップリンクポートチャネルは引き続きユニファイドアップリンクポートチャネル
で正常に動作することができます。

ユニファイドアップリンクポートチャネルの設定

ユニファイドアップリンクポートチャネルを設定するには、ユニファイドポートチャネルとし

て既存の FCoEアップリンクポートチャネルを変換します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channel ID

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、既存の FCoEポートチャネルでユニファイドアップリンクポートチャネルを作成
します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create port-channel 2
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

アダプタポートチャネル

アダプタポートチャネルは、Cisco UCS仮想インターフェイスカード（VIC）から I/Oモジュー
ルへのすべての物理リンクを 1つの論理リンクにグループ化します。

アダプタポートチャネルは、正しいハードウェアの存在を検出したときに Cisco UCS Managerに
よって内部的に作成また管理されます。アダプタポートチャネルの手動設定はできません。ア

ダプタポートチャネルは、Cisco UCSManager GUIまたは Cisco UCSManager CLIを使用して参照
できます

アダプタポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックポートチャネルを表示しま

す。

UCS-A /eth-server/fabric # show
host-port-channel [detail | expand]

ステップ 3   

次に、イーサネットサーバモードでファブリック内のホストポートチャネルに関する情報を表

示する例を示します。

UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # show host-port-channel

Host Port channel:

Port Channel ID Chassis ID Admin State Oper State State Reason
--------------- ---------- ----------- ---------- -------------
1125 2 Enabled Up

UCS-A /eth-server/fabric #

ファブリックポートチャネル

ファブリックポートチャネルは、冗長性と帯域幅共有のため、IOMからファブリックインター
コネクトへの複数の物理リンクを 1個の論理リンクにグループ化できます。ファブリックポート
チャネル内の 1個のリンクがアクティブである限り、ファブリックポートチャネルは動作し続け
ます。

正しいハードウェアが接続されている場合、ファブリックポートチャネルは Cisco UCS Manager
で次のように作成されます。

•シャーシディスカバリポリシーで定義した設定に従って、シャーシを検出している最中に。

•特定のシャーシのシャーシ接続ポリシーに設定された内容に従って、シャーシを検出した後
に。

IOMのそれぞれに単一のファブリックポートチャネルがあります。ファブリックインターコネ
クトに IOMを接続する各アップリンクは、個別リンクとして設定することもポートチャネルに含
めることもできますが、1つのアップリンクが複数のファブリックポートチャネルに属すること
はできません。たとえば、2つの IOMを持つシャーシが検出され、ファブリックポートチャネ
ルを作成するようにシャーシディスカバリポリシーが設定されている場合、Cisco UCS Manager
は 2つの独立したファブリックポートチャネルを作成します。IOM-1を接続するアップリンク用
と、IOM-2を接続するアップリンク用です。別のシャーシはこれらのファブリックポートチャ
ネルに加入できません。同様に、IOM-1のファブリックポートチャネルに属するアップリンク
は、IOM-2のファブリックポートチャネルに加入できません。
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ファブリックポートチャネルのケーブル接続の考慮事項

Cisco UCS 2200シリーズ FEXと Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクト間のリ
ンクをファブリックポートチャネルモードで設定する際、アダプタ上の使用可能な VIFネーム
スペースはその FEXのアップリンクがファブリックインターコネクトポートに接続されている
場所によって異なります。

6248ファブリックインターコネクト内には、8個の連続ポートが 6セットあり、ポートのセット
のそれぞれがシングルチップによって管理されます。アップリンクが接続されて、FEXからのす
べてのアップリンクが 1つのチップによって管理される一連のポートに接続されると、CiscoUCS
Managerはシャーシ内のブレードで展開されているサービスプロファイルで使用する VIFの数を
最大化します。 IOMからのアップリンク接続が別々のチップで管理されるポート間に分散された
場合、VIFカウントは減少します。

図 1：ファブリックポートチャネルのポートグループ

ファブリックポートチャネルのポートグループに 2番目のリンクを追加すると、混乱が生
じ、VIF名前空間の使用可能な容量が、63から 118まで自動的に増加します。ただし、さら
にリンクを追加しても混乱は生じないため、VIF名前空間は 118のままになります。

注意

2つのファブリックポートチャネルポートグループにシャーシをリンクすると中断が発生
し、VIFネームスペースは、手動で確認されないかぎり影響を受けません。その結果、VIF
ネームスペースは 2つのグループのうち、より小さいサイズのファブリックポートチャネル
ポートグループを使用するように自動的に設定されます（63または 118の VIF）。

注意

ハイアベイラビリティのクラスタモードアプリケーションの場合、対称なケーブル設定を強く

推奨します。ケーブル接続が非対称の場合、使用可能な VIFの最大数は 2つのケーブル設定より
小さくなります。

Cisco UCS環境の VIFの最大数については、ご使用のハードウェアおよびソフトウェア設定用の
設定制限についてのマニュアルを参照してください。
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ファブリックポートチャネルの設定

手順

ステップ 1 シャーシディスカバリの実行中に IOMからファブリックインターコネクトへのすべてのリンク
をファブリックポートチャネルに含めるには、シャーシディスカバリポリシーのリンクグルー

プ化プリファレンスをポートチャネルに設定します。

シャーシ/FEXディスカバリポリシーの設定

ステップ 2 シャーシディスカバリの実行中に個々のシャーシからのリンクをファブリックポートチャネル

に含めるには、シャーシ接続ポリシーのリンクグループ化プリファレンスをポートチャネルに設

定します。

シャーシ接続ポリシーの設定

ステップ 3 シャーシ検出後、追加ファブリックポートチャネルメンバポートをイネーブルまたはディセー

ブルにします。

ファブリックポートチャネルメンバポートのイネーブル化またはディセーブル化

次の作業

シャーシディスカバリポリシーまたはシャーシ接続ポリシーの変更後、ファブリックポートチャ

ネルに対しリンクを追加または削除するには、シャーシを再認識します。ファブリックポート

チャネルからシャーシのメンバーポートをイネーブルまたはディセーブルにする場合、シャーシ

の再認識は必要はありません。

ファブリックポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックポートチャネルを表示しま

す。

UCS-A /eth-server/fabric # show
fabric-port-channel [detail | expand]

ステップ 3   
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次に、ファブリックインターコネクト Aの設定済みファブリックポートチャネルに関する情報
を表示する例を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # show fabric-port-channel
Fabric Port Channel:

Port Channel Id Chassis Id Admin State Oper State State Reason
--------------- ---------- ----------- ---------------- ------------

1025 1 Enabled Failed No operational members
1026 2 Enabled Up

UCS-A /eth-server/fabric #

ファブリックポートチャネルメンバポートのイネーブル化またはディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   

指定したファブリックでイーサネットサー

バファブリック、ファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /eth-server/fabric # scope
fabric-port-channel port-chan-id

ステップ 3   

指定したメンバポートでイーサネットサー

バファブリック、ファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# scope member-port slot-id port-id

ステップ 4   

指定したメンバーポートをイネーブルまた

はディセーブルにします。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# {enable | 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。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、ファブリックポートチャネル 1025のファブリックチャネルメンバポート 1 31をディセー
ブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # scope fabric-port-channel 1025
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel # scope member-port 1 31
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port # disable
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port #
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第 7 章

コミュニケーションサービスの設定

この章は、次の項で構成されています。

• Communication Services, 121 ページ

• CIM XMLの設定, 123 ページ

• HTTPの設定, 124 ページ

• HTTPの設定解除, 125 ページ

• HTTPSの設定, 125 ページ

• HTTPリダイレクションのイネーブル化, 136 ページ

• SNMPの設定, 137 ページ

• Telnetのイネーブル化, 145 ページ

• CIMC Webサービスのイネーブル化, 146 ページ

• CIMC Webサービスのディセーブル化, 146 ページ

• 通信サービスのディセーブル化, 147 ページ

Communication Services
以下に定義する通信サービスを使用してサードパーティアプリケーションを Cisco UCSに接続で
きます。

Cisco UCSManager次のサービスに対する IPv4および IPv6アドレスアクセスの両方をサポートし
ます。

• CIM XML

• HTTP

• HTTPS

• SNMP

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
    OL-31133-02 121



• SSH

• Telnet

Cisco UCS Manager Webブラウザから [Cisco UCS KVM Direct]起動ページへのアウトオブバンド
IPv4アドレスアクセスをサポートします。このアクセスを提供するには、次のサービスをイネー
ブルにする必要があります。

• CIMC Webサービス

説明通信サービス

このサービスはデフォルトでディセーブルになり、読み取り専用モード

でだけ利用できます。デフォルトのポートは 5988です。

この共通の情報モデルは、DistributedManagement Task Forceによって定
義された標準の 1つです。

CIM XML

このサービスは、デフォルトでディセーブルになります。

このサービスをイネーブルにすると、ユーザは直接サーバに割り当てら

れるか、またはサービスプロファイルを介しサーバに関連付けられた

アウトオブバンドの管理 IPアドレスの1つを使用して直接サーバCIMC
にアクセスできます。

CIMC Webサービスは全体的にイネーブルまたはディセーブ
ルにすることのみが可能です。個別のCIMC IPアドレスに対
し KVMダイレクトアクセスを設定できません。

（注）

CIMC Webサービス

このサービスは、デフォルトでポート 80でイネーブルになります。

Cisco UCS Manager GUIを実行するには HTTPまたは HTTPSのいずれ
かをイネーブルにする必要があります。HTTPを選択した場合、すべて
のデータはクリアテキストモードで交換されます。

セキュリティ上の理由により、HTTPSをイネーブルにし、HTTPをディ
セーブルにすることを推奨します。

デフォルトでは、Cisco UCSはHTTP経由の通信の試行をすべて同等の
HTTPSにリダイレクトします。この動作を変更しないことを推奨しま
す。

CiscoUCSバージョン1.4(1)にアップグレードする場合、これ
はデフォルトでは発生しません。 HTTP経由の通信の試行を
同等の HTTPSにリダイレクトする場合、[Redirect HTTP to
HTTPS]をCisco UCSManagerでイネーブルにする必要があり
ます。

（注）

HTTP
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説明通信サービス

このサービスは、デフォルトでポート 443でイネーブルになります。

HTTPSを使用すると、すべてのデータはセキュアなサーバを介して暗
号化モードで交換されます。

セキュリティ上の目的から、HTTPSだけを使用するようにし、HTTP
通信はディセーブルにするか、リダイレクトすることを推奨します。

HTTPS

このサービスは読み取り専用アクセスに対してイネーブルになり、show
コマンドなど、プロトコルの一部のサブセットをサポートします。こ

れをディセーブルにすることはできません。

このシェルサービスは、Distributed Management Task Forceによって定
義された標準の 1つです。

SMASH CLP

このサービスは、デフォルトでディセーブルになります。イネーブル

の場合、デフォルトのポートは 161です。コミュニティと少なくとも
1つの SNMPトラップを設定する必要があります。

システムに SNMPサーバとの統合が含まれる場合にだけこのサービス
をイネーブルにします。

SNMP

このサービスは、ポート 22でイネーブルになります。これはディセー
ブルにできず、デフォルトのポートを変更することもできません。

このサービスは Cisco UCS Manager CLIへのアクセスを提供します。

SSH

このサービスは、デフォルトでディセーブルになります。

このサービスは Cisco UCS Manager CLIへのアクセスを提供します。

Telnet

CIM XML の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

CIMXLMサービスをイネーブルにしま
す。

UCS-A /system/services # enable
cimxml

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

CIMXML接続に使用するポートを指定
します。

UCS-A /system/services # set cimxml
port port-num

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。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、CIM XMLをイネーブルにし、ポート番号を 5988に設定し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable cimxml
UCS-A /system/services* # set cimxml port 5988
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

HTTP の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

HTTPサービスをイネーブルにします。UCS-A /system/services # enable httpステップ 3   

HTTP接続で使用されるポートを指定し
ます。

UCS-A /system/services # set http port
port-num

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。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、HTTPをイネーブルにし、ポート番号を 80に設定し、トランザクションをコミットし
ます。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable http
UCS-A /system/services* # set http port 80
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #
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HTTP の設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

HTTPサービスをディセーブルにしま
す。

UCS-A /system/services # disable httpステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、HTTPをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # disable http
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

HTTPS の設定

証明書、キーリング、トラストポイント

HTTPSは、公開キーインフラストラクチャ（PKI）のコンポーネントを使用してクライアントの
ブラウザと Cisco UCS Managerなどの 2つのデバイス間でセキュアな通信を確立します。

暗号キーとキーリング

各PKIデバイスは、内部キーリングに非対称のRivest-Shamir-Adleman（RSA）暗号キーのペア（1
つはプライベート、もう 1つはパブリック）を保持します。いずれかのキーで暗号化されたメッ
セージは、もう一方のキーで復号化できます。暗号化されたメッセージを送信する場合、送信者

は受信者の公開キーで暗号化し、受信者は独自の秘密キーを使用してメッセージを復号化します。

送信者は、独自の秘密キーで既知のメッセージを暗号化（「署名」とも呼ばれます）して公開キー

の所有者を証明することもできます。受信者が該当する公開キーを使用してメッセージを正常に

復号化できる場合は、送信者が対応する秘密キーを所有していることが証明されます。暗号キー

の長さはさまざまであり、通常の長さは 512ビット～ 2048ビットです。一般的に、短いキーよ
りも長いキーの方がセキュアになります。 Cisco UCSManagerでは、最初に 1024ビットのキーペ
アを含むデフォルトのキーリングが提供されます。そして、追加のキーリングを作成できます。
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クラスタ名が変更されたり、証明書が期限切れになったりした場合は、デフォルトのキーリング

証明書を手動で再生成する必要があります。

この操作は、UCS Manager CLIのみで使用できます。

証明書

セキュアな通信を準備するには、まず2つのデバイスがそれぞれのデジタル証明書を交換します。
証明書は、デバイスの IDに関する署名済み情報とともにデバイスの公開キーを含むファイルで
す。暗号化された通信をサポートするために、デバイスは独自のキーペアと独自の自己署名証明

書を生成できます。リモートユーザが自己署名証明書を提示するデバイスに接続する場合、ユー

ザはデバイスの IDを簡単に検証することができず、ユーザのブラウザは最初に認証に関する警告
を表示します。デフォルトでは、CiscoUCSManagerにはデフォルトのキーリングからの公開キー
を含む組み込みの自己署名証明書が含まれます。

トラストポイント

Cisco UCS Managerに強力な認証を提供するために、デバイスの IDを証明する信頼できるソース
（つまり、トラストポイント）からサードパーティ証明書を取得し、インストールできます。

サードパーティ証明書は、発行元トラストポイント（ルート認証局（CA）、中間 CA、または
ルート CAにつながるトラストチェーンの一部となるトラストアンカーのいずれか）によって署
名されます。新しい証明書を取得するには、Cisco UCS Managerで証明書要求を生成し、トラス
トポイントに要求を送信する必要があります。

証明書は、Base64エンコード X.509（CER）フォーマットである必要があります。重要

キーリングの作成

Cisco UCS Managerは、デフォルトキーリングを含め、最大 8個のキーリングをサポートしま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

キーリングを作成し、名前を指定し

ます。

UCS-A /security # create keyring
keyring-name

ステップ 2   

SSLキーのビット長を設定します。UCS-A /security/keyring # set modulus
{mod1024 |mod1536 |mod2048 |mod512}

ステップ 3   

トランザクションをコミットしま

す。

UCS-A /security/keyring # commit-bufferステップ 4   
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次の例は、1024ビットのキーサイズのキーリングを作成します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create keyring kr220
UCS-A /security/keyring* # set modulus mod1024
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring #

次の作業

このキーリングの証明書要求を作成します。

デフォルトキーリングの再生成

クラスタ名が変更されたり、証明書が期限切れになったりした場合は、デフォルトのキーリング

証明書を手動で再生成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

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

デフォルトキーリングでキーリングセ

キュリティモードを開始します。

UCS-A /security # scope keyring
default

ステップ 2   

デフォルトキーリングを再生成します。UCS-A /security/keyring # set
regenerate yes

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、デフォルトキーリングを再生成する例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring default
UCS-A /security/keyring* # set regenerate yes
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring #

キーリングの証明書要求の作成

基本オプション付きのキーリングの証明書要求の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

キーリングのコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope keyring
keyring-name

ステップ 2   

指定された IPv4または IPv6アドレス、また
はファブリックインターコネクトの名前を

UCS-A /security/keyring # create
certreq {ip [ipv4-addr | ipv6-v6]
|subject-name name}

ステップ 3   

使用して証明書要求を作成します。証明書

要求のパスワードを入力するように求められ

ます。

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring/certreq #
commit-buffer

ステップ 4   

コピーしてトラストアンカーまたは認証局

に送信可能な証明書要求を表示します。

UCS-A /security/keyring # show
certreq

ステップ 5   

次の例では、基本オプション付きのキーリングについて IPv4アドレスで証明書要求を作成して表
示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr220
UCS-A /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name sjc04
Certificate request password:
Confirm certificate request password:
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name:
Certificate request country name:
State, province or county (full name):
Locality (eg, city):
Organization name (eg, company):
Organization Unit name (eg, section):
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4
0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

UCS-A /security/keyring #
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詳細オプション付きのキーリングの証明書要求の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

キーリングのコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A /security # scope keyring
keyring-name

ステップ 2   

証明書要求を作成します。UCS-A /security/keyring # create certreqステップ 3   

会社が存在している国の国コードを指

定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
country country name

ステップ 4   

要求に関連付けられたドメインネーム

サーバ（DNS）アドレスを指定します。
UCS-A /security/keyring/certreq* # set
dns DNS Name

ステップ 5   

証明書要求に関連付けられた電子メー

ルアドレスを指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
e-mail E-mail name

ステップ 6   

ファブリックインターコネクトの IPア
ドレスを指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set ip
{certificate request ip-address|certificate
request ip6-address }

ステップ 7   

証明書を要求している会社の本社が存

在する市または町を指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
locality locality name (eg, city)

ステップ 8   

証明書を要求している組織を指定しま

す。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
org-name organization name

ステップ 9   

組織ユニットを指定します。UCS-A /security/keyring/certreq* # set
org-unit-name organizational unit name

ステップ 10   

証明書要求に関するオプションのパス

ワードを指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
password certificate request password

ステップ 11   

証明書を要求している会社の本社が存

在する州または行政区分を指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
state state, province or county

ステップ 12   

ファブリックインターコネクトの完全

修飾ドメイン名を指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
subject-name certificate request name

ステップ 13   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring/certreq* #
commit-buffer

ステップ 14   

コピーしてトラストアンカーまたは認

証局に送信可能な証明書要求を表示し

ます。

UCS-A /security/keyring # show certreqステップ 15   
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次の例では、詳細オプション付きのキーリングについて IPv4アドレスで証明書要求を作成して表
示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr220
UCS-A /security/keyring # create certreq
UCS-A /security/keyring/certreq* # set ip 192.168.200.123
UCS-A /security/keyring/certreq* # set subject-name sjc04
UCS-A /security/keyring/certreq* # set country US
UCS-A /security/keyring/certreq* # set dns bg1-samc-15A
UCS-A /security/keyring/certreq* # set email test@cisco.com
UCS-A /security/keyring/certreq* # set locality new york city
UCS-A /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"
UCS-A /security/keyring/certreq* # set org-unit-name Testing
UCS-A /security/keyring/certreq* # set state new york
UCS-A /security/keyring/certreq* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring/certreq # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name: test@cisco.com
Certificate request country name: US
State, province or county (full name): New York
Locality name (eg, city): new york city
Organization name (eg, company): Cisco
Organization Unit name (eg, section): Testing
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4
0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

UCS-A /security/keyring/certreq #

次の作業

•証明書要求のテキストを BEGINおよび END行を含めてコピーし、ファイルに保存します。
キーリングの証明書を取得するため、証明書要求を含むファイルをトラストアンカーまた

は認証局に送信します。

•トラストポイントを作成し、トラストアンカーから受け取ったトラストの証明書の証明書
チェーンを設定します。

トラストポイントの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
130 OL-31133-02   

HTTPS の設定



目的コマンドまたはアクション

トラストポイントを作成し、その名前を指定しま

す。

UCS-A /security # create
trustpoint name

ステップ 2   

このトラストポイントの証明書情報を指定します。UCS-A /security/trustpoint # set
certchain [ certchain ]

ステップ 3   

コマンドで証明書情報を指定しない場合、ルート認

証局（CA）への認証パスを定義するトラストポイ
ントのリストまたは証明書を入力するように求めら

れます。入力内容の次の行に、「ENDOFBUF」と
入力して終了します。

証明書は、Base64エンコードX.509（CER）
フォーマットである必要があります。

重要

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/trustpoint #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、トラストポイントを作成し、トラストポイントに証明書を提供します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create trustpoint tPoint10
UCS-A /security/trustpoint* # set certchain
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
> -----BEGIN CERTIFICATE-----
> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42
> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT
> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV
> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB
> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc
> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4
> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt
> 4YL5Jg==
> -----END CERTIFICATE-----
> ENDOFBUF
UCS-A /security/trustpoint* # commit-buffer
UCS-A /security/trustpoint #

次の作業

トラストアンカーまたは認証局からキーリング証明書を取得し、キーリングにインポートしま

す。
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キーリングへの証明書のインポート

はじめる前に

•キーリング証明書の証明書チェーンを含むトラストポイントを設定します。

•トラストアンカーまたは認証局からキーリング証明書を取得します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

証明書を受け取るキーリングでコンフィギュレー

ションモードを開始します。

UCS-A /security # scope
keyring keyring-name

ステップ 2   

キーリング証明書の取得元のトラストアンカーま

たは認証局に対しトラストポイントを指定します。

UCS-A /security/keyring # set
trustpoint name

ステップ 3   

キーリング証明書を入力してアップロードするた

めのダイアログを起動します。

UCS-A /security/keyring # set
cert

ステップ 4   

プロンプトで、トラストアンカーまたは認証局か

ら受け取った証明書のテキストを貼り付けます。

証明書の後の行にENDOFBUFと入力して、証明書
の入力を完了します。

証明書は、Base64エンコードX.509（CER）
フォーマットである必要があります。

重要

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、トラストポイントを指定し、証明書をキーリングにインポートする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr220
UCS-A /security/keyring # set trustpoint tPoint10
UCS-A /security/keyring* # set cert
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
> -----BEGIN CERTIFICATE-----
> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=
> -----END CERTIFICATE-----
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> ENDOFBUF
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring #

次の作業

キーリングを使用して HTTPSサービスを設定します。

HTTPS の設定

HTTPSで使用するポートとキーリングの変更を含め、HTTPSの設定を完了した後、トランザ
クションを保存またはコミットするとすぐに、現在のすべての HTTPおよび HTTPSセッショ
ンは警告なく閉じられます。

注意

手順

目的コマンドまたはアク

ション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemス

テッ

プ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system #
scope services

ス

テッ

プ 2   

HTTPSサービスをイネーブルにします。UCS-A
/system/services #
enable https

ス

テッ

プ 3   

（任意）

HTTPS接続で使用されるポートを指定します。
UCS-A
/system/services # set
https port port-num

ス

テッ

プ 4   

（任意）

HTTPSに対して作成したキーリングの名前を指定します。
UCS-A
/system/services # set
https keyring
keyring-name

ス

テッ

プ 5   

（任意）

Cisco UCSドメインで使用される暗号スイートセキュリティのレベル。
cipher-suite-modeは次のいずれかになります。

UCS-A
/system/services # set
https
cipher-suite-mode
cipher-suite-mode

ス

テッ

プ 6   

• high-strength

• medium-strength

• low-strength

• custom：ユーザー定義の暗号スイート仕様の文字列を指定できます。
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目的コマンドまたはアク

ション

（任意）

cipher-suite-modeが [custom]に設定されている場合は、このCiscoUCSド
メインに対する暗号スイートセキュリティのカスタムレベルを指定しま

す。

UCS-A
/system/services # set
https cipher-suite
cipher-suite-spec-string

ス

テッ

プ 7   

cipher-suite-spec-string最大 256文字まで使用できますが、OpenSSL暗号ス
イート仕様に準拠する必要があります。次を除き、スペースや特殊文字

は使用できません。 !（感嘆符）、+（プラス記号）、-（ハイフン）、お
よび :（コロン）。詳細については、http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/
mod_ssl.html#sslciphersuiteを参照してください。。

たとえば、Cisco UCS Managerがデフォルトとして使用する中強度仕様の
文字列は次のようになります：
ALL:!ADH:!EXPORT56:!LOW:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+EXP:+eNULL

このオプションは、cipher-suite-modeが [custom]以外に設定さ
れている場合は無視されます。

（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。UCS-A
/system/services #
commit-buffer

ス

テッ

プ 8   

次の例では、HTTPSをイネーブルにし、ポート番号を 443に設定し、キーリング名を kring7984
に設定し、暗号スイートのセキュリティレベルを [high]に設定し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable https
UCS-A /system/services* # set https port 443
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
UCS-A /system/services* # set https keyring kring7984
UCS-A /system/services* # set https cipher-suite-mode high
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

キーリングの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

名前付きのキーリングを削除します。UCS-A /security # delete keyring nameステップ 2   
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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コミットします。UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次の例では、キーリングを削除します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete keyring key10
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

トラストポイントの削除

はじめる前に

トラストポイントがキーリングによって使用されていないことを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したトラストポイントを削除しま

す。

UCS-A /security # delete trustpoint
name

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次に、トラストポイントを削除する例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete trustpoint tPoint10
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

HTTPS の設定解除

はじめる前に

HTTPから HTTPSへのリダイレクションをディセーブルにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

HTTPSサービスをディセーブルにしま
す。

UCS-A /system/services # disable
https

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、HTTPSをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # disable https
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

HTTP リダイレクションのイネーブル化

はじめる前に

HTTPと HTTPSの両方をイネーブルにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

HTTPリダイレクトサービスをイネーブルにしま
す。

UCS-A /system/services #
enable http-redirect

ステップ 3   

イネーブルの場合、HTTP経由で試行される通信
はすべて同等の HTTPSアドレスにリダイレクト
されます。

このオプションは、このCiscoUCSドメインへの
HTTPアクセスを実質的に無効にします。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   
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次に、HTTPからHTTPSへのリダイレクションをイネーブルにし、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable http-redirect
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

SNMP の設定

SNMP に関する情報
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は、SNMPマネージャとエージェントの間の通信の
メッセージフォーマットを提供するアプリケーション層プロトコルです。 SNMPでは、ネット
ワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供され

ます。

SNMP 機能の概要

SNMPフレームワークは 3つの部分で構成されます。

• SNMPマネージャ：SNMPを使用してネットワークデバイスのアクティビティを制御し、モ
ニタリングするシステム。

• SNMPエージェント：管理対象デバイスである Cisco UCS内のソフトウェアコンポーネン
ト。Cisco UCSのデータを保守し、必要に応じてそのデータを SNMPに報告します。 Cisco
UCSには、エージェントと一連のMIBが含まれています。 SNMPエージェントを有効にし
て、マネージャとエージェント間のリレーションシップを作成するには、CiscoUCSManager
で SNMPを有効にして設定します。

•管理情報ベース（MIB）：SNMPエージェント上の管理対象オブジェクトのコレクション。
Cisco UCSリリース 1.4(1)以降では、以前よりも多くのMIBをサポートしています。

CiscoUCSはSNMPv1、SNMPv2c、およびSNMPv3をサポートします。SNMPv1とSNMPv2cは、
ともにコミュニティベース形式のセキュリティを使用します。 SNMPは次のように定義されてい
ます。

• RFC 3410（http://tools.ietf.org/html/rfc3410）

• RFC 3411（http://tools.ietf.org/html/rfc3411）

• RFC 3412（http://tools.ietf.org/html/rfc3412）

• RFC 3413（http://tools.ietf.org/html/rfc3413）

• RFC 3414（http://tools.ietf.org/html/rfc3414）

• RFC 3415（http://tools.ietf.org/html/rfc3415）
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• RFC 3416（http://tools.ietf.org/html/rfc3416）

• RFC 3417（http://tools.ietf.org/html/rfc3417）

• RFC 3418（http://tools.ietf.org/html/rfc3418）

• RFC 3584（http://tools.ietf.org/html/rfc3584）

SNMP 通知

SNMPの重要な機能の 1つは、SNMPエージェントから通知を生成できることです。これらの通
知では、要求をSNMPマネージャから送信する必要はありません。通知は、不正なユーザ認証、
再起動、接続の切断、隣接ルータとの接続の切断、その他の重要なイベントを表示します。

Cisco UCS Managerは、トラップまたはインフォームとして SNMP通知を生成します。 SNMPマ
ネージャはトラップ受信時に確認応答を送信せず、CiscoUCSManagerはトラップが受信されたか
どうかを確認できないため、トラップの信頼性はインフォームよりも低くなります。インフォー

ム要求を受信する SNMPマネージャは、SNMP応答プロトコルデータユニット（PDU）でメッ
セージの受信を確認します。 Cisco UCS Managerが PDUを受信しない場合、インフォーム要求を
再送できます。

SNMP セキュリティレベルおよび権限

SNMPv1、SNMPv2c、およびSNMPv3はそれぞれ別のセキュリティモデルを表します。セキュリ
ティモデルは選択されたセキュリティレベルと組み合わされ、SNMPメッセージの処理中に適用
されるセキュリティメカニズムを決定します。

セキュリティレベルは、SNMPトラップに関連付けられているメッセージの表示に必要な権限を
決定します。権限レベルは、開示されないようメッセージを保護する必要があるか、またはメッ

セージを認証する必要があるかどうかを決定します。サポートされるセキュリティレベルは、実

装されているセキュリティモデルによって異なります。 SNMPセキュリティレベルは、次の権
限の 1つ以上をサポートします。

• noAuthNoPriv：認証なし、暗号化なし

• authNoPriv：認証あり、暗号化なし

• authPriv：認証あり、暗号化あり

SNMPv3では、セキュリティモデルとセキュリティレベルの両方が提供されています。セキュ
リティモデルは、ユーザおよびユーザが属するロールを設定する認証方式です。セキュリティ

レベルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティモ

デルとセキュリティレベルの組み合わせにより、SNMPパケット処理中に採用されるセキュリ
ティメカニズムが決まります。

SNMP セキュリティモデルとレベルのサポートされている組み合わせ

次の表に、セキュリティモデルとレベルの組み合わせの意味を示します。
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表 7： SNMP セキュリティモデルおよびセキュリティレベル

結果暗号化認証レベルモデル

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

Noコミュニティスト

リング

noAuthNoPrivv1

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

Noコミュニティスト

リング

noAuthNoPrivv2c

ユーザ名の照合を

使用して認証しま

す。

Noユーザ名noAuthNoPrivv3

Hash-Based
Message
AuthenticationCode
（HMAC）メッ
セージダイジェス

ト 5（MD5）アル
ゴリズムまたは
HMACSecureHash
Algorithm（SHA）
アルゴリズムに基

づいて認証しま

す。

NoHMAC-MD5また
は HMAC-SHA

authNoPrivv3

HMAC-MD5アル
ゴリズムまたは

HMAC-SHAアル
ゴリズムに基づい

て認証します。

データ暗号規格

（DES）の 56
ビット暗号化、お

よび暗号ブロック

連鎖（CBC）DES
（DES-56）標準に
基づいた認証を提

供します。

DESHMAC-MD5また
は HMAC-SHA

authPrivv3
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SNMPv3 セキュリティ機能

SNMPv3は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバイ
スへのセキュアアクセスを実現します。SNMPv3は、設定済みユーザによる管理動作のみを許可
し、SNMPメッセージを暗号化します。 SNMPv3ユーザベースセキュリティモデル（USM）は
SNMPメッセージレベルセキュリティを参照し、次のサービスを提供します。

•メッセージの完全性：メッセージが不正な方法で変更または破壊されていないことを保証し
ます。また、データシーケンスが、通常発生するものよりも高い頻度で変更されていないこ

とを保証します。

•メッセージ発信元の認証：受信データを発信したユーザのアイデンティティが確認されたこ
とを保証します。

•メッセージの機密性および暗号化：不正なユーザ、エンティティ、プロセスに対して情報を
利用不可にしたり開示しないようにします。

SNMP サポート： Cisco UCS
Cisco UCSは、SNMPに対して以下のサポートを備えています。

MIB のサポート

Cisco UCSは、MIBへの読み取り専用アクセスをサポートします。

Cisco UCSで使用可能な特定のMIBおよびその入手先については、Bシリーズサーバは http://
www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/mib/b-series/b_UCS_MIBRef.htmlを、Cシリー
ズは http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/mib/c-series/b_UCS_Standalone_C-Series_
MIBRef.htmlを参照してください。

SNMPv3 ユーザの認証プロトコル

Cisco UCSは、SNMPv3ユーザ用に次の認証プロトコルをサポートしています。

• HMAC-MD5-96（MD5）

• HMAC-SHA-96（SHA）

SNMPv3 ユーザの AES プライバシープロトコル

Cisco UCSは、SNMPv3メッセージ暗号化用のプライバシープロトコルの 1つとして高度暗号化
規格（AES）を使用し、コメント要求（RFC）3826に準拠しています。

プライバシーパスワード（privオプション）では、SNMPセキュリティ暗号化方式としてDESま
たは 128ビットAESを選択できます。AES-128の設定を有効にして、SNMPv3ユーザ用のプライ
バシーパスワードを含めると、CiscoUCSManagerはそのプライバシーパスワードを使用して 128
ビット AESキーを生成します。 AESのプライバシーパスワードは最小で 8文字です。パスフ
レーズをクリアテキストで指定する場合、最大 64文字を指定できます。
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SNMP のイネーブル化および SNMP プロパティの設定
Cisco UCSドメインからの SNMPメッセージには、システム名ではなくファブリックインターコ
ネクト名が表示されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

SNMPをイネーブルにします。UCS-A /monitoring # enable snmpステップ 2   

snmpコミュニティモードを開始します。UCS-A /monitoring # set snmp
community

ステップ 3   

SNMPコミュニティを指定します。パスワー
ドとしてコミュニティ名を使用します。コミュ

UCS-A /monitoring # Enter a
snmpcommunity: community-name

ステップ 4   

ニティ名は、最大 32文字の英数字で指定でき
ます。

SNMP担当者のシステムの連絡先を指定しま
す。システムの連絡先名（電子メールアドレ

UCS-A /monitoring # set snmp
syscontact system-contact-name

ステップ 5   

スや、名前と電話番号など）は、最大 255文
字の英数字で指定できます。

SNMPエージェント（サーバ）が実行される
ホストの場所を指定します。システムロケー

UCS-A /monitoring # set snmp
syslocation system-location-name

ステップ 6   

ション名は、最大 512文字の英数字で指定で
きます。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /monitoring #
commit-buffer

ステップ 7   

次に、SNMPをイネーブルにし、SnmpCommSystem2という名前のSNMPコミュニティを設定し、
contactpersonという名前のシステム連絡先を設定し、systemlocationという名前の連絡先ロケーショ
ンを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # set snmp community
UCS-A /monitoring* # Enter a snmp community: SnmpCommSystem2
UCS-A /monitoring* # set snmp syscontact contactperson1
UCS-A /monitoring* # set snmp syslocation systemlocation
UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

次の作業

SNMPトラップおよびユーザを作成します。
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SNMP トラップの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

SNMPをイネーブルにします。UCS-A /monitoring # enable snmpステップ 2   

指定されたホスト名、または IPv4または
IPv6アドレスで SNMPトラップホストを作
成します。

UCS-A /monitoring # create
snmp-trap {hostname | ip-addr |
ip6-addr}

ステップ 3   

SNMPトラップに使用する SNMPコミュニ
ティ名を指定します。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
community community-name

ステップ 4   

SNMPトラップに使用するポートを指定し
ます。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
port port-num

ステップ 5   

トラップに使用する SNMPのバージョンと
モデルを指定します。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
version {v1 | v2c | v3}

ステップ 6   

（任意）

[Version]に [V2c]または [V3]を選んだ場合、
送信するトラップのタイプ。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
notification type {traps | informs}

ステップ 7   

（任意）

[Version]に [V3]を選択した場合、トラップ
に関連付けられた権限。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
v3 privilege {auth | noauth | priv}

ステップ 8   

ここに表示される値は次のとおりです。

• [Auth]：認証あり、暗号化なし

• [Noauth]：認証なし、暗号化なし

• [Priv]：認証あり、暗号化あり

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /monitoring/snmp-trap #
commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、SNMPをイネーブルにし、IPv4アドレスを使用して SNMPトラップを作成し、トラッ
プがポート 2で SnmpCommSystem2コミュニティを使用するよう指定し、バージョンを v3に設定
し、通知タイプを trapsに設定し、v3権限をprivに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # create snmp-trap 192.168.100.112
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem2
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UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set port 2
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set version v3
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set v3 privilege priv
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/snmp-trap #

次の例は、SNMPをイネーブルにし、IPv6アドレスを使用して SNMPトラップを作成し、トラッ
プがポート 2で SnmpCommSystem3コミュニティを使用するよう指定し、バージョンを v3に設定
し、通知タイプを trapsに設定し、v3権限をprivに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # create snmp-trap 2001::1
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem3
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set port 2
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set version v3
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set v3 privilege priv
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/snmp-trap #

SNMP トラップの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

指定したホスト名または IPアドレスの指
定した SNMPトラップホストを削除しま
す。

UCS-A /monitoring # delete
snmp-trap {hostname | ip-addr}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /monitoring # commit-bufferステップ 3   

次に、IPアドレス 192.168.100.112で SNMPトラップを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # delete snmp-trap 192.168.100.112
UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

SNMPv3 ユーザの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

SNMPをイネーブルにします。UCS-A /monitoring # enable snmpステップ 2   

指定された SNMPv3ユーザを作成します。UCS-A /monitoring # create
snmp-user user-name

ステップ 3   

SNMPユーザ名は、ローカルユーザ名と同じ
にはできません。ローカルユーザ名と一致し

ない SNMPユーザ名を選択します。

AES-128暗号化の使用をイネーブルまたはディ
セーブルにします。

UCS-A /monitoring/snmp-user #
set aes-128 {no | yes}

ステップ 4   

MD5または DHA認証の使用を指定します。UCS-A /monitoring/snmp-user #
set auth {md5 | sha}

ステップ 5   

ユーザパスワードを指定します。 set password
コマンドを入力すると、パスワードの入力と確

認を促すプロンプトが表示されます。

UCS-A /monitoring/snmp-user #
set password

ステップ 6   

ユーザプライバシーパスワードを指定します。

set priv-passwordコマンドを入力すると、プラ
UCS-A /monitoring/snmp-user #
set priv-password

ステップ 7   

イバシーパスワードの入力と確認を促すプロ

ンプトが表示されます。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /monitoring/snmp-user #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、SNMPをイネーブルにし、snmp-user14という名前のSNMPv3ユーザを作成し、AES-128
暗号化をディセーブルにし、MD5認証の使用を指定し、パスワードおよびプライバシーパスワー
ドを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # create snmp-user snmp-user14
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set aes-128 no
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set auth md5
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set priv-password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/snmp-user #

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
144 OL-31133-02   

SNMP の設定



SNMPv3 ユーザの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

指定した SNMPv3ユーザを削除しま
す。

UCS-A /monitoring # delete snmp-user
user-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /monitoring # commit-bufferステップ 3   

次に、snmp user14という名前のSNMPv3ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # delete snmp-user snmp-user14
UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

Telnet のイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

Telnetサービスをイネーブルにします。UCS-A /services # enable
telnet-server

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /services # commit-bufferステップ 4   

次に、Telnetを有効にし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /services # enable telnet-server
UCS-A /services* # commit-buffer
UCS-A /services #
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CIMC Web サービスのイネーブル化
CIMC Webサービスをイネーブルにするには:

• admin権限でログインする必要があります。

• CIMC Webサービスは、デフォルトではイネーブルなので、ディセ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

システムモードを開始します。UCS-A# scope system /ステップ 1   

システムのサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system #scope services/ステップ 2   

CIMCWebサービスをイネーブルにしま
す。

UCS-A/system/services #enable
cimcwebsvc/

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A/system/services *#
commit-buffer/

ステップ 4   

次に、CIMC Webサービスをイネーブルにし、トランザクションを保存する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope services
UCS-A/system/services # enable cimcwebsvc
UCS-A/system/services *# commit-buffer
UCS-A/system/services # commit-buffer
UCS-A/system/services # show cimcwebsvc
Name: cimcwebservice

Admin State: Enabled

CIMC Web サービスのディセーブル化
CIMC Webサービスをディセーブルにするには：

• admin権限でログインする必要があります。

• CIMC Webサービスをイネーブルにする必要があります。

CIMC Webサービスはデフォルトでイネーブルとなっています。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope system /ステップ 1   

システムのサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system #scope services/ステップ 2   

CIMCWebサービスをディセーブルにし
ます。

UCS-A/system/services #disable
cimcwebsvc/

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A/system/services *#
commit-buffer/

ステップ 4   

次に、CIMC Webサービスをディセーブルにし、トランザクションを保存する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope services
UCS-A/system/services # disable cimcwebsvc
UCS-A/system/services *# commit-buffer
UCS-A/system/services # commit-buffer
UCS-A/system/services # show cimcwebsvc
Name: cimcwebservice

Admin State: Disabled

通信サービスのディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope
services

ステップ 2   

指定したサービスをディセーブルにします。ここ

で service-name引数は次のいずれかのキーワードで
す。

UCS-A /system/services #
disable service-name

ステップ 3   

• cimxml：CIM XMLサービスをディセーブル
にします

• http：HTTPサービスをディセーブルにしま
す

• https：HTTPSサービスをディセーブルにし
ます。
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目的コマンドまたはアクション

• telnet-server：Telnetサービスをディセーブル
にします

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、CIM XMLをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A# scope services
UCS-A /system/services # disable cimxml
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #
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第 8 章

「Configuring Authentication」

この章は、次の項で構成されています。

• 認証サービス, 149 ページ

• リモート認証プロバイダーに関するガイドラインおよび推奨事項, 150 ページ

• リモート認証プロバイダーにおけるユーザ属性, 150 ページ

• 二要素認証, 152 ページ

• LDAPグループルール, 154 ページ

• ネストされた LDAPグループ, 154 ページ

• LDAPプロバイダーの設定, 154 ページ

• RADIUSプロバイダーの設定, 164 ページ

• TACACS+プロバイダーの設定, 168 ページ

• マルチ認証システムの設定, 171 ページ

• マルチ認証システムの設定, 172 ページ

• プライマリ認証サービスの選択, 180 ページ

認証サービス

Cisco UCSでは、ユーザログインを認証するために、2種類の方法がサポートされています。

• Cisco UCS Managerにローカルなユーザアカウントによって

•次のいずれかのプロトコルによりリモートで

◦ LDAP

◦ RADIUS

◦ TACACS+
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リモート認証プロバイダーに関するガイドラインおよび推奨事項

システムを、サポートされているリモート認証サービスのいずれかに設定する場合は、そのサー

ビス用のプロバイダーを作成して、CiscoUCSManagerがそのサービスと通信できるようにする必
要があります。また、ユーザ許可に影響する次のガイドラインに留意する必要があります。

リモート認証サービスのユーザアカウント

ユーザアカウントは、Cisco UCS Managerにローカルに設定したり、リモート認証サーバに設定
することができます。

リモート認証サービスを介してログインしているユーザの一時的なセッションは、Cisco UCS
Manager GUIまたは Cisco UCS Manager CLIで表示できます。

リモート認証サービスのユーザロール

リモート認証サーバでユーザアカウントを作成する場合は、ユーザが Cisco UCS Managerで作業
するために必要なロールをそれらのアカウントに含めること、およびそれらのロールの名前を

CiscoUCSManagerで使用される名前と一致させることが必要です。ロールポリシーによっては、
ユーザがログインできないことがあり、その場合は読み取り専用権限だけが付与されます。

リモート認証プロバイダーにおけるユーザ属性

RADIUSおよび TACACS+構成では、ユーザが Cisco UCS Managerへのログインに使用する各リ
モート認証プロバイダーに Cisco UCS用のユーザ属性を設定する必要があります。このユーザ属
性には、各ユーザに割り当てられたロールとロケールが含まれています。

この手順は、LDAPグループマッピングを使用してロールとロケールを割り当てる LDAP設
定では必要ありません。

（注）

ユーザがログインすると、Cisco UCS Managerは以下を実行します。

1 リモート認証サービスに問い合わせます。

2 ユーザを検証します。

3 ユーザが有効である場合は、そのユーザに割り当てられているロールとロケールをチェックし

ます。

次の表は、Cisco UCSがサポートしているリモート認証プロバイダーのユーザ属性要件を比較し
て示しています。
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表 8：リモート認証プロバイダー別のユーザ属性の比較

属性 ID 要件スキーマの拡張カスタム属性認証プロバイ

ダー

シスコの LDAPの実装では、
Unicodeタイプの属性が必要で
す。

CiscoAVPairカスタム属性を作
成する場合は、属性 IDとして
1.3.6.1.4.1.9.287247.1を使用しま
す

サンプルのOIDが次のセクショ
ンに示されています。

オプション次のいずれかを選

択して実行できます。

• LDAPスキーマを拡張せ
ず、要件を満たす既存の

未使用の属性を設定す

る。

• LDAPスキーマを拡張し
て、CiscoAVPairなどの一
意の名前でカスタム属性

を作成する。

グループマッ

ピング使用時

は不要

グループマッ

ピング不使用

時は任意

LDAP

シスコによるRADIUSの実装の
ベンダー IDは 009であり、属
性のベンダー IDは 001です。

次の構文例は、cisco-avpair属性
を作成する場合に複数のユーザ

ロールとロケールを指定する方

法を示しています。
shell:roles="admin,aaa"

shell:locales="L1,abc"。複数

の値を区切るには、区切り文字

としてカンマ「,」を使用しま
す。

オプション次のいずれかを選

択して実行できます。

• RADIUSスキーマを拡張
せず、要件を満たす既存

の未使用属性を使用す

る。

• RADIUSスキーマを拡張
して、cisco-avpairなどの
一意の名前でカスタム属

性を作成する。

任意RADIUS
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属性 ID 要件スキーマの拡張カスタム属性認証プロバイ

ダー

cisco-av-pair名は、TACACS+プ
ロバイダーの属性 IDを提供す
る文字列です。

次の構文例は、cisco-av-pair属性
を作成するときに複数のユーザ

ロールとロケールを指定する方

法を示しています。
cisco-av-pair=shell:roles="admin

aaa" shell:locales*"L1 abc"。

cisco-av-pair属性構文でアスタリ
スク（*）を使用すると、ロケー
ルがオプションとして指定さ

れ、同じ認可プロファイルを使

用する他のシスコデバイスで認

証の失敗を防ぐことができま

す。複数の値を区切るには、区

切り文字としてスペースを使用

します。

必須です。スキーマを拡張

し、cisco-av-pairという名前の
カスタム属性を作成する必要

があります。

必須TACACS+

LDAP ユーザ属性のサンプル OID

カスタム CiscoAVPair属性のサンプル OIDは、次のとおりです。

CN=CiscoAVPair,CN=Schema,
CN=Configuration,CN=X
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
cn: CiscoAVPair
distinguishedName: CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
instanceType: 0x4
uSNCreated: 26318654
attributeID: 1.3.6.1.4.1.9.287247.1
attributeSyntax: 2.5.5.12
isSingleValued: TRUE
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: CiscoAVPair
adminDescription: UCS User Authorization Field
oMSyntax: 64
lDAPDisplayName: CiscoAVPair
name: CiscoAVPair
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X

二要素認証

Cisco UCS Managerは、ユーザ名とパスワードの組み合わせによるユーザログイン操作をサポー
トしています。覚えやすいパスワードを設定するユーザもいますが、そのようなパスワードはマ

ルウェア、スパイウェア、コンピュータウイルスに対して脆弱な恐れがあります。保護されてい
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ないネットワークからシステムにリモートアクセスするユーザや安全ではないサービスを使用し

ているユーザは、パスワードがスヌーピングソフトウェアによって侵害されている可能性があり

ます。フィッシング攻撃は、ユーザをだましてパスワードを暴露させるウイルス攻撃です。

ユーザ認証を強化する 1つの方法は、ユーザ名とパスワードに加えて第 2の要素を要求すること
です。二要素認証では、3つの認証要素のうち 2つが必要になります。二要素認証では、ユーザ
が知っているものの組み合わせ（パスワードまたは PINと、証明書やトークンなどユーザが所有
しているもの）が使用されます。二要素認証はリモートユーザに対してのみサポートされてお

り、IPMIはサポートされません。

CiscoUCSManagerでは、認証アプリケーションを使用して二要素認証を提供しています。このア
プリケーションはトークンサーバを保持して、ログインプロセス中にユーザ用のワンタイムトー

クンを生成します。パスワードは AAAサーバに保存されるため、ログイン時、ユーザはユーザ
名を入力してから、パスワードフィールドにトークンとパスワードの組み合わせを入力する必要

があります。ベンダー固有の属性を取得するために、リクエストがトークンサーバに送信されま

す。 Cisco UCS Managerは、トークンサーバがリクエストを AAAサーバに転送できるように、
トークンサーバを AAAサーバと統合することを要求します。パスワードとトークンは、AAA
サーバによって同時に検証されます。ユーザは、AAAサーバで設定されているのと同じ順序で、
トークンとパスワードを入力する必要があります。

この機能は、RADIUSまたは TACACS+プロバイダーグループを指定認証ドメインに関連付け、
それらのドメインで二要素認証を有効にすることによってサポートされます。

二要素認証は、認証レルムが LDAP、local、または noneに設定されている場合はサポートさ
れません。

（注）

Web セッションの更新および Web セッションのタイムアウト期限

Webセッションのタイムアウト期限は、アクティビティに関係なく、セッションの最長継続時間
を制御します。二要素認証を設定すると、Webセッションのタイムアウト期限もより大きいデ
フォルト値に設定されます。Webセッションの更新期間が過ぎると、Cisco UCS Manager GUIク
ライアントはプロンプトを自動的に生成し、新しいトークンとパスワードの組み合わせを入力す

るようユーザに求めます。

Webセッションの更新期間は、ユーザのWebセッションの有効期間を制御します。二要素認証
が設定されている場合、ユーザは、Webセッションの更新期間が切れるたびに、トークンとパス
ワードの組み合わせを入力してログインする必要があります。セッションタイムアウトが頻発し

て、ユーザに何度もトークンとパスワードの作り直しと再入力を要求することがないように、Web
セッションの更新間隔は、二要素認証が有効化されると、より大きい初期デフォルト値に設定さ

れます。これにより、リモートユーザは長時間アクティブセッションを維持することができま

す。無活動によりWebセッションの更新が期限切れになった場合、ユーザは新しいトークンを生
成して再度ログインするよう要求されます。
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LDAP グループルール
LDAPグループルールは、リモートユーザにユーザロールとロケールを割り当てるときに、Cisco
UCSが LDAPグループを使用するかどうかを決定するために使用されます。

ネストされた LDAP グループ
Cisco UCSManagerのリリース 2.1(2)以降では、LDAPグループマップで定義された他のグループ
内にネストされた LDAPグループを検索できます。この新しい機能を使用すると、Cisco UCS
Managerのグループマップでサブグループを常に作成する必要がなくなります。

ネストされた LDAPの検索サポートはMicrosoft Active Directoryサーバに対してのみサポート
されます。サポート対象のバージョンはMicrosoft Windows 2003 SP3、Microsoft Windows 2008
R2、およびMicrosoft Windows 2012です。

（注）

LDAPネスティング機能を使用して、LDAPグループを他のグループおよびネストグループのメ
ンバとして追加し、メンバアカウントを統合してトラフィックの重複を減らすことができます。

デフォルトでは、ユーザ権限は他のグループ内の LDAPグループをネストするときに継承されま
す。たとえば、Group_2のメンバとして Group_1を作成すると、Group_1のユーザは Group_2の
メンバと同じ権限が与えられます。その結果、Group_1のメンバであるユーザを検索するときは、
Group_1と Group_2を別々に検索するのではなく LDAPグループマップの Group_2を選択するだ
けで済みます。

LDAP プロバイダーの設定

LDAP プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、CiscoUCSManagerで定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ

の設定が含まれている場合、CiscoUCSでその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

Active Directoryを LDAPサーバとして使用している場合は、Active Directoryサーバで Cisco UCS
にバインドするユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパス

ワードを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

指定された属性を含むレコードにデータベー

ス検索を限定します。

UCS-A /security/ldap # set
attribute attribute

ステップ 3   

指定された識別名を含むレコードにデータ

ベース検索を限定します。

UCS-A /security/ldap # set basedn
distinguished-name

ステップ 4   

指定されたフィルタを含むレコードにデータ

ベース検索を限定します。

UCS-A /security/ldap # set filter
filter

ステップ 5   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知す

る前に、LDAPサーバからの応答を待つ時間
間隔を設定します。

UCS-A /security/ldap # set timeout
seconds

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。

UCS-A /security/ldap #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、LDAP属性をCiscoAvPairに、ベース識別名を「DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com」
に、フィルタを「sAMAccountName=$userid」、タイムアウト間隔を 5秒に設定し、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # set attribute CiscoAvPair
UCS-A /security/ldap* # set basedn "DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCS-A /security/ldap* # set filter sAMAccountName=$userid
UCS-A /security/ldap* # set timeout 5
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

ユーザログインは LDAPユーザーの userdnが 255文字を超えると失敗します。（注）

次の作業

LDAPプロバイダーを作成します。

LDAP プロバイダーの作成
Cisco UCS Managerでは、最大 16の LDAPプロバイダーがサポートされます。
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はじめる前に

Active Directoryを LDAPサーバとして使用している場合は、Active Directoryサーバで Cisco UCS
にバインドするユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパス

ワードを設定します。

• LDAPサーバで、次のいずれかの設定を行います。

◦ LDAPグループを設定します。LDAPグループには、ユーザのロールとロケール情報が
含まれています。

◦ Cisco UCS Managerのユーザロールとロケール情報を保持する属性をユーザに対して設
定します。この属性について LDAPスキーマを拡張するかどうかを選択できます。ス
キーマを拡張しない場合は、既存の LDAP属性を使用して Cisco UCSユーザロールと
ロケールを保持します。スキーマを拡張する場合は、CiscoAVPair属性などのカスタム
属性を作成します。

シスコの LDAPの実装では、Unicodeタイプの属性が必要です。

CiscoAVPairカスタム属性を作成する場合は、属性 IDとして 1.3.6.1.4.1.9.287247.1を使
用します

◦クラスタ設定では、両方のファブリックインターコネクトに対する管理ポートの IPv4
または IPv6アドレスを追加します。この設定では、1つめのファブリックインターコ
ネクトで障害が発生し、システムが2つめのファブリックインターコネクトにフェール
オーバーしても、リモートユーザは引き続きログインできることが保証されます。ロ

グイン要求はすべて、これらの IPアドレスから送信されます。Cisco UCSManagerによ
り使用されている仮想 IPv4または IPv6アドレスではありません。

•セキュアな通信を使用する場合は、LDAPサーバのルート認証局（CA）の証明書が格納され
たトラストポイントを Cisco UCS Managerで作成します。

手順

目的コマンドまたはアク

ション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope
ldap

ステップ 2   

LDAPサーバインスタンスを作成し、セキュリティ LDAP
サーバモードを開始します。 SSLがイネーブルの場合、

UCS-A /security/ldap #
create server
server-name

ステップ 3   

server-nameは、通常 IPアドレスまたはFQDNとなり、LDAP
サーバのセキュリティ証明書内のCommonName（CN）と正
確に一致している必要があります。 IPアドレスが指定され
ているのでない限り、DNSサーバは Cisco UCSManagerで設
定する必要があります。

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
156 OL-31133-02   

LDAP プロバイダーの設定



目的コマンドまたはアク

ション

（任意）

ユーザロールとロケールの値を保管する LDAP属性。この
プロパティは、常に、名前と値のペアで指定されます。シス

UCS-A
/security/ldap/server #
set attribute attr-name

ステップ 4   

テムは、ユーザレコードで、この属性名と一致する値を検索

します。

LDAPスキーマを拡張しない場合は、既存の使用されていな
い LDAP属性を Cisco UCSロールとスケールに設定できま
す。あるいは、属性 ID「1.3.6.1.4.1.9.287247.1」を持つ、
CiscoAVPairという名前の属性をリモート認証サービスに作
成できます。

デフォルトの属性が LDAPの [General]タブで設定されてい
ない場合は、この値が必要です。

（任意）

リモートユーザがログインし、システムがそのユーザ名に基

づいてユーザのDNの取得を試みるときに、サーバが検索を

UCS-A
/security/ldap/server #
set basedn basedn-name

ステップ 5   

開始するLDAP階層内の特定の識別名。ベースDNは、最大
255文字からCN=ユーザ名の長さを差し引いた長さに設定す
ることができます。ユーザ名は、LDAP認証によりCiscoUCS
Managerへのアクセスを試みているリモートユーザの識別に
使用されます。

デフォルトのベース DNが LDAPの [General]タブで設定さ
れていない場合は、この値が必要です。

（任意）

ベースDNのすべてのオブジェクトに対する読み取り権限と
検索権限を持つ、LDAPデータベースアカウントの識別名
（DN）。

UCS-A
/security/ldap/server #
set binddn binddn-name

ステップ 6   

サポートされるストリングの最大長は 255文字（ASCII）で
す。

（任意）

LDAP検索は、定義したフィルタと一致するユーザ名に限定
されます。

UCS-A
/security/ldap/server #
set filter filter-value

ステップ 7   

デフォルトのフィルタが LDAPの [General]タブで設定され
ていない場合は、この値が必要です。

[Bind DN]フィールドで指定した LDAPデータベースアカウ
ントのパスワード。標準 ASCII文字を入力できます。ただ

UCS-A
/security/ldap/server #
set password

ステップ 8   

し、「§」（セクション記号）、「?」（疑問符）、「=」（等
号）は除きます。
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目的コマンドまたはアク

ション

パスワードを設定するには、set passwordコマンドを入力し
てから Enterキーを押し、プロンプトでキー値を入力しま
す。

（任意）

Cisco UCSでこのプロバイダーをユーザの認証に使用する順
序。

UCS-A
/security/ldap/server #
set order order-num

ステップ 9   

（任意）

Cisco UCSが LDAPデータベースと通信するために使用する
ポート。標準ポート番号は 389です。

UCS-A
/security/ldap/server #
set port port-num

ステップ 10   

LDAPサーバと通信するときの暗号化の使用をイネーブルま
たはディセーブルにします。オプションは次のとおりです。

UCS-A
/security/ldap/server #
set ssl {yes no}

ステップ 11   

• yes：暗号化が必要です。暗号化をネゴシエートできな
い場合は、接続に失敗します。

• no：暗号化はディセーブルです。認証情報はクリアテ
キストとして送信されます。

LDAPでは STARTTLSが使用されます。これにより、ポー
ト 389を使用した暗号化通信が可能になります。

LDAPデータベースへの問い合わせがタイムアウトするまで
の秒数。

UCS-A
/security/ldap/server #
set timeout timeout-num

ステップ 12   

1～ 60秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して LDAP
の [General]で指定したタイムアウト値を使用します。デフォ
ルトは 30秒です。

LDAPサーバのネストされた LDAPグループ検索機能の使用
をイネーブルまたはディセーブルにします。オプションは次

のとおりです。

UCS-A
/security/ldap/server # set
vendor {ms-ad |
openldap}

ステップ 13   

• [ms-ad]：ネストされた LDAPグループ検索は、このオ
プションでサポートされます。ベンダーを [ms-ad]
（Microsoft Active Directory）に設定し、[ldap-group-rule]
を有効にして [recursive]に設定すると、Cisco UCS
Managerはネストされた LDAPグループを検索できま
す。

• [openldap]：ネストされた LDAPグループ検索は、この
オプションでサポートされません。ベンダーを

[openldap]に設定し、[ldap-group-rule]を有効にして
[recursive]に設定すると、CiscoUCSManagerはネストさ
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目的コマンドまたはアク

ション

れた LDAPグループを検索しません。このオプション
を選択すると、親グループがグループマップにすでに

設定されていても、Cisco UCS Managerで LDAPグルー
プマップとして各 LDAPサブグループを作成する必要
があります。

Cisco UCS Managerを旧バージョンからリリース
2.1(2)にアップグレードすると、LDAPプロバイ
ダーのベンダー属性は [openldap]にデフォルトで設
定され、LDAP認証が正常に機能し続けます。

（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。UCS-A
/security/ldap/server #
commit-buffer

ステップ 14   

次の例では、10.193.169.246という名前のLDAPサーバインスタンスを作成し、binddn、パスワー
ド、順序、ポート、SSL、ベンダー属性を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap* # create server 10.193.169.246
UCS-A /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCS-A /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
UCS-A /security/ldap/server* # set order 2
UCS-A /security/ldap/server* # set port 389
UCS-A /security/ldap/server* # set ssl yes
UCS-A /security/ldap/server* # set timeout 30
UCS-A /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
UCS-A /security/ldap/server* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/server #

次の例では、12:31:71:1231:45b1:0011:011:900という名前のLDAPサーバインスタンスを作成し、
binddn、パスワード、順序、ポート、SSL、ベンダー属性を設定し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap* # create server 12:31:71:1231:45b1:0011:011:900
UCS-A /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCS-A /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
UCS-A /security/ldap/server* # set order 1
UCS-A /security/ldap/server* # set port 389
UCS-A /security/ldap/server* # set ssl yes
UCS-A /security/ldap/server* # set timeout 45
UCS-A /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
UCS-A /security/ldap/server* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/server #
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次の作業

単一の LDAPデータベースが関係する実装の場合は、認証サービスとして LDAPを選択します。

複数の LDAPデータベースが関係する実装の場合は、LDAPプロバイダーグループを設定しま
す。

LDAP プロバイダーの LDAP グループルールの変更

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

セキュリティ LDAPプロバイダーモードを開始し
ます。

UCS-A /security/ldap # scope server
ldap-provider

ステップ 3   

LDAPグループルールモードを開始します。UCS-A /security/ldap/server # scope
ldap-group-rule

ステップ 4   

ユーザロールとロケールをリモートユーザに割り

当てるときに、CiscoUCSがLDAPグループを検索
するかどうかを指定します。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set authorization {enable |
disable}

ステップ 5   

• [disable]：CiscoUCSはLDAPグループにアク
セスしません。

• [ enable]：Cisco UCSは、この Cisco UCSドメ
インにマッピングされた LDAPプロバイダー
グループを検索します。リモートユーザが検

出されると、Cisco UCSは、関連付けられた
LDAPグループマップで、その LDAPグルー
プに定義されたユーザロールとロケールを割

り当てます。

ロールとロケールの割り当ては累積され

ます。ユーザが複数のグループに含まれ

るか、LDAP属性に指定されたロールま
たはロケールを持つ場合、Cisco UCSは
そのユーザを、それらのグループまたは

属性のいずれかにマップされているすべ

てのロールおよびロケールに割り当てま

す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSが LDAPデータベース内のグループメ
ンバーシップを判別するために使用する属性。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set member-of-attribute
attr-name

ステップ 6   

サポートされるストリングの長さは 63文字です。
デフォルトの文字列は「memberOf」です。

Cisco UCSがグループメンバーの親グループの設
定を引き継ぐかどうかを、必要に応じて指定しま

す。ここに表示される値は次のとおりです。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set traversal {non-recursive |
recursive}

ステップ 7   

• [ non-recursive]：CiscoUCSは、ユーザが所属
するグループだけを検索します。

• [ recursive]：CiscoUCSは、ユーザに属する継
承元グループすべてを検索します。

プライマリグループをメンバーシップの検証のた

めに Cisco UCSドメイン内の LDAPグループマッ
UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set use-primary-group {yes | no}

ステップ 8   

プとして設定します。CiscoUCSManagerをイネー
ブルにして、ユーザのプライマリグループメン

バーシップをダウンロードして検証することがで

きます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、権限をイネーブルにする LDAPグループルールを設定し、属性のメンバを memberOf
に設定し、traversalを non-recursiveに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # scope server ldapprovider
UCS-A /security/ldap/server # scope ldap-group-rule
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule # set authorization enable
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # set member-of-attribute memberOf
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # set traversal non-recursive
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # set use-primary-group yes
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule #
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LDAP プロバイダーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始しますUCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ LDAPモードを開始しま
す

UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

指定したサーバを削除します。UCS-A /security/ldap # delete server
serv-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/ldap # commit-bufferステップ 4   

次に、ldap1という名前の LDAPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # delete server ldap1
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

LDAP グループマッピング
LDAPデータベースへのアクセスを制限するためにすでに LDAPグループを使用している組織で
は、UCSMでグループメンバーシップ情報を使用して、ログイン時に LDAPユーザにロールやロ
ケールを割り当てることができます。これにより、Cisco UCSManagerを導入するときに、LDAP
ユーザオブジェクトでロールやロケール情報を定義する必要がなくなります。

ユーザがCiscoUCSManagerにログインすると、ユーザのロールとロケールに関する情報がLDAP
グループマップから取り出されます。ロールとロケールの基準がポリシー情報と一致する場合

は、アクセスが許可されます。

ロールとロケールの定義はCiscoUCSManagerでローカルに設定され、LDAPディレクトリに対す
る変更に基づいて自動的に更新されることはありません。 LDAPディレクトリ内の LDAPグルー
プの削除や名前変更を行う場合は、変更に合わせて Cisco UCS Managerも更新する必要がありま
す。

LDAPグループマップは、次のロールとロケールのいずれかの組み合わせを含むように設定でき
ます。

•ロールのみ

•ロケールのみ

•ロールとロケールの両方
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たとえば、特定の場所のサーバ管理者グループを表す LDAPグループがあるとします。 LDAPグ
ループマップは、server-profileや server-equipmentなどのユーザロールを含むように設定されるこ
ともあります。特定の場所のサーバ管理者へのアクセスを制限するために、ロケールに特定のサ

イト名を設定することができます。

Cisco UCS Managerにはすぐに使用できる多数のユーザロールが含まれていますが、ロケール
は含まれていません。 LDAPプロバイダーグループをロケールにマッピングするには、カス
タムロケールを作成する必要があります。

（注）

LDAP グループマップの作成

はじめる前に

• LDAPサーバで LDAPグループを作成します。

• LDAPサーバで LDAPグループの識別名を設定します。

• Cisco UCS Managerでロケールを作成します（任意）。

• Cisco UCS Managerでカスタムロールを作成します（任意）。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティLDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

指定した DN用の LDAPグループマップ
を作成します。

UCS-A /security/ldap # create
ldap-group group-dn

ステップ 3   

グループ DNの最大文字数は 240です。

指定されたロケールに LDAPグループを
マッピングします。

UCS-A /security/ldap/ldap-group #
create locale locale-name

ステップ 4   

指定されたロールにLDAPグループをマッ
ピングします。

UCS-A /security/ldap/ldap-group #
create role role-name

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。

UCS-A /security/ldap/ldap-group #
commit-buffer

ステップ 6   
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次に、DNに LDAPグループをマッピングし、ロケールを pacificに設定し、ロールを adminに設
定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # create ldap-group cn=security,cn=users,dc=lab,dc=com
UCS-A /security/ldap/ldap-group* # create locale pacific
UCS-A /security/ldap/ldap-group* # create role admin
UCS-A /security/ldap/ldap-group* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/ldap-group #

次の作業

LDAPグループルールを設定します。

LDAP グループマップの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ LDAPモードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

指定したDN用のLDAPグループマップ
を削除します。

UCS-A /security/ldap # delete
ldap-group group-dn

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security/ldap # commit-bufferステップ 4   

次に、LDAPグループマップを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # delete ldap-group cn=security,cn=users,dc=lab,dc=com
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

RADIUS プロバイダーの設定

RADIUS プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、CiscoUCSManagerで定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ

の設定が含まれている場合、CiscoUCSでその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティRADIUSモードを開始します。UCS-A /security # scope radiusステップ 2   

（任意）

サーバをダウンとして通知する前に RADIUS
サーバとの通信を再試行する回数を設定しま

す。

UCS-A /security/radius # set
retries retry-num

ステップ 3   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知す

る前に、RADIUSサーバからの応答を待つ時
間間隔を設定します。

UCS-A /security/radius # set
timeout seconds

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。

UCS-A /security/radius #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、RADIUSリトライを 4に設定し、タイムアウト間隔を 30秒に設定し、トランザクショ
ンをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # set retries 4
UCS-A /security/radius* # set timeout 30
UCS-A /security/radius* # commit-buffer
UCS-A /security/radius #

次の作業

RADIUSプロバイダーを作成します。

RADIUS プロバイダーの作成
Cisco UCS Managerでは、最大 16の RADIUSプロバイダーがサポートされます。

はじめる前に

RADIUSサーバで、次の設定を行います。

• Cisco UCS Managerのユーザロールとロケール情報を保持する属性をユーザに対して設定し
ます。この属性について RADIUSスキーマを拡張するかどうかを選択できます。スキーマ
を拡張しない場合は、既存のRADIUS属性を使用してCiscoUCSユーザロールとロケールを
保持します。スキーマを拡張する場合は、cisco-avpair属性などのカスタム属性を作成しま
す。

シスコによる RADIUSの実装のベンダー IDは 009であり、属性のベンダー IDは 001です。
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次の構文例は、cisco-avpair属性を作成する場合に複数のユーザロールとロケールを指定する
方法を示しています。shell:roles="admin,aaa" shell:locales="L1,abc"。複数の値を区切る

には、区切り文字としてカンマ「,」を使用します。

•クラスタ設定では、両方のファブリックインターコネクトに対する管理ポートの IPv4また
は IPv6アドレスを追加します。この設定では、1つめのファブリックインターコネクトで
障害が発生し、システムが 2つめのファブリックインターコネクトにフェールオーバーして
も、リモートユーザは引き続きログインできることが保証されます。ログイン要求はすべ

て、これらの IPアドレスから送信されます。Cisco UCS Managerにより使用されている仮想
IPアドレスではありません。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ RADIUSモードを開始します。UCS-A /security # scope radiusステップ 2   

RADIUSサーバインスタンスを作成し、セキュ
リティ RADIUSサーバモードを開始します

UCS-A /security/radius # create
server server-name

ステップ 3   

（任意）

RADIUSサーバとの通信に使用するポートを指
定します。

UCS-A /security/radius/server #
set authport authport-num

ステップ 4   

RADIUSサーバキーを設定します。キー値を設
定するには、set keyコマンドを入力してから

UCS-A /security/radius/server #
set key

ステップ 5   

Enterキーを押し、プロンプトでキー値を入力
します。

（任意）

このサーバが試行される順序を指定します。

UCS-A /security/radius/server #
set order order-num

ステップ 6   

（任意）

サーバをダウンとして通知する前に RADIUS
サーバとの通信を再試行する回数を設定しま

す。

UCS-A /security/radius/server #
set retries retry-num

ステップ 7   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知する

前に、RADIUSサーバからの応答を待つ時間間
隔を設定します。

UCS-A /security/radius/server #
set timeout seconds

ステップ 8   

RADIUSプロバイダーに二要素認証を
選択する場合は、より高いタイムアウ

ト値を設定することを推奨します。

ヒント
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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。

UCS-A /security/radius/server #
commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、radiusserv7という名前のサーバインスタンスを作成し、認証ポートを5858に設定し、
キーを radiuskey321に設定し、順序を 2に設定し、再試行回数を 4回に設定し、タイムアウトを
30に設定し、二要素認証をイネーブルにし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # create server radiusserv7
UCS-A /security/radius/server* # set authport 5858
UCS-A /security/radius/server* # set key
Enter the key: radiuskey321
Confirm the key: radiuskey321
UCS-A /security/radius/server* # set order 2
UCS-A /security/radius/server* # set retries 4
UCS-A /security/radius/server* # set timeout 30
UCS-A /security/radius/server* # commit-buffer
UCS-A /security/radius/server #

次の作業

単一の RADIUSデータベースが関係する実装の場合は、RADIUSをプライマリ認証サービスとし
て選択します。

複数のRADIUSデータベースが関係する実装の場合は、RADIUSプロバイダーグループを設定し
ます。

RADIUS プロバイダーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ RADIUSモードを開始し
ます。

UCS-A /security # scope RADIUSステップ 2   

指定したサーバを削除します。UCS-A /security/radius # delete server
serv-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/radius #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、radius1という RADIUSサーバを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
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UCS-A /security/radius # delete server radius1
UCS-A /security/radius* # commit-buffer
UCS-A /security/radius #

TACACS+ プロバイダーの設定

TACACS+ プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、CiscoUCSManagerで定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ

の設定が含まれている場合、CiscoUCSでその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ TACACS+モードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope tacacsステップ 2   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知す

る前に、TACACS+サーバからの応答を待つ
時間間隔を設定します。

UCS-A /security/tacacs # set
timeout seconds

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/tacacs #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、TACACS+タイムアウト間隔を 45秒に設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # set timeout 45
UCS-A /security/tacacs* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs #

次の作業

TACACS+プロバイダーを作成します。

TACACS+ プロバイダーの作成
Cisco UCS Managerでは、最大 16の TACACS+プロバイダーがサポートされます。

はじめる前に

TACACS+サーバで、次の設定を行います。
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• cisco-av-pair属性を作成します。既存の TACACS+属性は使用できません。

cisco-av-pair名は、TACACS+プロバイダーの属性 IDを提供する文字列です。

次の構文例は、cisco-av-pair属性を作成するときに複数のユーザロールとロケールを指定す
る方法を示しています。cisco-av-pair=shell:roles="admin aaa" shell:locales*"L1 abc"。

cisco-av-pair属性構文でアスタリスク（*）を使用すると、ロケールがオプションとして指定
され、同じ認可プロファイルを使用する他のシスコデバイスで認証の失敗を防ぐことができ

ます。複数の値を区切るには、区切り文字としてスペースを使用します。

•クラスタ設定では、両方のファブリックインターコネクトに対する管理ポートの IPv4また
は IPv6アドレスを追加します。この設定では、1つめのファブリックインターコネクトで
障害が発生し、システムが 2つめのファブリックインターコネクトにフェールオーバーして
も、リモートユーザは引き続きログインできることが保証されます。ログイン要求はすべ

て、これらの IPアドレスから送信されます。Cisco UCS Managerにより使用されている仮想
IPアドレスではありません。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ TACACS+モードを開始します。UCS-A /security # scope tacacsステップ 2   

TACACS+サーバインスタンスを作成し、セキュ
リティ TACACS+サーバモードを開始します

UCS-A /security/tacacs # create
server server-name

ステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバキーを設定します。キー値を
設定するには、set keyコマンドを入力してから

UCS-A /security/tacacs/server #
set key

ステップ 4   

Enterキーを押し、プロンプトでキー値を入力
します。

（任意）

このサーバが試行される順序を指定します。

UCS-A /security/tacacs/server #
set order order-num

ステップ 5   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知する

前に、TACACS+サーバからの応答を待つ時間
間隔を設定します。

UCS-A /security/tacacs/server #
set timeoutseconds

ステップ 6   

TACACS+プロバイダーに二要素認証
を選択する場合は、より高いタイムア

ウト値を設定することを推奨します。

ヒント

TACACS+サーバとの通信に使用するポートを
指定します。

UCS-A /security/tacacs/server #
set port port-num

ステップ 7   
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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。

UCS-A /security/tacacs/server #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、tacacsserv680という名前のサーバインスタンスを作成し、キーを tacacskey321に設定
してそのキーを確認し、順序を 4に設定し、認証ポートを 5859に設定し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # create server tacacsserv680
UCS-A /security/tacacs/server* # set key
Enter the key: tacacskey321
Confirm the key: tacacskey321
UCS-A /security/tacacs/server* # set order 4
UCS-A /security/tacacs/server* # set port 5859
UCS-A /security/tacacs/server* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs/server #

次の作業

単一の TACACS+データベースが関係する実装の場合は、TACACS+をプライマリ認証サービス
として選択します。

複数の TACACS+データベースが関係する実装の場合は、TACACS+プロバイダーグループを設
定します。

TACACS+ プロバイダーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティTACACSモードを開始し
ます。

UCS-A /security # scope tacacsステップ 2   

指定したサーバを削除します。UCS-A /security/tacacs # delete server
serv-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/tacacs #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、tacacs1という TACACSサーバを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # delete server TACACS1
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UCS-A /security/tacacs* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs #

マルチ認証システムの設定

マルチ認証システム

次の機能を実装して、Cisco UCSが複数の認証システムを使用するように設定することができま
す。

•プロバイダーグループ

•認証ドメイン

プロバイダーグループと認証ドメインが Cisco UCS Managerで設定された後、Cisco UCS Manager
CLIを使用して次の構文でシステムにログインできます： ucs: auth-domain \ user-name

リモート認証サービスで複数の認証ドメインとネイティブ認証が設定されている場合は、次のい

ずれかの構文例を使用して SSH、Telnetまたは Puttyでログインします。

SSHログインでは大文字と小文字が区別されます。（注）

Linux端末からは以下の SSHを使用します。

• ssh ucs-auth-domain\\username@{UCSM-ip-address|UCMS-ipv6-address}
ssh ucs-example\\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-example\\jsmith@2001::1

• ssh -l ucs-auth-domain\\username {UCSM-ip-address| UCSM-ipv6-address| UCSM-host-name}
ssh -l ucs-example\\jsmith 192.0.20.11
ssh -l ucs-example\\jsmith 2001::1

• ssh {UCSM-ip-address | UCSM-ipv6-address | UCSM-host-name} -l ucs-auth-domain\\username
ssh 192.0.20.11 -l ucs-example\\jsmith
ssh 2001::1 -l ucs-example\\jsmith

• ssh ucs-auth-domain\\username@{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}
ssh ucs-ldap23\\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-ldap23\\jsmith@2001::1

Linux端末からは以下の Telnetを使用します。

• telnet ucs-UCSM-host-name ucs-auth-domain\username
telnet ucs-qa-10
login: ucs-ldap23\blradmin

• telnet ucs-{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}ucs-auth-domain\username
telnet 10.106.19.12 2052
ucs-qa-10-A login: ucs-ldap23\blradmin

Puttyクライアントから：
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• Login as: ucs-auth-domain\username
Login as: ucs-example\jsmith

マルチ認証システムの設定

プロバイダーグループ

プロバイダーグループは、認証プロセス中に Cisco UCSによって使用されるプロバイダーのセッ
トです。 Cisco UCSManagerでは、最大 16のプロバイダーグループを作成でき、グループごとに
最大 8つのプロバイダーを含めることが可能です。

認証中は、プロバイダーグループ内のすべてのプロバイダーが順番に試行されます。設定されて

いるどのサーバも使用できない場合、またはどのサーバにも到達できない場合、CiscoUCSManager
は、ローカルユーザ名とパスワードを使用して自動的にローカル認証方式にフォールバックしま

す。

LDAP プロバイダーグループの作成
LDAPプロバイダーグループを作成すると、複数の LDAPデータベースを使用して認証できま
す。

単一の LDAPデータベースを使用した認証では、LDAPプロバイダーグループを設定する必
要はありません。

（注）

はじめる前に

1つ以上の LDAPプロバイダーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

LDAPプロバイダーグループを作成し、認
証サーバグループの LDAPセキュリティ
モードを開始します。

UCS-A /security/ldap # create
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   

指定された LDAPプロバイダーを LDAPプ
ロバイダーグループに追加し、サーバ参照

UCS-A /security/ldap/auth-server-group #
create server-ref ldap-provider-name

ステップ 4   

認証サーバグループの LDAPセキュリティ
モードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSがこのプロバイダーをユーザの
認証に使用する順序を指定します。

UCS-A
/security/ldap/auth-server-group/server-ref
# set order order-num

ステップ 5   

有効な値には no-valueと 0～ 16が含まれ、
値が小さいほど優先度が高いことを示しま

す。順序を no-valueに指定することは、そ
のサーバ参照の優先度を最高にするのと同

じです。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/security/ldap/auth-server-group/server-ref
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ldapgroupという名前の LDAPプロバイダーグループを作成し、プロバイダーグルー
プに ldap1および ldap2という 2種類の事前設定されたプロバイダーを追加し、順序を設定し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # create auth-server-group ldapgroup
UCS-A /security/ldap/auth-server-group* # create server-ref ldap1
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # up
UCS-A /security/ldap/auth-server-group* # create server-ref ldap2
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref #

次の作業

認証ドメインを設定するか、デフォルト認証サービスを選択します。

LDAP プロバイダーグループの削除

はじめる前に

認証設定からプロバイダーグループを削除します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ LDAPモードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope ldapステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

LDAPプロバイダーグループを削除し
ます。

UCS-A /security/ldap # delete
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/ldap # commit-bufferステップ 4   

次に、ldapgroupという名前のLDAPプロバイダーグループを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # delete auth-server-group ldapgroup
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

RADIUS プロバイダーグループの作成
RADIUSプロバイダーグループを作成すると、複数のRADIUSデータベースを使用して認証でき
ます。

単一の RADIUSデータベースを使用した認証では、RADIUSプロバイダーグループを設定す
る必要はありません。

（注）

はじめる前に

1つ以上の RADIUSプロバイダーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ RADIUSモードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope radiusステップ 2   

RADIUSプロバイダーグループを作成し、
認証サーバグループの RADIUSセキュリ
ティモードを開始します。

UCS-A /security/radius # create
auth-server-group auth-server-group-name

ステップ 3   

指定された RADIUSプロバイダーを
RADIUSプロバイダーグループに追加し、

UCS-A /security/RADIUS/auth-server-group
# create server-ref radius-provider-name

ステップ 4   

サーバ参照認証サーバグループのRADIUS
セキュリティモードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSがこのプロバイダーをユーザの
認証に使用する順序を指定します。

UCS-A
/security/radius/auth-server-group/server-ref
# set order order-num

ステップ 5   

有効な値には no-valueと 0～ 16が含まれ、
値が小さいほど優先度が高いことを示しま

す。順序を no-valueに指定することは、
そのサーバ参照の優先度を最高にするのと

同じです。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/security/radius/auth-server-group/server-ref
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、radiusgroupという名前の RADIUSプロバイダーグループを作成し、プロバイダーグ
ループに radius1と radius2という2種類の事前設定されたプロバイダーを追加し、順序を設定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # create auth-server-group radiusgroup
UCS-A /security/radius/auth-server-group* # create server-ref radius1
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # up
UCS-A /security/radius/auth-server-group* # create server-ref radius2
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref #

次の作業

認証ドメインを設定するか、デフォルト認証サービスを選択します。

RADIUS プロバイダーグループの削除
認証設定からプロバイダーグループを削除します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ RADIUSモードを開始し
ます。

UCS-A /security # scope radiusステップ 2   

RADIUSプロバイダーグループを削除
します。

UCS-A /security/radius # delete
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   
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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。

UCS-A /security/radius # commit-bufferステップ 4   

次の例は、radiusgroupという RADIUSプロバイダーグループを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # delete auth-server-group radiusgroup
UCS-A /security/radius* # commit-buffer
UCS-A /security/radius #

TACACS プロバイダーグループの作成
TACACS+プロバイダーグループを作成すると、複数の TACACS+データベースを使用して認証
できます。

単一の TACACS+データベースを使用した認証では、TACACS+プロバイダーグループを設定
する必要はありません。

（注）

はじめる前に

TACACSプロバイダーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティ TACACSモードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope tacacsステップ 2   

TACACSプロバイダーグループを作成し、
認証サーバグループのセキュリティ

TACACSモードを開始します。

UCS-A /security/tacacs # create
auth-server-group auth-server-group-name

ステップ 3   

指定した TACACSプロバイダーを
TACACSプロバイダーグループに追加し、

UCS-A /security/tacacs/auth-server-group #
create server-ref tacacs-provider-name

ステップ 4   

サーバ参照認証サーバグループセキュリ

ティ TACACSモードを開始します。

Cisco UCSがこのプロバイダーをユーザの
認証に使用する順序を指定します。

UCS-A
/security/tacacs/auth-server-group/server-ref
# set order order-num

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

有効な値にはno-valueと0～16が含まれ、
値が小さいほど優先度が高いことを示しま

す。順序を no-valueに指定することは、
そのサーバ参照の優先度を最高にするのと

同じです。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/security/tacacs/auth-server-group/server-ref
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、tacacsgroupという名前の TACACSプロバイダーグループを作成し、プロバイダーグ
ループに tacacs1と tacacs2という2種類の事前設定されたプロバイダーを追加し、順序を設定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # create auth-server-group tacacsgroup
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group* # create server-ref tacacs1
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # up
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group* # create server-ref tacacs2
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref #

次の作業

認証ドメインを設定するか、デフォルト認証サービスを選択します。

TACACS プロバイダーグループの削除
認証設定からプロバイダーグループを削除します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティTACACSモードを開始し
ます。

UCS-A /security # scope tacacsステップ 2   

TACACSプロバイダーグループを削除
します。

UCS-A /security/tacacs # delete
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/tacacs # commit-bufferステップ 4   
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次の例は、tacacsgroupという TACACSプロバイダーグループを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # delete auth-server-group tacacsgroup
UCS-A /security/tacacs* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs #

認証ドメイン

認証ドメインは、複数の認証システムを活用するために Cisco UCS Managerによって使用されま
す。各認証ドメインは、ログイン中に指定および設定されます。認証ドメインを指定しないと、

デフォルトの認証サービス設定が使用されます。

最大 8個の認証ドメインを作成できます。各認証ドメインは、Cisco UCS Manager内のプロバイ
ダーグループと領域に関連付けられています。プロバイダーグループが指定されていない場合

は、領域内のすべてのサーバが使用されます。

認証ドメインの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

認証ドメインを作成し、認証ドメインモードを開始

します。

UCS-A /security # create
auth-domain domain-name

ステップ 2   

リモート認証プロトコルを使用するシステ

ムの場合、認証ドメイン名はユーザ名の一

部と見なされ、ローカルに作成されたユー

ザ名に対して 32文字の制限が適用されま
す。 Cisco UCSではフォーマットに 5文字
が挿入されるため、ドメイン名とユーザ名

の合計が 27文字を超えると、認証に失敗
します。

（注）

（任意）

CiscoUCSManagerに接続している場合、Webクライ
アントは、Webセッションをアクティブに保つため

UCS-A /security/auth-domain #
set refresh-period seconds

ステップ 3   

に、CiscoUCSManagerに更新要求を送信する必要が
あります。このオプションを使用して、このドメイ

ンのユーザに許可する更新要求間隔の最大時間数を

指定します。
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目的コマンドまたはアクション

この時間制限を超えると、CiscoUCSManagerはWeb
セッションを非アクティブであると見なしますが、

セッションの終了は行いません。

60～ 172800の整数を指定します。デフォルトは 600
秒です。

[Web Session Refresh Period]に設定する秒
数は、[Web Session Timeout]に設定する秒
数未満である必要があります。 [Web
Session Refresh Period]に [Web Session
Timeout]と同じ値を設定しないでくださ
い。

（注）

（任意）

最後の更新要求から Cisco UCS ManagerがWebセッ
ションが終了したと見なすまでの最大経過時間。こ

UCS-A /security/auth-domain #
set session-timeout seconds

ステップ 4   

の時間制限を超えると、CiscoUCSManagerは自動的
にWebセッションを終了させます。

60～172800の整数を指定します。デフォルトは7200
秒です。

RADIUSまたは TACACS+レルムに対して
二要素認証を設定する場合は、リモート

ユーザが頻繁に再認証する必要がないよ

う、 [セッションの更新]時間および [セッ
ションのタイムアウト]時間を増やすこと
を検討してください。

（注）

（任意）

認証ドメインのデフォルト認証を作成します。

UCS-A /security/auth-domain #
create default-auth

ステップ 5   

（任意）

認証ドメインのプロバイダーグループを設定します。

UCS-A
/security/auth-domain/default-auth
# set auth-server-group
auth-serv-group-name

ステップ 6   

認証ドメインのレルムを設定します。UCS-A
/security/auth-domain/default-auth

ステップ 7   

# set realm {ldap | local | radius
| tacacs}

（任意）レルムの二要素認証に認証方式を設定しま

す。

二要素認証は、RADIUSおよび TACACS+
レルムにのみ適用されます。

（注）

UCS-A
/security/auth-domain/default-auth
# set use-2-factor yes

ステップ 8   
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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。

UCS-A
/security/auth-domain/default-auth
# commit-buffer

ステップ 9   

次の例では、Webの更新時間が 3600秒（1時間）およびセッションのタイムアウト時間が 14400
秒（4時間）の domain1と呼ばれる認証ドメインを作成します。次に、radius1でプロバイダーを
使用するように domain1を設定し、レルムタイプを radiusに設定し、二要素認証を有効にし、ト
ランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create auth-domain domain1
UCS-A /security/auth-domain* # set refresh-period 3600
UCS-A /security/auth-domain* # set session-timeout 14400
UCS-A /security/auth-domain* # create default-auth
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # set auth-server-group radius1
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # set realm radius
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # set user-2-factor yes
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # commit-buffer
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain #

プライマリ認証サービスの選択

コンソール認証サービスの選択

はじめる前に

システムでリモート認証サービスが使用されている場合は、その認証サービスに対するプロバイ

ダーを作成します。CiscoUCSを通じたローカル認証のみを使用する場合は、最初にプロバイダー
を作成する必要はありません。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

コンソール認証セキュリティモードを開始しま

す。

UCS-A /security # scope
console-auth

ステップ 2   

コンソール認証を指定します。auth-type引数は
次のいずれかのキーワードです。

UCS-A /security/console-auth #
set realm auth-type

ステップ 3   

• ldap：LDAP認証を指定します

• local：ローカル認証を指定します

• none：ローカルユーザがパスワードを指定
せずにログインできるようにします
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目的コマンドまたはアクション

• radius：RADIUS認証を指定します

• tacacs：TACACS+認証を指定します

（任意）

関連付けられたプロバイダーグループ（存在す

る場合）。

UCS-A /security/console-auth #
set auth-server-group
auth-serv-group-name

ステップ 4   

（任意） レルムの二要素認証に認証方式を設定

します。

二要素認証は、RADIUSおよび
TACACS+レルムにのみ適用されます。

（注）

UCS-A /security/default-auth # set
use-2-factor yes

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。

UCS-A /security/console-auth #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、認証レルムをTACACS+に設定し、コンソール認証プロバイダーグループをprovider1
に設定し、二要素認証を有効にし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope console-auth
UCS-A /security/console-auth # set realm tacacs
UCS-A /security/console-auth # set auth-server-group provider1
UCS-A /security/console-auth* # set use-2-factor yes
UCS-A /security/console-auth* # commit-buffer
UCS-A /security/console-auth #

デフォルト認証サービスの選択

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

デフォルト認証セキュリティモードを開始します。UCS-A /security # scope
default-auth

ステップ 2   

デフォルト認証を指定します。auth-typeは次のキーワー
ドのいずれかです。

UCS-A /security/default-auth
# set realm auth-type

ステップ 3   

• ldap：LDAP認証を指定します

• local：ローカル認証を指定します

• none：ローカルユーザがパスワードを指定せずに
ログインできるようにします
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• radius：RADIUS認証を指定します

• tacacs：TACACS+認証を指定します

（任意）

関連付けられたプロバイダーグループ（存在する場

合）。

UCS-A /security/default-auth
# set auth-server-group
auth-serv-group-name

ステップ 4   

（任意）

Cisco UCS Managerに接続している場合、Webクライア
ントは、Webセッションをアクティブに保つために、

UCS-A /security/default-auth
# set refresh-period seconds

ステップ 5   

Cisco UCS Managerに更新要求を送信する必要がありま
す。このオプションを使用して、このドメインのユーザ

に許可する更新要求間隔の最大時間数を指定します。

この時間制限を超えると、Cisco UCS ManagerはWeb
セッションを非アクティブであると見なしますが、セッ

ションの終了は行いません。

60～ 172800の整数を指定します。デフォルトは 600秒
です。

（任意）

最後の更新要求からCisco UCSManagerがWebセッショ
ンが終了したと見なすまでの最大経過時間。この時間制

UCS-A /security/default-auth
# set session-timeout
seconds

ステップ 6   

限を超えると、Cisco UCS Managerは自動的にWebセッ
ションを終了させます。

60～ 172800の整数を指定します。デフォルトは 7200
秒です。

RADIUSまたは TACACS+レルムに対して二
要素認証を設定する場合は、リモートユーザ

が頻繁に再認証する必要がないよう、セッショ

ンの更新時間およびセッションのタイムアウ

ト時間を増やすことを検討してください。

（注）

（任意）レルムの二要素認証に認証方式を設定します。

二要素認証は、RADIUSおよび TACACS+レ
ルムにのみ適用されます。

（注）

UCS-A /security/default-auth
# set use-2-factor yes

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /security/default-auth
# commit-buffer

ステップ 8   

次の例では、デフォルトの認証をRADIUSに設定し、デフォルトの認証プロバイダーグループを
provider1に設定し、二要素認証をイネーブルにし、更新間隔を 7200秒（2時間）に設定し、セッ
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ションのタイムアウト間隔を 28800秒（8時間）に設定し、二要素認証をイネーブルにします。
そして、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope default-auth
UCS-A /security/default-auth # set realm radius
UCS-A /security/default-auth* # set auth-server-group provider1
UCS-A /security/default-auth* # set use-2-factor yes
UCS-A /security/default-auth* # set refresh-period 7200
UCS-A /security/default-auth* # set session-timeout 28800
UCS-A /security/default-auth* # commit-buffer
UCS-A /security/default-auth #

リモートユーザのロールポリシー

デフォルトでは、CiscoUCSManagerでユーザロールが設定されていない場合は、LDAP、RADIUS、
または TACACSプロトコルを使用してリモートサーバから Cisco UCS Managerにログインしてい
るすべてのユーザに読み取り専用アクセス権が付与されます。セキュリティ上の理由から、Cisco
UCS Managerで確立されたユーザロールに一致するユーザだけにアクセスを限定するのが望まし
い場合もあります。

リモートユーザのロールポリシーは、次の方法で設定できます。

assign-default-role

Cisco UCS Managerへのユーザアクセスをユーザロールに基づいて制限しません。その他
のユーザロールがCiscoUCSManagerで定義されていない限り、すべてのユーザに読み取り
専用アクセス権が付与されます。

これはデフォルトの動作です。

no-login

Cisco UCS Managerへのユーザアクセスをユーザロールに基づいて制限します。リモート
認証システムにユーザロールが割り当てられていない場合、アクセスは拒否されます。

リモートユーザのロールポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ユーザロールに基づいて Cisco UCS
Managerへのアクセスが制限されるかどう
かを指定します。

UCS-A /security # set remote-user
default-role {assign-default-role |
no-login}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   
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次の例では、リモートユーザのロールポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # set remote-user default-role assign-default-role
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #
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第 9 章

組織の設定

この章は、次の項で構成されています。

• マルチテナント環境の組織, 185 ページ

• マルチテナント環境における階層的な名前解決, 186 ページ

• ルート組織下の組織の設定, 188 ページ

• 非ルートの組織下の組織の設定, 189 ページ

• 組織の削除, 189 ページ

マルチテナント環境の組織

マルチテナント機能を使用すると、Cisco UCSドメインの大きな物理的インフラストラクチャを
組織と呼ばれる論理的なエンティティに分割することができます。その結果、各組織に専用の物

理インフラストラクチャを設けなくても各組織を論理的に分離できます。

マルチテナント環境では、関連する組織を通じて、各テナントに一意のリソースを割り当てられ

ます。これらのリソースには、各種のポリシー、プール、および Quality of Service定義などがあ
ります。また、すべてのユーザにすべての組織へのアクセス権を付与する必要がない場合は、ロ

ケールを実装して、組織ごとにユーザ権限やロールを割り当てたり、制限したりすることもでき

ます。

マルチテナント環境をセットアップすると、すべての組織が階層的になります。最上位の組織は

常にルートです。ルートに作成したポリシーおよびプールはシステム全体にわたるもので、この

システムに含まれるすべての組織で使用できます。しかし、他の組織で作成されたポリシーや

プールが使用できるのは、同じ階層でそれより上にある組織だけです。たとえば、あるシステム

にFinanceとHRという組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HRは Finance組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。しかし、FinanceとHRは両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。

マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に対して、次の

うちの 1つ以上をセットアップすることもできます。
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•リソースプール

•ポリシー

•サービスプロファイル

•サービスプロファイルテンプレート

ルート組織は常にトップレベルの組織です。

マルチテナント環境における階層的な名前解決

マルチテナント環境では、Cisco UCSは組織の階層を使用して、ポリシーおよびリソースプール
の名前を解決します。CiscoUCSManagerは、プールに割り当てられているポリシーまたはリソー
スの詳細を検索する際に、以下の操作を実行します。

1 CiscoUCSManagerは、サービスプロファイルまたはポリシーに割り当てられている組織内で、
指定された名前のポリシーとプールの有無をチェックします。

2 ポリシーを検出したか、使用可能なリソースがプール内にある場合、Cisco UCS Managerはこ
のポリシーまたはリソースを使用します。ローカルレベルで使用可能なリソースがプール内

に存在しない場合、Cisco UCS Managerは上位階層の親組織に移動し、同じ名前のプールを検
索します。 Cisco UCS Managerは、ルートの組織に到達するまでこの手順を繰り返します。

3 ルート組織まで検索し、使用可能なリソースまたはポリシーを検出できない場合、Cisco UCS
Managerはローカル組織に戻り、デフォルトプール内でデフォルトポリシーまたは使用可能
なリソースの検出を開始します。

4 デフォルトプール内で適用可能なデフォルトポリシーまたは使用可能なリソースを検出した

場合、Cisco UCS Managerはこのポリシーまたはリソースを使用します。プール内に使用可能
なリソースが存在しない場合、Cisco UCS Managerは上位階層の親組織に移動し、デフォルト
プールを検索します。 Cisco UCS Managerは、ルートの組織に到達するまでこの手順を繰り返
します。

5 Cisco UCS Managerは、適用可能なポリシーまたは使用可能なリソースを階層内で検出できな
い場合、割り当てエラーを返します。

例：単一階層でのサーバプール名の解決

この例では、すべての組織がルート組織下の同一レベルにあります。たとえば、サービスプロバ

イダーは、各顧客に対して個別の組織を作成します。この構成では、組織は、自身の組織および

ルート組織に割り当てられたポリシーおよびリソースだけにアクセスできます。

この例では、XYZcustomer組織のサービスプロファイルは、XYZcustomerサーバプールのサーバ
を使用するように設定されています。リソースプールとポリシーがサービスプロファイルに割

り当てられると、以下の動作が発生します。

1 Cisco UCS Managerは、XYZcustomerサーバプール内で使用可能なサーバをチェックします。
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2 使用可能なサーバが XYZcustomerサーバプールに存在する場合、Cisco UCS Managerはこの
サーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。プール内に使用可能なサー

バが存在しない場合、CiscoUCSManagerはルート組織で同じ名前のサーバをチェックします。

3 ルート組織に XYZcustomerサーバプールが含まれており、そのプールに使用可能なサーバが
存在する場合、Cisco UCS Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を
終了します。プール内に使用可能なサーバが存在しない場合、CiscoUCSManagerはXYZcustomer
組織に戻り、デフォルトのサーバプールを調べます。

4 XYZcustomer組織内のデフォルトプールに使用可能なサーバが存在する場合、CiscoUCSManager
はこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルトプールに

使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerはルート組織内でデフォルトサーバ
プールを調べます。

5 ルート組織内のデフォルトサーバプールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは割り当てエラーを返しま
す。

例：多階層でのサーバプール名の解決

この例では、各組織に少なくとも 1つのサブ組織が含まれています。たとえば、企業は、企業内
の各主要部門に対しておよびこれらの部門のサブ部門に対して組織を作成できます。この構成で

は、各組織が、自身のローカルポリシーとリソースプール、および親階層内のリソースプール

にアクセスできます。

この例では、Finance組織に 2つのサブ組織（AccountsPayableおよび AccountsReceivable）が含ま
れています。AccountsPayable（AP）組織のサービスプロファイルは、APサーバプールのサーバ
を使用するように設定されています。リソースプールとポリシーがサービスプロファイルに割

り当てられると、以下の動作が発生します。

1 Cisco UCS Managerは、サービスプロファイルに定義されている APサーバプールで使用可能
なサーバをチェックします。

2 使用可能なサーバがAPサーバプールに存在する場合、CiscoUCSManagerはこのサーバとサー
ビスプロファイルを関連付け、検索を終了します。プールに使用可能なサーバが存在しない

場合、Cisco UCS Managerは 1階層上位に移動し、Finance組織で同じ名前のプールの有無を調
べます。

3 Finance組織に同じ名前のプールが含まれており、このプールに使用可能なサーバが存在する
場合、Cisco UCS Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了しま
す。プールに使用可能なサーバが存在しない場合、CiscoUCSManagerは1階層上位に移動し、
ルート組織で同じ名前のプールの有無を調べます。

4 ルート組織に同じ名前のプールが含まれており、このプールに使用可能なサーバが存在する場

合、CiscoUCSManagerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCSManagerはAccountsPayable組織に戻
り、デフォルトのサーバプールを調べます。
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5 AccountsPayable組織内のデフォルトプールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは 1階層上位に移動し、
Finance組織のデフォルトサーバプールを調べます。

6 Finance組織内のデフォルトプールに使用可能なサーバが存在する場合、CiscoUCSManagerは
このサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルトプールに使

用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは 1階層上位に移動し、ルート組織の
デフォルトのサーバプールを調べます。

7 ルート組織内のデフォルトサーバプールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは割り当てエラーを返しま
す。

ルート組織下の組織の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

ルート組織下に選択された組織を作成し、指定し

た組織で組織モードを開始します。

UCS-A /org # create org
org-name

ステップ 2   

ある組織モードから別の組織モードに

移るとき、コマンドプロンプトは変更

されません。

（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。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、ルート組織の下にFinanceという名前の組織を作成し、トランザクションをコミットし
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create org Finance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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非ルートの組織下の組織の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A /org # scope org
org-name

ステップ 2   

ある組織モードから別の組織モードに

移るとき、コマンドプロンプトは変更

されません。

（注）

事前設定された非ルート組織下に選択された組

織を作成し、指定した組織で組織モードを開始

します。

UCS-A /org # create org
org-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 4   

次の例は、NorthAmerica組織の下に Financeという名前の組織を作成し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope org NorthAmerica
UCS-A /org # create org Finance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

組織の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定した組織を削除します。UCS-A /org # delete org org-nameステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、Financeという名前のルート組織下の組織を削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete org Finance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 10 章

ロールベースアクセスコントロールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• ロールベースアクセスコントロール, 191 ページ

• Cisco UCSのユーザアカウント , 192 ページ

• ユーザロール, 195 ページ

• ユーザロケール, 200 ページ

• ユーザロールの設定, 201 ページ

• ロケールの設定, 204 ページ

• ローカル認証されたユーザアカウントの設定, 206 ページ

• ローカル認証されたユーザのパスワードプロファイル, 215 ページ

• ユーザセッションのモニタリング, 219 ページ

ロールベースアクセスコントロール

ロールベースアクセスコントロール（RBAC）は、ユーザのロールとロケールに基づいてユーザ
のシステムアクセスを制限または許可する方法です。ロールによってシステム内でのユーザの権

限が定義され、ロケールによってユーザがアクセス可能な組織（ドメイン）が定義されます。権

限がユーザに直接割り当てられることはないため、個々のユーザ権限の管理では、適切なロール

とロケールを割り当てることが主な作業になります。

必要なシステムリソースへの書き込みアクセス権限がユーザに与えられるのは、割り当てられた

ロールによりアクセス権限が与えられ、割り当てられたロケールによりアクセスが許可されてい

る場合に限ります。たとえば、エンジニアリング組織内のサーバ管理者ロールを持つユーザは、

エンジニアリング組織内のサーバ設定を更新できますが、そのユーザに割り当てられたロケール

に財務組織が含まれていなければ、財務組織内のサーバ設定を更新できません。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
    OL-31133-02 191



Cisco UCSのユーザアカウント
ユーザアカウントは、システムにアクセスするために使用されます。各 Cisco UCS Managerで、
最大 48のローカルユーザアカウントを設定できます。各ユーザアカウントには、一意のユーザ
名とパスワードが必要です。

ユーザアカウントは、SSH公開キーを付けて設定できます。公開キーは、OpenSSHと SECSHの
いずれかの形式で設定できます。

管理者アカウント

各Cisco UCSドメインには管理者アカウントがあります。管理者アカウントはデフォルトユーザ
アカウントであり、変更や削除はできません。このアカウントは、システム管理者またはスー

パーユーザアカウントであり、すべての権限が与えられています。 adminアカウントには、デ
フォルトのパスワードは割り当てられません。初期システムセットアップ時にパスワードを選択

する必要があります。

管理者アカウントは常にアクティブで、有効期限がありません。管理者アカウントを非アクティ

ブに設定することはできません。

ローカル認証されたユーザアカウント

ローカル認証されたユーザアカウントは、ファブリックインターコネクトのを介して直接認証さ

れ、adminまたは aaa権限の所有者によって有効または無効にできます。ローカルユーザアカウ
ントが無効になっている場合、ユーザはログインできません。無効化されたローカルユーザア

カウントの設定の詳細は、データベースから削除されません。無効化されたローカルユーザア

カウントを再び有効にすると、そのアカウントは、ユーザ名とパスワードを含め、既存の設定で

再びアクティブになります。

リモート認証されたユーザアカウント

リモート認証されたユーザアカウントとは、LDAP、RADIUS、または TACACS+で認証された
ユーザアカウントです。

ユーザがローカルユーザアカウントとリモートユーザアカウントを同時に保持している場合は、

ローカルユーザアカウントで定義されたロールによってリモートユーザアカウントのロールが

上書きされます。

ユーザアカウントの有効期限

ユーザアカウントは、事前に定義した時間に有効期限が切れるように設定できます。有効期限に

達すると、ユーザアカウントは無効になります。

デフォルトでは、ユーザアカウントの有効期限はありません。

ユーザアカウントに有効期限を設定した後、「有効期限なし」に再設定することはできませ

ん。ただし、アカウントの有効期限を使用可能な最も遅い日付に設定することは可能です。

（注）
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Cisco UCSユーザ名に関するガイドライン
ユーザ名は、Cisco UCS Managerのログイン IDとしても使用されます。 Cisco UCSのユーザアカ
ウントにログイン IDを割り当てる際は、次のガイドラインおよび制約事項を考慮してください。

•ログイン IDには、次を含む 1～ 32の文字を含めることができます。

◦任意の英字

◦任意の数字

◦ _（アンダースコア）

◦ -（ダッシュ）

◦ .（ドット）

•ログイン IDは、Cisco UCS Manager内で一意である必要があります。

•ログイン IDは、英文字から始まる必要があります。アンダースコアなどの特殊文字や数字
から始めることはできません。

•ログイン IDでは、大文字と小文字が区別されます。

•すべてが数字のログイン IDは作成できません。

•ユーザアカウントの作成後は、ログイン IDを変更できません。ユーザアカウントを削除
し、新しいユーザアカウントを作成する必要があります。

予約語：ローカル認証されたユーザアカウント

次の語は Cisco UCSでローカルユーザアカウントを作成するときに使用できません。

• root

• bin

• daemon

• adm

• lp

• sync

•シャットダウン

• halt

• news

• uucp

• operator

• games
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• gopher

• nobody

• nscd

• mailnull

• mail

• rpcuser

• rpc

• mtsuser

• ftpuser

• ftp

• man

• sys

• samdme

• debug

Cisco UCSパスワードに関するガイドライン
ローカル認証されるユーザアカウントのそれぞれにパスワードが必要です。 adminまたは aaaの
権限を持つユーザは、Cisco UCS Managerを設定して、ユーザパスワードの強度確認を実行でき
ます。パスワードの強度確認が有効になっている場合は、各ユーザが強力なパスワードを使用す

る必要があります。

各ユーザが強力なパスワードを設定することを推奨します。ローカル認証ユーザに対するパス

ワードの強度確認を有効にすると、CiscoUCSManagerは、次の要件を満たさないパスワードを拒
否します。

• 8～ 80文字を含む。

•次の少なくとも 3種類を含む。

◦小文字

◦大文字

◦数字

◦特殊文字

• aaabbbなど連続して 3回を超えて繰り返す文字を含まない。

•ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではない。

•パスワードディクショナリチェックに合格する。たとえば、パスワードには辞書に記載さ
れている標準的な単語に基づいたものを指定することはできません。
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•次の記号を含まない。$（ドル記号）、?（疑問符）、=（等号）。

•ローカルユーザアカウントおよび adminアカウントのパスワードは空白にしない。

ユーザアカウントの Web セッション制限
Webセッション制限は、ある時点おいて、特定のユーザアカウントがアクセス可能なWebセッ
ションの数（GUIと XMLの両方）を制限するために、Cisco UCS Managerによって使用されま
す。

各 Cisco UCSManagerドメインは、ユーザごとに最大 32の同時Webセッションをサポートし、合
計 256のユーザセッションをサポートします。デフォルトでは、Cisco UCS Managerが許可する
同時Webセッションはユーザ 1人あたり 32に設定されます。ただし、この値はシステム上限で
ある 256まで設定できます。

ユーザロール

ユーザロールには、ユーザに許可する操作を定義する 1つ以上の権限が含まれています。各ユー
ザに 1つ以上のロールを割り当てることができます。複数のロールを持つユーザは、割り当てら
れたすべてのロールを組み合わせた権限を持ちます。たとえば、Role1にストレージ関連の権限
が含まれ、Role2にサーバ関連の権限が含まれている場合、Role1とRole2の両方を持つユーザは、
ストレージ関連の権限とサーバ関連の権限を持つことになります。

Cisco UCSドメインには、デフォルトのユーザロールを含めて、最大 48のユーザロールを含め
ることができます。最初の 48のユーザロール以降に設定されたユーザロールは受け入れられま
すが、エラーが発生して非アクティブになります。

すべてのロールには、Cisco UCSドメイン内のすべての設定に対する読み取りアクセス権限が含
まれています。読み取り専用ロールを持つユーザは、システムのステータスを変更できません。

ロールは、作成、変更（新しい権限の追加や既存の権限の削除）、および削除できます。ロール

を変更すると、そのロールを持つすべてのユーザに新しい権限が適用されます。権限の割り当て

は、デフォルトロールに定義されている権限に限定されません。つまり、カスタムの権限の組み

合わせを使用して、独自のロールを作成できます。たとえば、デフォルトのサーバアドミニスト

レータロールとストレージアドミニストレータロールの権限は異なっていますが、両方のロー

ルの権限を組み合わせて、新しい 1つのサーバおよびストレージアドミニストレータロールを作
成できます。

ロールがユーザへの割り当て後に削除されると、それらのユーザアカウントからも削除されま

す。

AAAサーバ（RADIUSまたは TACACS+）上のユーザプロファイルは、そのユーザに与える権限
に対応したロールを追加するように変更する必要があります。属性はロール情報を保存するため

に使用されます。AAAサーバでは、要求とともにこの属性が返され、それを解析してロールが得
られます。 LDAPサーバでは、ユーザプロファイル属性内のロールが返されます。
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ローカルユーザアカウントとリモートユーザアカウントが同じユーザ名の場合、リモート

ユーザに割り当てられているすべてのロールは、ローカルユーザに割り当てられているロー

ルによって上書きされます。

（注）

デフォルトユーザロール

システムには、次のデフォルトのユーザロールが用意されています。

AAAアドミニストレータ

ユーザ、ロール、およびAAA設定に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの
残りの部分に対する読み取りアクセス権。

管理者

システム全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。デフォルトの adminアカ
ウントは、デフォルトでこのロールが割り当てられ、変更はできません。

ファシリティマネージャ

power-mgmt権限による、電源管理操作に対する読み取りと書き込みアクセス。システムの
残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Network Administrator

ファブリックインターコネクトインフラストラクチャとネットワークセキュリティ操作に

対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分に対する読み取りアクセ

ス権。

動作

システムのログ（syslogサーバを含む）と障害に対する読み取りと書き込みのアクセス権。
システムの残りの部分に対する読み取りアクセス権。

Read-Only

システム設定に対する読み取り専用アクセス権。システム状態を変更する権限はありませ

ん。

Server Compute

サービスプロファイルのほとんどの側面に対する読み取りと書き込みのアクセス権。ただ

し、ユーザは vNICや vHBAを作成、変更、削除できません。

サーバ機器アドミニストレータ

物理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分

に対する読み取りアクセス権。
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サーバプロファイルアドミニストレータ

論理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分

に対する読み取りアクセス権。

サーバセキュリティアドミニストレータ

サーバセキュリティ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残

りの部分に対する読み取りアクセス権。

ストレージアドミニストレータ

ストレージ操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分に対す

る読み取りアクセス権。

予約語：ユーザロール

次の単語は、Cisco UCSでカスタムロールを作成するときに使用できません。

•ネットワーク管理者

•ネットワークオペレータ

• VDC管理者

• VDCオペレータ

• server-admin

権限

ユーザロールを割り当てられたユーザは、権限により、特定のシステムリソースへアクセスした

り、特定のタスクを実行したりできるようになります。次の表に、各権限と、その権限がデフォ

ルトで与えられるユーザロールのリストを示します。

これらの権限および権限によってユーザが実行可能なタスクの詳細情報は、『Privileges inCisco
UCS』は、次のURLで入手可能です。 http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/prod_technical_
reference_list.htmlにあります。

ヒント

表 9：ユーザの権限

デフォルトのロール割り当て説明特権

AAAアドミニストレータシステムセキュリティおよび
AAA

aaa

管理者システム管理admin
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デフォルトのロール割り当て説明特権

Network Administrator外部 LAN設定ext-lan-config

Network Administrator外部 LANポリシーext-lan-policy

Network Administrator外部 LAN QoSext-lan-qos

Network Administrator外部 LANセキュリティext-lan-security

ストレージアドミニストレータ外部 SAN設定ext-san-config

ストレージアドミニストレータ外部 SANポリシーext-san-policy

ストレージアドミニストレータ外部 SAN QoSext-san-qos

ストレージアドミニストレータ外部 SANセキュリティext-san-security

動作アラームおよびアラームポリ

シー

障害

動作ログおよび Smart Call Homeoperations

動作組織管理org-management

Network Administratorポッド設定pod-config

Network Administratorポッドポリシーpod-policy

Network Administratorポッド QoSpod-qos

Network Administratorポッドセキュリティpod-security

ファシリティマネージャ電源管理操作に対する読み取り

および書き込みアクセス権

power-mgmt

Read-Only読み取り専用アクセス権

読み取り専用は、権限として選

択できません。この権限は、す

べてのユーザロールに割り当て

られます。

read-only

サーバ機器アドミニストレータサーバハードウェア管理server-equipment

サーバ機器アドミニストレータサーバメンテナンスserver-maintenance
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デフォルトのロール割り当て説明特権

サーバ機器アドミニストレータサーバポリシーserver-policy

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サーバセキュリティserver-security

サーバ計算アドミニストレータサービスプロファイルの計算service-profile-compute

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイル設定service-profile-config

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイル設定ポリ

シー

service-profile-config-policy

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルエンド

ポイントアクセス

service-profile-ext-access

Network Administratorサービスプロファイルネット

ワーク

service-profile-network

Network Administratorサービスプロファイルネット

ワークポリシー

service-profile-network-policy

Network Administratorサービスプロファイル QoSservice-profile-qos

Network Administratorサービスプロファイル QoSポ
リシー

service-profile-qos-policy

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルセキュ

リティ

service-profile-security

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルセキュ

リティポリシー

service-profile-security-policy

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルサーバ

管理

service-profile-server

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルコン

シューマ

service-profile-server-oper

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルプール

ポリシー

service-profile-server-policy

ストレージアドミニストレータサービスプロファイルストレー

ジ

service-profile-storage
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デフォルトのロール割り当て説明特権

ストレージアドミニストレータサービスプロファイルストレー

ジポリシー

service-profile-storage-policy

ユーザロケール

ユーザには、ロケールを 1つ以上割り当てることができます。各ロケールには、ユーザからのア
クセスを許可する 1つ以上の組織（ドメイン）を定義します。アクセスは、このロケールで指定
された組織の範囲内に制限されます。このルールの 1つの例外として、組織が指定されていない
ロケールがあります。この場合、すべての組織内のシステムリソースに対して無制限のアクセス

が可能になります。

Cisco UCSドメインには最大 48のユーザロケールを含めることができます。最初の 48のユーザ
ローケル以降に設定されたユーザロケールは受け入れられますが、エラーが発生して非アクティ

ブになります。

adminまたはaaaの権限を持つユーザは、他のユーザのロケールに組織を割り当てることができま
す。組織の割り当ては、それを行うユーザのロケール内の組織だけに制限されます。たとえば、

ロケールにエンジニアリング組織しか含まれていない場合、そのロケールを割り当てられたユー

ザは、他のユーザにエンジニアリング組織のみを割り当てることできます。

次の権限の 1つ以上を持つユーザにロケールを割り当てることはできません。（注）

• aaa

• admin

•障害

• operations

組織は階層的に管理できます。トップレベルの組織に割り当てられたユーザは、自動的にその下

にあるすべての組織にアクセスできます。たとえば、エンジニアリング組織が、ソフトウェアエ

ンジニアリング組織とハードウェアエンジニアリング組織で構成されているとします。ソフト

ウェアエンジニアリング組織のみを含むロケールでは、その組織内のシステムリソースにしかア

クセスできません。一方、エンジニアリング組織が含まれるロケールでは、ソフトウェアエンジ

ニアリング組織とハードウェアエンジニアリング組織の両方のリソースにアクセスできます。
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ユーザロールの設定

ユーザロールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ユーザロールを作成し、セキュリティロール

モードを開始します。

UCS-A /security # create role
name

ステップ 2   

ロールに 1つ以上の権限を追加します。UCS-A /security/role # add
privilege privilege-name

ステップ 3   

複数の privilege-nameを同じコマンドラ
インに指定してロールに複数の権限を

追加することもできますし、複数のadd
コマンドを使用して同じロールに複数

の権限を追加することもできます。

（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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、service-profile-security-adminロールを作成し、ロールにサービスプロファイルセキュ
リティおよびサービスプロファイルセキュリティポリシー権限を追加し、トランザクションを

コミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create role ls-security-admin
UCS-A /security/role* # add privilege service-profile-security service-profile-security-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールへの権限の追加

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ユーザロールの既存の権限に 1つ以上の権限を追
加します。

UCS-A /security/role # add
privilege privilege-name

ステップ 3   

複数の privilege-nameを同じコマンドラ
インに指定してロールに複数の権限を追

加することもできますし、複数の add
privilegeコマンドを使用して同じロール
に複数の権限を追加することもできま

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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、service-profile-security-adminロールにサーバセキュリティ権限とサーバポリシー権
限を追加し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # add privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールの権限の置換

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   

ユーザロールの既存の権限を置き換えます。UCS-A /security/role # set
privilege privilege-name

ステップ 3   

同じコマンドラインで複数の

privilege-nameを指定することで、既存
の権限を複数の権限に置換できます。

権限を置換した後、add privilegeコマ
ンドを使用して同じロールに権限を追

加できます。

（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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   
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次の例では、service-profile-security-adminロール用の既存の権限をサーバセキュリティおよびサー
バポリシー権限に置き換え、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # set privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールからの権限の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   

既存のユーザロール特権から 1つ以上の特権を削
除します。

UCS-A /security/role # remove
privilege privilege-name

ステップ 3   

同じコマンドラインで複数の

privilege-nameを指定することで、複数
の特権をロールから削除できます。ま

た、複数の remove privilegeコマンドを
使用することで、同じロールから特権を

削除できます。

（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。

UCS-A /security/role #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、service-profile-security-adminロールからサーバセキュリティ特権とサーバポリシー特権を
削除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # remove privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #
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ユーザロールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ユーザロールを削除します。UCS-A /security # delete role nameステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次に、service-profile-security-adminロールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete role service-profile-security-admin
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

ロケールの設定

ロケールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ロケールを作成し、セキュリティロケール

モードを開始します。

UCS-A /security # create locale
locale-name

ステップ 2   

ロケールに組織を参照（バインド）します。

org-ref-name引数は組織参照の識別に使用さ
UCS-A /security/locale # create
org-ref org-ref-name orgdn orgdn
org-root/org-ref-name

ステップ 3   

れる名前で、orgdn-name引数は参照されて
いる組織の識別名です。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/locale #
commit-buffer

ステップ 4   
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次の例は、westernロケールを作成し、そのロケールに財務組織を参照し、参照に finance-refとい
う名前を指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create locale western
UCS-A /security/locale* # create org-ref finance-ref orgdn org-root/org-finance
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールへの組織の割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティロケールモードを開始しま

す。

UCS-A# scope locale locale-nameステップ 2   

ロケールに組織を参照（バインド）します。

org-ref-name引数は組織参照の識別に使用さ
UCS-A /security/locale # create
org-ref org-ref-name orgdn
org-root/org-ref-name

ステップ 3   

れる名前で、orgdn-name引数は参照されて
いる組織の識別名です。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/locale #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、westernロケールに入り、そのロケールに marketing組織を追加（参照）し、参照に
marketing-refという名前を指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope locale western
UCS-A /security/locale* # create org-ref marketing-ref orgdn org-root/org-marketing
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールからの組織の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

セキュリティロケールモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope locale
locale-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ロケールから組織を削除します。UCS-A /security/locale # delete org-ref
org-ref-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/locale # commit-bufferステップ 4   

次に、westernロケールから finance組織を削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope locale western
UCS-A /security/locale # delete org-ref finance-ref
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ロケールを削除します。UCS-A /security # delete locale
locale-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次の例は、westernロケールを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete locale western
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

ローカル認証されたユーザアカウントの設定

ユーザアカウントの作成

少なくとも、次のユーザを作成することを推奨します。

•サーバアドミニストレータアカウント

•ネットワークアドミニストレータアカウント
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•ストレージアドミニストレータ

はじめる前に

システムに次のいずれかがある場合は、該当するタスクを実行します。

•リモート認証サービス：ユーザがリモート認証サーバに存在すること、および適切なロール
と権限を持っていることを確認します。

•組織のマルチテナント機能：1つ以上のロケールを作成します。ロケールが 1つもない場
合、すべてのユーザはルートに作成され、すべての組織のロールと権限が割り当てられま

す。

• SSH認証。SSHキーを取得します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザのユーザアカウント

を作成し、セキュリティローカルユーザモー

ドを開始します。

UCS-A /security # create
local-user local-user-name

ステップ 2   

ローカルユーザアカウントをイネーブルにす

るか、ディセーブルにするかを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
account-status {active| inactive}

ステップ 3   

ローカルユーザアカウントのアカウントス

テータスが非アクティブに設定された場合、

ユーザは既存のクレデンシャルを使用してシス

テムにロギングできません。

ユーザアカウントのパスワードを設定しますUCS-A /security/local-user # set
password password

ステップ 4   

（任意）

ユーザの名前を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
firstname first-name

ステップ 5   

（任意）

ユーザの姓を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
lastname last-name

ステップ 6   

（任意）

ユーザアカウントが期限切れになる日付を指

定します。 month引数は、月の英名の最初の 3
文字です。

UCS-A /security/local-user # set
expiration month day-of-month
year

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

ユーザアカウントに有効期限を設定

した後、「有効期限なし」に再設定

することはできません。ただし、ア

カウントの有効期限を使用可能な最

も遅い日付に設定することは可能で

す。

（注）

（任意）

ユーザの電子メールアドレスを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
email email-addr

ステップ 8   

（任意）

ユーザの電話番号を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
phone phone-num

ステップ 9   

（任意）

パスワードレスアクセス用の SSHキーを指定
します。

UCS-A /security/local-user # set
sshkey ssh-key

ステップ 10   

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例は、kikipopoという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルに
し、foo12345にパスワードを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

次の例は、linceyという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルにし、
パスワードレスアクセス用の OpenSSHキーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user lincey
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set sshkey "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw85lkdQqap+NFuNmHcb4K
iaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VOIEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpD
m8HPh2LOgyH7Ei1MI8="
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

次の例は、jforlenzという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルに
し、パスワードレスアクセス用のセキュアSSHキーを設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user jforlenz
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set sshkey
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
User's SSH key:
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> ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
>AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw8
>5lkdQqap+NFuNmHcb4KiaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VO
>IEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpDm8HPh2LOgyH7Ei1MI8=
> ---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
> ENDOFBUF
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ローカル認証されたユーザへのパスワード強度チェックのイネーブル化

パスワードの強度の確認を有効にするには、ユーザが adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワードの強度の確認が有効になっている場合、Cisco UCS Managerでは、強力な
パスワードのガイドラインを満たしていないパスワードを選択できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

パスワードの強度確認をイネーブルにす

るか、ディセーブルにするかを指定しま

す。

UCS-A /security #
enforce-strong-password {yes | no}

ステップ 2   

次に、パスワード強度チェックをイネーブルにする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # set enforce-strong-password yes
UCS-A /security #

ユーザアカウントの Web セッション制限の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

システムサービスWebセッション制限モー
ドを開始します。

UCS-A /system/services # scope
web-session-limits

ステップ 3   

各ユーザに許可する同時 HTTPおよび
HTTPSセッションの最大数を設定します。

UCS-A
/system/services/web-session-limits #
set peruser num-of-logins-per-user

ステップ 4   

1～ 256の整数を入力します。デフォルト
では、この値は 32に設定されています。
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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。

UCS-A
/system/services/web-session-limits #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、各ユーザアカウントに許可する HTTPおよび HTTPSセッションの最大数を 60に設定し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # scope web-session-limits
UCS-A /system/services/web-session-limits* # set peruser 60
UCS-A /system/services/web-session-limits* # commit-buffer
UCS-A /system/services/web-session-limits #

ユーザアカウントへのロールの割り当て

ユーザロールと権限の変更は、次回ユーザがログインするまで有効になりません。ユーザアカ

ウントへの新しいロールの割り当てや既存のロールの削除を行うときにユーザがログインしてい

る場合、アクティブなセッションは以前のロールや権限を引き続き使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントに指定したロールを割り当

てます。

UCS-A /security/local-user # create
role role-name

ステップ 3   

create roleコマンドは、あるユーザ
アカウントに複数のロールを割り当

てるために複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ローカルユーザアカウント kikipopoに operationsロールを割り当て、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # create role operations
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #
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ユーザアカウントへのロケールの割り当て

adminまたは aaaロールを持つユーザにロケールを割り当てないでください。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントに指定したロケールを割り

当てます。

UCS-A /security/local-user # create
locale locale-name

ステップ 3   

create localeコマンドは、あるユー
ザアカウントに複数のロケールを割

り当てるために複数回入力できま

す。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ローカルユーザアカウント kikipopoに西洋言語ロケールを割り当て、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # create locale western
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントからのロールの削除

ユーザロールと権限の変更は、次回ユーザがログインするまで有効になりません。ユーザアカ

ウントへの新しいロールの割り当てや既存のロールの削除を行うときにユーザがログインしてい

る場合、アクティブなセッションは以前のロールや権限を引き続き使用します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントから指定したロールを削除

します。

UCS-A /security/local-user # delete
role role-name

ステップ 3   

ユーザアカウントから複数のロール

を削除するために、delete roleコマ
ンドを複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、kikipopoというローカルユーザアカウントからoperationsロールを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # delete role operations
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントからのロケールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントから指定したロケールを削

除します。

UCS-A /security/local-user # delete
locale locale-name

ステップ 3   

ユーザアカウントから複数のロケー

ルを削除するために、delete localeコ
マンドを複数回入力できます。

（注）
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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コミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、kikipopoというローカルユーザアカウントからwesternロケールを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # delete locale western
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントのイネーブル化またはディセーブル化

ローカルユーザアカウントを有効または無効にするには、ユーザが adminまたは aaa権限を持っ
ている必要があります。

はじめる前に

ローカルユーザアカウントを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ローカルユーザセキュリティモードを開始しま

す。

UCS-A /security # scope
local-user

ステップ 2   

ローカルユーザアカウントをイネーブルにする

か、ディセーブルにするかを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
account-status {active |
inactive}

ステップ 3   

adminユーザアカウントは常にアクティブに設定
されます。変更はできません。

アカウントステータスを非アクティブに

設定しても、データベースからコンフィ

ギュレーションは削除されません。

（注）

次に、accountingというローカルユーザアカウントをイネーブルにする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user accounting
UCS-A /security/local-user # set account-status active
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ローカル認証されたユーザのパスワード履歴のクリア

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

指定されたユーザアカウントに対するロー

カルユーザセキュリティモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
user-name

ステップ 2   

指定されたユーザアカウントのパスワード

履歴をクリアします。

UCS-A /security/local-user # set clear
password-history yes

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope local-user admin
UCS-A /security/local-user # set clear password-history yes
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

ローカルユーザアカウントを削除しま

す。

UCS-A /security # delete local-user
local-user-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次に、fooというユーザアカウントを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete local-user foo
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #
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ローカル認証されたユーザのパスワードプロファイル

パスワードプロファイルには、Cisco UCS Managerのローカル認証されたユーザ全員のパスワー
ド履歴とパスワード変更間隔のプロパティが含まれています。ローカル認証されたユーザそれぞ

れに異なるパスワードプロファイルを指定することはできません。

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要
があります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたは aaa権限を持つ
ユーザに適用されません。

（注）

Password History Count

パスワード履歴カウントによって、ローカル認証されたユーザが何度も同じパスワードを再利用

しないようにすることができます。このプロパティが設定されている場合、Cisco UCS Manager
は、ローカル認証されたユーザがこれまでに使用した最大 15個のパスワードを保存します。パ
スワードは最近のものから時系列に逆順で格納され、履歴カウントがしきい値に達すると、最も

古いパスワードだけが再利用可能になります。

あるパスワードが再利用可能になるまでに、ユーザはパスワード履歴カウントで設定された数だ

けパスワードを作成して使用する必要があります。たとえば、パスワード履歴カウントを 8に設
定した場合、ローカル認証されたユーザは、9番目のパスワードが期限切れになるまで、最初の
パスワードを再利用できません。

デフォルトでは、パスワード履歴は 0に設定されます。この値によって履歴カウントが無効化さ
れるため、ユーザはいつでも以前のパスワードを使用できます。

必要に応じて、ローカル認証されたユーザのパスワード履歴カウントをクリアし、以前のパスワー

ドの再利用を有効にできます。

パスワード変更間隔

パスワード変更間隔によって、ローカル認証されたユーザが特定の時間内に実施できるパスワー

ド変更の回数を制限することができます。次の表は、パスワード変更間隔の 2つの設定オプショ
ンを示しています。

例説明間隔の設定

たとえば、ローカル認証されたユー

ザが 48時間以内にパスワードを変
更できないようにするには、次のよ

うに設定します。

• [Change During Interval]を無効
に設定

• [No Change Interval]を 48に設
定

このオプションを設定すると、ロー

カル認証されたユーザは、パスワー

ドを変更してから特定の時間内は

パスワードを変更できなくなりま

す。

1～745時間の変更禁止間隔を指定
できます。デフォルトでは、変更

禁止間隔は 24時間です。

No password change
allowed
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例説明間隔の設定

たとえば、ローカル認証されたユー

ザがパスワードを変更した後 24時
間以内に最大1回それを変更できる
ようにするには、次のように設定し

ます。

• [Change During Interval]を有効
に設定

• [Change Count]を 1に設定

• [Change Interval]を 24に設定

このオプションでは、事前に定義

した時間内にローカル認証ユーザ

がパスワードを変更できる最大回

数を指定します。

変更間隔を1～745時間、パスワー
ド変更の最大回数を 0～ 10に指定
できます。デフォルトでは、ロー

カル認証されたユーザは、48時間
以内に最大 2回パスワードを変更
できます。

Password changes
allowed within change
interval

変更間隔のパスワード変更の最大数の設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたは aaa権限を持つユーザ
に適用されません。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

パスワードプロファイルセキュリティモードを

開始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

ローカル認証されたユーザが指定された時間の間

に実行できるパスワード変更の回数を制限しま

す。

UCS-A /security/password-profile
# set change-during-interval
enable

ステップ 3   

[Change Interval]の間に、ローカル認証されたユー
ザがパスワードを変更できる最大回数。を指定し

ます

UCS-A /security/password-profile
# set change-count
pass-change-num

ステップ 4   

この値は、0～ 10から自由に設定できます。

[Change Count]フィールドで指定したパスワード
変更回数が適用される最大時間数。を指定します

UCS-A /security/password-profile
# set change-interval
num-of-hours

ステップ 5   

この値は、1～745時間から自由に設定できます。

たとえば、このフィールドが 48に設定され、
[Change Count]フィールドが 2に設定されている
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目的コマンドまたはアクション

場合、ローカル認証されたユーザは 48時間以内
に 2回以上パスワードを変更できません。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /security/password-profile
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、change during intervalオプションをイネーブルにし、変更回数を 5回、変更間隔を 72
時間に設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set change-during-interval enable
UCS-A /security/password-profile* # set change-count 5
UCS-A /security/password-profile* # set change-interval 72
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

パスワードの変更禁止間隔の設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたは aaa権限を持つユーザ
に適用されません。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

パスワードプロファイルセキュリティモード

を開始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

間隔中の変更機能をディセーブルにします。UCS-A /security/password-profile #
set change-during-interval disable

ステップ 3   

新たに作成したパスワードが変更可能になるま

でに、ローカル認証されたユーザが待つ必要が

ある最小時間数。を指定します

UCS-A /security/password-profile #
set no-change-interval
min-num-hours

ステップ 4   

この値は、1～ 745時間から自由に設定できま
す。

この間隔は、[ChangeDuring Interval]プロパティ
が [Disable]に設定されていない場合は無視さ
れます。
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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。

UCS-A /security/password-profile #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、間隔中の変更オプションをディセーブルにし、変更禁止間隔を72時間に設定し、トランザ
クションをコミットする例を示します。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set change-during-interval disable
UCS-A /security/password-profile* # set no-change-interval 72
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

パスワード履歴カウントの設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

パスワードプロファイルセキュリティモードを開

始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

ローカル認証されたユーザが、以前に使用された

パスワードを再利用できるまでに、作成する必要

がある一意のパスワードの数を指定します

UCS-A
/security/password-profile # set
history-count num-of-passwords

ステップ 3   

この値は、0～ 15から自由に設定できます。

デフォルトでは、[History Count]フィールドは 0に
設定されます。この値によって履歴カウントが無

効化されるため、ユーザはいつでも以前のパスワー

ドを使用できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/security/password-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set history-count 5
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UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

ユーザセッションのモニタリング

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   

システムにログインしているすべてのユーザの

セッション情報を表示します。セッション ID
UCS-A /security # show
user-session {local | remote}
[detail]

ステップ 2   

の横のアスタリスク（*）は、現在のログイン
セッションを示します。

次に、システムにログインしているすべてのローカルユーザのリストを表示する例を示します。

アスタリスクは、どのセッションが現在のログインセッションであるかを示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # show user-session local
Session Id User Host Login Time
--------------- --------------- -------------------- ----------
pts_25_1_31264* steve 192.168.100.111 2009-05-09T14:06:59
ttyS0_1_3532 jeff console 2009-05-02T15:11:08
web_25277_A faye 192.168.100.112 2009-05-15T22:11:25

次に、システムにログインしているすべてのローカルユーザの詳細情報を表示する例を示しま

す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # show user-session local detail
Session Id pts_25_1_31264:

Fabric Id: A
Term: pts/25
User: steve
Host: 64.101.53.93
Pid: 31264
Login Time: 2009-05-09T14:06:59

Session Id ttyS0_1_3532:
Fabric Id: A
Term: ttyS0
User: jeff
Host: console
Pid: 3532
Login Time: 2009-05-02T15:11:08

Session Id web_25277_A:
Fabric Id: A
Term: web_25277
User: faye
Host: 192.168.100.112
Pid: 3518
Login Time: 2009-05-15T22:11:25
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第 11 章

DNS サーバの設定

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCSの DNSサーバ , 221 ページ

• DNSサーバの設定, 221 ページ

• DNSサーバの削除, 222 ページ

Cisco UCSの DNS サーバ
システムがホスト名の名前解決を必要とする場合、使用する外部 DNSサーバを各Cisco UCSドメ
インに指定する必要があります。たとえば、DNSサーバを設定していないと、ファブリックイ
ンターコネクトに関する設定を行うときに、www.cisco.comなどの名前を使用できません。サー
バの IPアドレスを使用する必要があり、IPv4または IPv6アドレスのいずれかを使用できます。
各Cisco UCSドメインに対し最大 4台の DNSサーバを設定できます。

複数の DNSサーバを設定する場合、システムによるサーバの検索順はランダムになります。
ローカル管理コマンドが DNSサーバの検索を必要とする場合、3台の DNSサーバのみをラン
ダムに検索します。

（注）

DNS サーバの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

指定した IPv4または IPv6アドレスのDNS
サーバを使用するようシステムを設定し

ます。

UCS-A /system/services # create dns
{ip-addr ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、IPv4アドレス 192.168.200.105を持つ DNSサーバを設定し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create dns 192.168.200.105
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

次の例では、IPv6アドレス 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3Fを持つ DNSサーバを設定し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create dns 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3F
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

DNS サーバの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

指定した IPアドレスの NTPサーバを削
除します。

UCS-A /system/services # delete dns
ip-addr

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、IPアドレス192.168.200.105を持つDNSサーバを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
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UCS-A /system/services # delete dns 192.168.200.105
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #
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第 12 章

システム関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• シャーシ/FEXディスカバリポリシーの設定, 225 ページ

• シャーシ接続ポリシーの設定, 230 ページ

• ラックサーバディスカバリポリシーの設定, 232 ページ

• MACアドレステーブルのエージングタイムの設定, 233 ページ

シャーシ/FEX ディスカバリポリシーの設定

シャーシ/FEX ディスカバリポリシー
シャーシ/FEXディスカバリポリシーは、新しいシャーシまたは FEXを追加したときのシステム
の対処方法を決定します。 Cisco UCSManagerはシャーシ/FEXディスカバリポリシーの設定を使
用して、シャーシまたはFEXとファブリックインターコネクト間のリンク数の最小しきい値を決
定し、IOMからファブリックポートチャネルのファブリックインターコネクトへのリンクをグ
ループ化するかどうかを決定します。

シャーシリンク

Cisco UCSドメインのシャーシの配線リンク数が 1、2、4、および 8である場合は、Cisco UCS
Managerがすべてのシャーシを検出できるように、シャーシ/FEXディスカバリポリシーにドメイ
ンの最小リンク数を設定することを推奨します。
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Cisco UCSドメインのファブリックインターコネクトがさまざまなタイプの I/Oモジュールに
接続しており、それぞれの I/Oモジュールが異なる最大アップリンク数に対応している場合、
そのドメインで最大限のシャーシ接続を確立するには、プラットフォームの最大値を選択しま

す。プラットフォームの最大値を設定すると、Cisco UCS Managerは、I/Oモジュールごとの
IOMアップリンクの接続数が最大サポート数に達している場合にのみ、接続とサーバを含め
て、シャーシを検出します。

ヒント

初回の検出後、設定よりも配線されるリンク数が多いシャーシを再認識させると、すべての使用

可能なリンクをシャーシが使用するように Cisco UCS Managerによって設定されます。

Cisco UCS Managerはシャーシ/FEXディスカバリポリシーで設定されているリンク数よりも配線
が少ないシャーシを検出できません。たとえば、シャーシ/FEXディスカバリポリシーで 4つの
リンクが設定されている場合、Cisco UCSManagerは配線が 1または 2リンクのシャーシを検出で
きません。シャーシを再認識させても、この問題は解決されません。

次の表は、複数のシャーシがある Cisco UCSドメインに対するシャーシ/FEXディスカバリポリ
シーの動作の概要を示しています。

表 10：シャーシ/FEX ディスカバリポリシーとシャーシのリンク数

プラットフォー

ム最大のディス

カバリポリシー

8 リンクディスカ
バリポリシー

4 リンクディ
スカバリポ

リシー

2 リンクディ
スカバリポ

リシー

1 リンクディ
スカバリポ

リシー

シャーシで配

線されるリン

ク数

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接

続とサーバは
Cisco UCS
Managerに
よって検出で

きないため、

Cisco UCSド
メインに追加

されません。

シャーシの接

続とサーバは
Cisco UCS
Managerに
よって検出で

きないため、

Cisco UCSド
メインに追加

されません。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 1つの
リンクが存在
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プラットフォー

ム最大のディス

カバリポリシー

8 リンクディスカ
バリポリシー

4 リンクディ
スカバリポ

リシー

2 リンクディ
スカバリポ

リシー

1 リンクディ
スカバリポ

リシー

シャーシで配

線されるリン

ク数

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接

続とサーバは
Cisco UCS
Managerに
よって検出で

きないため、

Cisco UCSド
メインに追加

されません。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

2つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 2つの
リンクが存在

IOMに 4つのリ
ンクがある場

合、シャーシは
Cisco UCS
Managerにより検
出され、4つのリ
ンクが配線され

たシャーシとし

て Cisco UCSド
メインに追加さ

れます。

IOMに 8つのリ
ンクがある場

合、シャーシは
UCSCisco UCS
Managerによって
十分に検出され

ません。

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

4つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

2つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 4つの
リンクが存在
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プラットフォー

ム最大のディス

カバリポリシー

8 リンクディスカ
バリポリシー

4 リンクディ
スカバリポ

リシー

2 リンクディ
スカバリポ

リシー

1 リンクディ
スカバリポ

リシー

シャーシで配

線されるリン

ク数

シャーシは Cisco
UCS Managerに
より検出され、8
つのリンクが配

線されたシャー

シとして Cisco
UCSドメインに
追加されます。

シャーシは Cisco
UCS Managerに
より検出され、8
つのリンクが配

線されたシャー

シとして Cisco
UCSドメインに
追加されます。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

4つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

2つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 8つの
リンクが存在

リンクのグループ化

ファブリックポートチャネルをサポートするハードウェア構成の場合、シャーシディスカバリ

の実行中に IOMからファブリックインターコネクトへのすべてのリンクをファブリックポート
チャネルにグループ化するかどうかは、リンクのグループ化によって決まります。リンクのグ

ループ化プリファレンスが [port channel]に設定されている場合、IOMからファブリックインター
コネクトへのすべてのリンクがファブリックポートのチャネルにグループ化されます。 [nogroup]
に設定すると、IOMからファブリックインターコネクトへのリンクはファブリックポートのチャ
ネルにグループ化されません。

ファブリックポートチャネルが作成されると、リンクグループのプリファレンスを変更して

シャーシに再認識させることで、またはポートチャネルからシャーシをイネーブル化またはディ

セーブル化することで、リンクの追加または削除を行えます。

リンクグループ化のプリファレンスは、IOMまたは FEXとファブリックインターコネクト間
のリンクの両側がファブリックポートチャネルをサポートしている場合にのみ有効になりま

す。リンクの一方がファブリックポートチャネルをサポートしていない場合、このプリファ

レンスは無視され、リンクはポートチャネルにグループ化されません。

（注）

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
228 OL-31133-02   

シャーシ/FEX ディスカバリポリシーの設定



シャーシ/FEX ディスカバリポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

シャーシ/FEXディスカバリポリシーは、
ルート組織からのみアクセスできます。

（注）

組織シャーシ/FEXディスカバリポリシーモードを開
始します。

UCS-A /org # scope
chassis-disc-policy

ステップ 2   

シャーシまたは FEXとファブリックインターコネク
ト間のリンク数の最小しきい値を指定します。

UCS-A /org/chassis-disc-policy
# set action {1-link | 2-link |
4-link | 8-link | platform-max}

ステップ 3   

（任意）

シャーシ/FEXディスカバリポリシーの説明が提供さ
れます。

UCS-A /org/chassis-disc-policy
# set descr description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、 show コマン
ド出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）

IOMまたは FEXからファブリックインターコネクト
へのリンクをポートチャネルにグループ化するかど

うかを指定します。

UCS-A /org/chassis-disc-policy
# set link-aggregation-pref
{none | port-channel}

ステップ 5   

リンクグループ化のプリファレンスは、IOM
またはFEXとファブリックインターコネク
ト間のリンクの両側がファブリックポート

チャネルをサポートしている場合にのみ有

効になります。リンクの一方がファブリッ

クポートチャネルをサポートしていない場

合、このプリファレンスは無視され、リン

クはポートチャネルにグループ化されませ

ん。

（注）

（任意）

指定されたサーバプールポリシー資格情報をこのポ

リシーとサーバプールを関連付けるために使用しま

す。

UCS-A /org/chassis-disc-policy
# set qualifier qualifier

ステップ 6   
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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。

UCS-A /org/chassis-disc-policy
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例では、デフォルトシャーシ/FEXディスカバリポリシーにスコープ設定し、ファブリック
インターコネクトへの 4つのリンクを持つシャーシの検出に設定し、ポリシーに説明を加え、
シャーシの資格認定に使用するサーバプールポリシー資格情報を指定し、トランザクションをコ

ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope chassis-disc-policy
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set action 4-link
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set descr "This is an example chassis/FEX discovery
policy."
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-disc-policy #

次の例では、デフォルトシャーシ/FEXディスカバリポリシーにスコープ設定し、ファブリック
インターコネクトへの8つのリンクを持つシャーシの検出に設定し、ポリシーに説明を加え、ポー
トチャネルにリンクグルーピングプリファレンスを設定し、シャーシの資格認定に使用するサー

バプールポリシー資格情報を指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope chassis-disc-policy
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set action 8-link
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set descr "This is an example chassis/FEX discovery
policy."
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set link-aggregation-pref port-channel
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-disc-policy #

次の作業

特性のシャーシのファブリックポートチャネルの接続をカスタマイズするには、シャーシ接続ポ

リシーを設定します。

シャーシ接続ポリシーの設定

シャーシ接続ポリシー

シャーシ接続ポリシーは、特定のシャーシがシャーシディスカバリ後にファブリックポートチャ

ネルに含められるかどうかを決定します。このポリシーは、グローバルシャーシディスカバリ

ポリシーで指定したのとは異なる方法で1つ以上のシャーシを設定する場合に役立ちます。シャー
シ接続ポリシーは、ファブリックインターコネクトごとに異なる接続モードを許容し、シャーシ

接続に関して提供される制御レベルをさらに拡張します。

デフォルトでは、シャーシ接続ポリシーはグローバルに設定されます。これはつまり、接続制御

はシャーシが新しく検出されたときに、シャーシディスカバリポリシーに設定された内容を使用
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して設定されることを意味しています。シャーシが検出されると、接続制御が「なし」と「ポー

トチャネル」のどちらに設定されるかを、シャーシ接続ポリシーが制御します。

シャーシ接続ポリシーは、Cisco UCS Managerによって、ハードウェア設定がファブリック
ポートチャネルをサポートする場合にだけ作成されます。現時点では、6200シリーズファブ
リックインターコネクトおよび 2200シリーズの IOMだけがこの機能をサポートしています。
他のすべてのハードウェアの組み合わせについて、CiscoUCSManagerはシャーシ接続ポリシー
を作成しません。

（注）

シャーシ接続ポリシーの設定

シャーシの接続モードを変更すると、VIF名前空間が減少することがあります。

シャーシの接続モードを変更すると、シャーシが再認識されます。その間トラフィックが中

断されます。

注意

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameとして /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたシャーシとファブリックのシャーシ接続

ポリシー組織モードを開始します。

UCS-A /org # scope
chassis-conn-policy chassis-num
[a | b}

ステップ 2   

IOMまたは FEXからファブリックインターコネク
トへのリンクをポートチャネルにグループ化するか

どうかを指定します。

UCS-A /org/chassis-conn-policy
# set link-aggregation-pref
{global | none | port-channel}

ステップ 3   

• [None]：リンクをポートチャネルにグループ化
しません

• [Port Channel]：IOMからファブリックインター
コネクトへのすべてのリンクがポートチャネル

にグループ化されます。

• [Global]：シャーシはこの設定をシャーシディ
スカバリポリシーから継承します。これはデ

フォルト値です。
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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。

UCS-A /org/chassis-conn-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例に、2つのシャーシのファブリックポートチャネル接続を変更する方法を示します。シャー
シ 6ファブリック Aはポートチャネルに変更され、シャーシ 12ファブリック Bは個別リンクに
変更されます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope chassis-conn-policy 6 a
UCS-A /org/chassis-conn-policy # set link-aggregation-pref port-channel
UCS-A /org/chassis-conn-policy* # up
UCS-A /org* # scope chassis-conn-policy 12 b
UCS-A /org/chassis-conn-policy* # set link-aggregation-pref none
UCS-A /org/chassis-conn-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-conn-policy #

ラックサーバディスカバリポリシーの設定

ラックサーバディスカバリポリシー

ラックサーバディスカバリポリシーは、新しいラックマウントサーバを追加したときのシステ

ムの対処方法を決定します。 Cisco UCSManagerは、ラックサーバディスカバリポリシーの設定
を使用して、ハードディスク上のデータをスクラビングするかどうか、サーバ検出をただちに開

始するかユーザの明示的な確認応答を待つ必要があるかを決定します。

Cisco UCS Managerでは、正しく配線されておらず、ファブリックインターコネクトに接続され
ていないラックマウントサーバは検出できません。サポート対象の Cisco UCSラックマウント
サーバをCiscoUCSManagerに統合する方法については、適切な『rack-mount server integration guide
（ラックマウントサーバのインストールガイド）』を参照してください。

ラックサーバディスカバリポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

ラックサーバディスカバリポリシー

は、ルート組織からだけアクセスでき

ます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

組織ラックサーバディスカバリポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope
rackserver-disc-policy

ステップ 2   

新しいラックサーバの追加にシステムが対応す

る方法を指定します。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
# set action {immediate |
user-acknowledged}

ステップ 3   

（任意）

ラックサーバディスカバリポリシーに説明を

加えます。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
# set descr description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールド
には表示されません。

（注）

新しく検出されたラックサーバ上で実行する必

要があるスクラブポリシーを指定します。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
# set scrub-policy scrub-pol-name

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。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、デフォルトラックサーバディスカバリポリシーにスコープを設定し、すぐに新しい

ラックサーバを検出するよう設定し、ポリシーの説明を記入し、scrubpol1というスクラブポリ
シーを指定して、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope rackserver-disc-policy
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # set action immediate
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # set descr "This is an example rackserver discovery
policy."
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # set scrub-policy scrubpol1
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/rackserver-disc-policy #

MAC アドレステーブルのエージングタイムの設定

MAC アドレステーブルのエージングタイム
ポート間でパケットを効率的に切り替えるために、ファブリックインターコネクトはMACアド
レステーブルを保持しています。ファブリックインターコネクトは、受信したパケットのMAC
ソースアドレスと、パケットが読み取られた関連ポートを使用して、MACアドレステーブルを
動的に構築します。ファブリックインターコネクトは、設定可能なエージングタイマーで定義

されたエージングメカニズムを使用して、エントリがMACアドレステーブル内にとどまる期間
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を判断します。アドレスの非アクティブ状態が所定の秒数続くと、そのアドレスはMACアドレ
ステーブルから削除されます。

MACアドレスエントリ（MACアドレスとその関連ポート）がMACアドレステーブルにとどま
る時間（エージ）はユーザが設定できます。

MAC アドレステーブルのエージングタイムの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

MACアドレステーブルのエージングタイムを指定
します。設定済みのイーサネットスイッチングモー

UCS-A /eth-uplink # set
mac-aging {dd hh mm ss |
mode-default | never}

ステップ 2   

ドに依存するデフォルト値にエージングタイムを設

定するには、mode-defaultキーワードを使用します。
アイドルのまま経過した時間にかかわらずMACア
ドレスがテーブルから削除されないようにするには、

neverキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、MACアドレステーブルに 1日と 12時間のエージングタイムを設定し、トランザクション
をコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set mac-aging 01 12 00 00
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #
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第 13 章

ライセンスの管理

この章は、次の項で構成されています。

• ライセンス, 235 ページ

• ファブリックインターコネクトのホスト IDの入手方法, 237 ページ

• ライセンスの取得, 237 ページ

• ライセンスのインストール, 238 ページ

• ファブリックインターコネクトにインストールされたライセンスの表示, 239 ページ

• ファブリックインターコネクトのライセンス使用状況の表示, 240 ページ

• ライセンスのアンインストール, 242 ページ

ライセンス

各 Cisco UCSファブリックインターコネクトにはいくつかのポートライセンスが付属していま
す。これらはプレインストールされ、ハードウェアとともに出荷されます。ファブリックイン

ターコネクトは、完全ライセンスまたは部分ライセンスで購入できます。納入後に追加ライセン

スを購入することもできます。

各ファブリックインターコネクトは、少なくとも次のカウントされたライセンスがプリインス

トールされた状態で出荷されます。

• Cisco UCS 6120XPファブリックインターコネクト：Cisco UCS Managerでイネーブルにされ
る最初の8つのイーサネットポートと、拡張モジュール上のすべてのファイバチャネルポー
ト用のプリインストールライセンス

• Cisco UCS 6140XPファブリックインターコネクト：Cisco UCS Managerでイネーブルにされ
る最初の 16のイーサネットポートと、拡張モジュール上のすべてのファイバチャネルポー
ト用のプリインストールライセンス
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• Cisco UCS 6248ファブリックインターコネクト：Cisco UCS Managerでイネーブルにされる
最初の 12のユニファイドポート用のプリインストールライセンス。拡張モジュールには拡
張モジュールまたはベースモジュールで使用できる 8つのライセンスが付属しています。

• Cisco UCS 6296ファブリックインターコネクト：Cisco UCS Managerでイネーブルにされる
最初の 18のユニファイドポート用のプリインストールライセンス。拡張モジュールには拡
張モジュールまたはベースモジュールで使用できる 8つのライセンスが付属しています。

6200シリーズのファブリックインターコネクト拡張モジュールに付属する 8つのデフォルト
ライセンスは、ベースモジュールのポートをイネーブルにするために使用できますが、拡張

モジュールを取り外した場合はその拡張モジュールと共に移動します。拡張モジュールを取

り外した場合、ベースモジュールで使用されていたデフォルトの拡張モジュールライセンス

はベースモジュールのポートからすべて削除され、その結果、ライセンス許可されていない

ポートが生じます。

（注）

ポートライセンスは物理ポートにバインドされません。ライセンスされているポートをディセー

ブルにすると、そのライセンスは次にイネーブルになるポートで使用するために保持されます。

追加の固定ポートを使用する場合は、それらのポート用のライセンスを購入し、インストールす

る必要があります。

製品の世代間でライセンスを移動させることはできません。 6100シリーズファブリックイン
ターコネクト用に購入したライセンスを使用して 6200シリーズファブリックインターコネク
トのポートをイネーブルにすることはできません。その逆も同様です。

重要

猶予期間

ライセンスがインストールされていないポートを使用しようとすると、Cisco UCSは 120日間の
猶予期間を開始します。猶予期間は、最初にライセンスなしでポートを使用した時点から測定さ

れ、有効なライセンスファイルがインストールされると一時停止されます。猶予期間中に使用さ

れた時間数はシステムに保存されます。

各物理ポートには固有の猶予期間があります。1つのポートで猶予期間を開始しても、すべて
のポートの猶予期間が開始するわけではありません。

（注）

ライセンスされているポートの設定を解除すると、そのライセンスは、猶予期間内で機能してい

るポートに移行されます。複数のポートが猶予期間内で動作している場合、ライセンスは猶予期

間の終了が最も近いポートに移動されます。

High Availability コンフィギュレーション

フェールオーバー中の不整合を避けるため、クラスタ内の両方のファブリックインターコネクト

に同数のライセンスされたポートを用意することを推奨します。均衡が保たれていない状態で
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フェールオーバーが発生すると、CiscoUCSは欠けているライセンスを有効化して、フェールオー
バーノードで使用される各ポートに対して猶予期間を開始します。

ファブリックインターコネクトのホスト ID の入手方法
ホスト IDはシリアル番号とも呼ばれます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

ファブリックインターコネクトのホスト IDま
たはシリアル番号を入手します。

UCS-A /license # show
server-host-id

ステップ 2   

等号（=）の後ろに表示されるホスト
ID全体を使用します。

ヒント

次に、ファブリックインターコネクトのホスト IDを入手する例を示します。

UCS-A# scope license
UCS-A /license # show server-host-id
Server host id:

Scope Host Id
----- -------
A VDH=SSI12121212
B VDH=SSI13131313

UCS-A /license #

次の作業

シスコから必要なライセンスを入手します。

ライセンスの取得

このプロセスは、このマニュアルのリリース後に変更される場合があります。このマニュア

ルの手順が 1つ以上当てはまらない場合は、シスコの担当者にライセンスファイルの入手方
法をお問い合わせください。

（注）

はじめる前に

次を入手します。

•ファブリックインターコネクトのホスト IDまたはシリアル番号
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•ファブリックインターコネクトまたは拡張モジュールの権利証明書またはその他の購入証明
書

手順

ステップ 1 権利証明書またはその他の購入証明書から、製品認証キー（PAK）を取得します。

ステップ 2 権利証明書またはその他の購入証明書でWebサイトの URLを確認します。

ステップ 3 ファブリックインターコネクトのWebサイトURLにアクセスし、シリアル番号と PAKを入力し
ます。

シスコからライセンスファイルが電子メールで送信されます。ライセンスファイルは、要求さ

れたファブリックインターコネクトでの使用だけを許可するようにデジタル署名されています。

CiscoUCSManagerがライセンスファイルにアクセスすると、要求された機能も有効になります。

次の作業

ファブリックインターコネクトにライセンスをインストールします。

ライセンスのインストール

クラスタ構成の場合、マッチングペアの両方のファブリックインターコネクトにライセンス

をダウンロードしてインストールすることをお勧めします。個々のライセンスは、ダウンロー

ドを開始するために使用するファブリックインターコネクトのみにダウンロードされます。

（注）

はじめる前に

シスコから必要なライセンスを入手します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

ダウンロード元の場所からライセンスをダウン

ロードします。 from-filesystem:引数には、次の
いずれかの構文を使用します。

UCS-A /license # download
license from-filesystem

ステップ 2   

• ftp:// server-ip-addr

• scp:// username@server-ip-addr

• sftp:// username@server-ip-addr

• tftp:// server-ip-addr : port-num
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目的コマンドまたはアクション

ライセンスをインストールします。UCS-A /license # install file
license_filename

ステップ 3   

次に、FTPを使用してライセンスをダウンロードし、インストールする例を示します。
UCS-A # scope license
UCS-A /license # download license ftp://192.168.10.10/license/port9.lic
UCS-A /license # install file port9.lic
UCS-A /license #

ファブリックインターコネクトにインストールされたライセンスの表

示

手順

目的コマンドまたはアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

ファブリックインターコネクトにインストー

ルされたライセンスを、コマンドで指定した

詳細レベルで表示します。

UCS-A /license # show file
[license_filename | detail]

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクトにインストールされたライセンスの全詳細を表示する例を

示します。

UCS-A# scope license
UCS-A /license # show file detail

License file: UCSFEAT20100928112305377.lic
Id: 1212121212121212
Version: 1.0
Scope: A
State: Installed
Features
Feature Name: ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
Vendor: cisco
Version: 1.0
Quantity: 24
Lines

Line Id: 1
Type: Increment
Expiry Date: Never
Pak:
Quantity: 24
Signature: B10101010101

License file: UCSFEAT20100928112332175.lic
Id: 1313131313131313
Version: 1.0
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Scope: B
State: Installed
Features
Feature Name: ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
Vendor: cisco
Version: 1.0
Quantity: 24
Lines

Line Id: 1
Type: Increment
Expiry Date: Never
Pak:
Quantity: 24
Signature: F302020202020

UCS-A /license #

ファブリックインターコネクトのライセンス使用状況の表示

手順

目的コマンドまた

はアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope
license

ステッ

プ 1   

ファブリックインターコネクトにインストールされたすべてのライセ

ンスファイルに関するライセンス使用状況テーブルを表示します。

UCS-A /license
# show usage

ステッ

プ 2   

これには以下が含まれます。

• Feat Name

ライセンスを適用する機能の名前。

• スコープ

ライセンスに関連付けられたファブリック

• デフォルト

このCiscoUCSドメインドメインに提供されるデフォルトの
ライセンス数。

• Total Quant

使用可能なライセンスの総数。この値は、購入ライセンス数

とデフォルトライセンス数の合計です。
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目的コマンドまた

はアクション

• Used Quant

現在システムで使用中のライセンスの数。この値が使用可能

なライセンスの総数を超えると、一部のポートは関連する猶

予期間を経過した後に機能を停止します。

• 状態

ライセンスの動作状態。

• Peer License Count Comparison

このファブリックインターコネクトと比較したピアファブ

リックインターコネクトのライセンス数。次のいずれかに

なります。

• [exceeds]：ピアファブリックインターコネクトには、
このファブリックインターコネクトよりも多くのライ

センスがインストールされています

• [lacks]：ピアファブリックインターコネクトには、こ
のファブリックインターコネクトよりも少ないライセ

ンスがインストールされています

• [matching]：両方のファブリックインターコネクトに同
数のライセンスがインストールされています

• Grace Used

このライセンスが使用された猶予期間の日数。猶予期間が終

了すると、新しいライセンスを購入するまでCiscoUCSがア
ラートメッセージを送信します。

次に、ファブリックインターコネクトにインストールされたライセンスの全詳細を表示する例を

示します。

UCS-A# scope license
UCS-A /license # show usage
Feat Name Scope Default Total Quant Used Quant State Peer Count
Comparison Grace Used
------------------------------ ----- ------- ----------- ---------- ----------
----------------------- ----------
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG A 16 40 11 License Ok Matching

0
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG B 16 40 11 License Ok Matching
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0
UCS-A /license #

ライセンスのアンインストール

使用中の永続ライセンスはアンインストールできません。未使用の永久ライセンスだけをア

ンインストールできます。使用中の永続ライセンスを削除しようとすると、CiscoUCSManager
はその要求を拒否し、エラーメッセージを表示します。

（注）

はじめる前に

Cisco UCS Managerの設定をバックアップします。

手順

目的コマンドまたはアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

指定したライセンスをアンインストー

ルします。

UCS-A /license # clear file
license-filename

ステップ 2   

CiscoUCSManagerはライセンスを非アクティブ化し、ライセンスのリストからそのライセンスを
削除し、ファブリックインターコネクトからライセンスを削除します。ポートは、ライセンスな

しモードに移行します。クラスタ構成の場合は、他のファブリックインターコネクトからもライ

センスをアンインストールする必要があります。

次に、port9.licをアンインストールする例を示します。
UCS-A # scope license
UCS-A /license # clear file port9.lic
Clearing license port9.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ETH_PORT_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 permanent 1 \

VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N10-L001=</SKU> \
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519200954833</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=C01FAE4E87FA

Clearing license ........done
UCS-A /license #
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第 14 章

仮想インターフェイスの管理

この章は、次の項で構成されています。

• 仮想インターフェイス, 243 ページ

• 仮想インターフェイスの予約管理とエラー処理, 243 ページ

仮想インターフェイス

ブレードサーバ環境では、サービスプロファイルに対して設定可能な vNICと vHBAの数は、ア
ダプタの機能と、アダプタで利用できる仮想インターフェイス（VIF）のネームスペースの量で決
まります。 Cisco UCSでは、VIFネームスペースの各部分は VIFという固まりで割り当てられま
す。ハードウェアによっては、VIFの最大数が定義済みのポート単位で割り当てられます。
VIFの最大数は、ハードウェア機能とポート接続によって異なります。設定された各 vNICまた
は vHBAには、1つまたは 2つの VIFが割り当てられます。スタンドアロン vNICおよび vHBA
は 1つの VIFを使用し、フェールオーバー vNICおよび vHBAは 2つを使用します。

次の変数はブレードサーバで利用可能なVIFの数に影響するため、サービスプロファイルに設定
可能な vNICと vHBAの数にも影響します。

•ファブリックインターコネクトでサポートされる VIFの最大数

•ファブリックインターコネクトがどのように接続されているか

•ファブリックインターコネクトと IOMがファブリックポートチャネルモードで設定されて
いるかどうか

ご使用のハードウェア設定でサポートされるVIFの最大数について詳しくは、該当するソフトウェ
アリリースの『Cisco UCS Configuration Limits for Cisco UCS Manager』を参照してください。

仮想インターフェイスの予約管理とエラー処理

ポートチャネルでグループ化されたファブリックインターコネクトの場合、I/Oモジュールへの
ファブリックインターコネクトの接続方法を変更すると、ブレードサーバで使用可能なVIFの数
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が大幅に変化します。変更の影響を追跡できるように、Cisco UCS Managerには次のメトリック
が保持されます。

•ハードウェアがサポートする VIFの最大数

•接続タイプ

ブレードで使用可能な VIFの数を削減するように設定を変更すると、UCS Managerは警告を表示
し、続行するかどうか確認を求めます。これには、接続の追加または変更によってVIFの数を削
減する場合など、いくつかの状況があります。
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第 15 章

Cisco UCS Central への Cisco UCS ドメインの
登録

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCSドメインの登録, 245 ページ

• Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決, 246 ページ

• Cisco UCS Centralへの Cisco UCSドメインの登録, 247 ページ

• Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決の設定, 248 ページ

• Cisco UCS Centralからの Cisco UCSドメインの登録解除, 250 ページ

Cisco UCS ドメインの登録
データセンター内の Cisco UCSドメインの一部またはすべてをCisco UCS Centralが管理するよう
に設定できます。

Cisco UCS Centralに Cisco UCSドメインを管理させる場合、そのドメインを登録する必要があり
ます。登録するときに、Cisco UCS Centralと Cisco UCS Managerでそれぞれ管理するポリシータ
イプやその他の設定（バックアップやファームウェアなど）を選択する必要があります。 Cisco
UCSCentralによって、登録されたすべてのCisco UCSドメインで同じポリシータイプおよび設定
を管理するか、または登録された各 Cisco UCSドメインに異なる設定を行うこともできます。

Cisco UCS Centralに Cisco UCSドメインを登録する前に、以下を実行します。

• Cisco UCSManagerと Cisco UCS Centralの両方において NTPサーバと正しいタイムゾーンを
設定し、それらが同期していることを確認します。 Cisco UCSドメインと Cisco UCS Central
の日時が同期していないと、登録に失敗する可能性があります。

•のホスト名または IPアドレスの入手 Cisco UCS Central

• Cisco UCS Centralを導入したときに設定した共有秘密の取得
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Cisco UCS Centralに登録されているドメインでは、Cisco UCS Managerで使用される IPアドレ
スの変更や交換はできません。その IPアドレスを変更または交換する必要がある場合は、ま
ず Cisco UCS Centralからドメインを登録解除する必要があります。 IPアドレスを変更または
交換した後で、Cisco UCSドメインを再登録できます。

（注）

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決
Cisco UCS Centralに登録する各 Cisco UCSドメインに対して、特定のポリシーや設定を管理する
アプリケーションを選択できます。このポリシー解決は、同じ Cisco UCS Centralに登録するすべ
ての Cisco UCSドメインで同じである必要はありません。

これらのポリシーおよび設定を解決するには、次のオプションを使用します。

• [Local]：ポリシーまたは設定は、Cisco UCS Managerによって決定および管理されます。

• [Global]：ポリシーまたは設定は、Cisco UCS Centralによって決定および管理されます。

次の表に示すポリシーと設定は、Cisco UCSManagerまたはCisco UCSCentralのどちらで管理する
かを選択できます。

説明名前

機能カタログとインフラストラクチャファームウェアポリシー

が、ローカルで定義されるかまたは Cisco UCS Centralから取得
されるかを決定します。

[Infrastructure & Catalog
Firmware]

日付と時刻がローカルまたは Cisco UCS Centralのどちらで定義
されるかを決定します。

[Time Zone Management]

HTTP、CIM XML、Telnet、SNMP、Webセッション制限、管理
インターフェイスモニタリングポリシー設定を、ローカルまた

は Cisco UCS Centralのどちらで定義するかを決定します。

[Communication Services]

グローバル障害ポリシーがローカルまたは Cisco UCS Centralの
どちらで定義されるかを決定します。

[Global Fault Policy]

認証およびネイティブドメイン、LDAP、RADIUS、TACACS+、
トラストポイント、ロケールおよびユーザロールをローカルま

たは Cisco UCS Centralのどちらで定義するかを決定します。

[User Management]

DNSサーバがローカルまたはCisco UCSCentralのどちらで定義
されるかを決定します。

[DNS Management]
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説明名前

Full Stateバックアップポリシーおよび All Configurationエクス
ポートポリシーが、ローカルまたはCisco UCSCentralのどちら
で定義されるかを決定します。

[Backup & Export Policies]

Call Home、Syslog、TFTP Core Exporter設定が、ローカルまた
は Cisco UCS Centralのどちらで定義されるかを決定します。

[Monitoring]

管理対象エンドポイントがローカルまたは Cisco UCS Centralの
どちらで定義されるかを決定します。

[SEL Policy]

電源管理がローカルまたは Cisco UCS Centralのどちらで定義さ
れるかを決定します。

[Power Management]

電源モジュールがローカルまたは Cisco UCS Centralのどちらで
定義されるかを決定します。

[Power Supply Unit]

Cisco UCS Centralへの Cisco UCS ドメインの登録

Cisco UCS Centralに登録されているドメインでは、Cisco UCS Managerで使用される IPアドレ
スの変更や交換はできません。その IPアドレスを変更または交換する必要がある場合は、ま
ず Cisco UCS Centralからドメインを登録解除する必要があります。 IPアドレスを変更または
交換した後で、Cisco UCSドメインを再登録できます。

（注）

はじめる前に

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Centralの両方において NTPサーバと正しいタイムゾーンを設定
し、それらが同期していることを確認します。 Cisco UCSドメインと Cisco UCS Centralの日時が
同期していないと、登録に失敗する可能性があります。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

Cisco UCSドメインを Cisco UCS Centralに登録するため
に必要なポリシーを作成します。

UCS-A/system # create
control-ep policy
ucs-central

ステップ 2   

ucs-centralは Cisco UCS Centralが展開されている仮想マ
シンのホスト名または IPアドレスです。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

IPv4または IPv6アドレスではなくホスト名を
使用する場合、で DNSサーバを設定する必要
があります。 Cisco UCSドメインが Cisco UCS
Centralに登録されていないか、DNS管理が
[Local]に設定されている場合は、Cisco UCS
Managerで DNSサーバを設定します。 Cisco
UCSドメイン Cisco UCS Centralに登録されて
いないか、DNS管理が [Global]に設定されてい
る場合は、Cisco UCS Centralで DNSサーバを
設定します。

（注）

Cisco UCS Centralを導入したときに設定された共有秘密
（またはパスワード）を入力します。

Shared Secret for
Registration: shared-secret

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A/system/control-ep #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、Cisco UCSドメインを Cisco UCS Centralに IPアドレス 209.165.200.233で登録し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # create control-ep policy 209.165.200.233
Shared Secret for Registration: S3cretW0rd!
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

次の作業

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間でポリシー解決を設定します。

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決の設定

はじめる前に

ポリシー解決を設定する前に、Cisco UCS Centralに Cisco UCSドメインを登録する必要がありま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

control-epポリシーモードを開始します。UCS-A/system # scope control-ep
policy

ステップ 2   

Full Stateバックアップポリシーおよび All
Configurationエクスポートポリシーが、ロー

UCS-A/system/control-ep # set
backup-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 3   

カルまたは Cisco UCS Centralのどちらで定義
されるかを決定します。

HTTP、CIM XML、Telnet、SNMP、Webセッ
ション制限、管理インターフェイスモニタリ

UCS-A/system/control-ep # set
communication-policy-ctrl source
{local | global}

ステップ 4   

ングポリシー設定を、ローカルまたは Cisco
UCS Centralのどちらで定義するかを決定しま
す。

日付と時刻がローカルまたはCiscoUCSCentral
のどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
datetime-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 5   

DNSサーバがローカルまたはCiscoUCSCentral
のどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
dns-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 6   

グローバル障害ポリシーがローカルまたは

CiscoUCSCentralのどちらで定義されるかを決
定します。

UCS-A/system/control-ep # set
fault-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 7   

機能カタログとインフラストラクチャファー

ムウェアポリシーが、ローカルで定義される

UCS-A/system/control-ep # set
infra-pack-ctrl source {local |
global}

ステップ 8   

かまたは Cisco UCS Centralから取得されるか
を決定します。

管理対象エンドポイントがローカルまたは

CIscoUCSCentralのどちらで定義されるかを決
定します。

UCS-A/system/control-ep # set
mep-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 9   

Call Home、Syslog、TFTP Core Exporter設定
が、ローカルまたは Cisco UCS Centralのどち
らで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
monitoring-policy-ctrl source {local
| global}

ステップ 10   

電源管理がローカルまたは Cisco UCS Central
のどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
powermgmt-policy-ctrl source
{local | global}

ステップ 11   

電源モジュールがローカルまたは Cisco UCS
Centralのどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
psu-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 12   

認証およびネイティブドメイン、LDAP、
RADIUS、TACACS+、トラストポイント、ロ

UCS-A/system/control-ep # set
security-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

ケールおよびユーザロールをローカルまたは

CiscoUCSCentralのどちらで定義するかを決定
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。

UCS-A/system/control-ep #
commit-buffer

ステップ 14   

次の例では、Cisco UCS Centralに登録されている Cisco UCSドメインに対するポリシー解決を設
定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope control-ep policy
UCS-A /system/control-ep* # set backup-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set communication-policy-ctrl source local
UCS-A /system/control-ep* # set datetime-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set dns-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set fault-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set infra-pack-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set mep-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set monitoring-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set powermgmt-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set psu-policy-ctrl source local
UCS-A /system/control-ep* # set security-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

Cisco UCS Centralからの Cisco UCS ドメインの登録解除
Cisco UCSドメインから Cisco UCS Centralを登録解除すると、それ以降 Cisco UCS Managerはグ
ローバルポリシーの更新を受信しません。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

ポリシーを削除し、Cisco UCS Centralから
Cisco UCSドメインを登録解除します。

UCS-A/system # delete control-ep
policy

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A/system # commit-bufferステップ 3   
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次に、Cisco UCS Centralから Cisco UCSドメインの登録を解除し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete control-ep policy
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #
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第 III 部

ネットワーク設定
• VLANの設定, 255 ページ

• LANピングループの設定, 279 ページ

• MACプールの設定, 283 ページ

• Quality of Serviceの設定, 287 ページ

• ネットワーク関連ポリシーの設定, 297 ページ

• アップストリーム分離レイヤ 2ネットワークの設定, 337 ページ





第 16 章

VLAN の設定

この章は、次の項で構成されています。

• ネームド VLAN, 255 ページ

• プライベート VLAN, 256 ページ

• VLANポートの制限, 258 ページ

• ネームド VLANの設定, 259 ページ

• プライベート VLANの設定, 265 ページ

• コミュニティ VLAN , 269 ページ

• VLANポート数の表示, 271 ページ

• VLANポートカウント最適化, 271 ページ

• VLANグループ, 273 ページ

• VLAN権限, 277 ページ

ネームド VLAN
ネームド VLANは、所定の外部 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
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。
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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。

VLAN ID に関するガイドライン

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。

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。 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。

重要

VLAN 4048はユーザが設定可能です。ただし、Cisco UCS Managerでは、VLAN 4048が次のデ
フォルト値に使用されます。 4048を VLANに割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要
があります。

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEストレージポートのネイティブVLAN
は、デフォルトで VLAN 4048を使用します。デフォルト FCoE VSANが、アップグレード
前に VLAN 1を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていない VLAN
IDに変更する必要があります。たとえば、デフォルトを 4049に変更することを検討します
（その VLAN IDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォルト VSAN用の FCoE VLANは、デ
フォルトで VLAN 4048を使用します。 FCoEストレージポートネイティブ VLANは VLAN
4049を使用します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

プライベート VLAN
プライベート VLAN（PVLAN）は、VLANのイーサネットブロードキャストドメインをサブド
メインに分割する機能で、これを使用して一部のポートを分離することができます。 PVLANの
各サブドメインには、1つのプライマリ VLANと 1つ以上のセカンダリ VLANが含まれます。
PVLANのすべてのセカンダリ VLANは、同じプライマリ VLANを共有する必要があります。セ
カンダリ VLAN IDは、各サブドメインの区別に使用されます。

独立 VLAN とコミュニティ VLAN

Cisco UCSドメイン内のすべてのセカンダリVLANは、独立VLANまたはコミュニティVLANに
なることができます。

独立 VLANを標準 VLANと共に使用するように設定することはできません。（注）
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独立 VLAN のポート

独立 VLANの通信では、プライマリ VLAN内の関連するポートだけを使用できます。これらの
ポートは独立ポートであり、Cisco UCS Managerでは設定できません。プライマリ VLANには 1
つの独立VLANしか存在できませんが、同じ独立VLAN上に複数の独立ポートが存在することは
可能です。これらの独立ポートは相互に通信できません。独立ポートは、独立 VLANを許可し
ている標準トランクポートまたは無差別ポートとのみ通信できます。

独立セカンダリ VLANに属するホストポート。このポートは、同じプライベート VLANドメイ
ン内の他のポートから完全に独立しています。 PVLANは、無差別ポートからのトラフィックを
除き、独立ポート宛のトラフィックをすべてブロックします。独立ポートから受信されたトラ

フィックは、無差別ポートにだけ転送されます。指定した独立VLANには、複数の独立ポートを
含めることができます。各ポートは、独立VLANにある他のすべてのポートから、完全に隔離さ
れています。

アップリンクポートに関するガイドライン

PVLANを作成する場合は、次のガイドラインに留意してください。

•アップリンクイーサネットポートチャネルを無差別モードにすることはできません。

•各プライマリ VLANには、独立 VLANが 1つだけ存在できます。

• VNTAGアダプタの VIFには、独立 VLANが 1つだけ存在できます。

VLAN ID に関するガイドライン

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。

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。 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。

重要

VLAN 4048はユーザが設定可能です。ただし、Cisco UCS Managerでは、VLAN 4048が次のデ
フォルト値に使用されます。 4048を VLANに割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要
があります。

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEストレージポートのネイティブVLAN
は、デフォルトで VLAN 4048を使用します。デフォルト FCoE VSANが、アップグレード
前に VLAN 1を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていない VLAN
IDに変更する必要があります。たとえば、デフォルトを 4049に変更することを検討します
（その VLAN IDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォルト VSAN用の FCoE VLANは、デ
フォルトで VLAN 4048を使用します。 FCoEストレージポートネイティブ VLANは VLAN
4049を使用します。
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VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLAN ポートの制限
Cisco UCS Managerでは、1つのファブリックインターコネクト上の境界ドメインとサーバドメ
インで設定可能な VLANポートインスタンスの数は 6000に制限されます。

VLAN ポート数に含まれるポートのタイプ

次のタイプのポートが VLANポートの計算でカウントされます。

•ボーダーアップリンクイーサネットポート

•ボーダーアップリンクイーサチャネルメンバポート

• SANクラウドの FCoEポート

• NASクラウドのイーサネットポート

•サービスプロファイルによって作成されたスタティックおよびダイナミック vNIC

•ハイパーバイザドメイン内のハイパーバイザのポートプロファイルの一部として作成され
た VM vNIC

これらのポートに設定されている VLANの数に基づいて、Cisco UCS Managerは VLANポートイ
ンスタンスの累積数を追跡し、検証中にVLANポート制限を実行します。CiscoUCSManagerは、
制御トラフィック用に事前定義されたいくつかの VLANポートリソースを予約します。これに
は、HIFおよび NIFポートに設定された管理 VLANが含まれます。

VLAN ポートの制限の実行

Cisco UCS Managerは、次の操作中に VLANポートのアベイラビリティを検証します。

•境界ポートおよび境界ポートチャネルの設定および設定解除

•クラウドへの VLANの追加またはクラウドからの VLANの削除

• SANまたは NASポートの設定または設定解除

•設定の変更を含むサービスプロファイルの関連付けまたは関連付け解除

• vNICまたは vHBAでの VLANの設定または設定解除

• VMWare vNICから、ESXハイパーバイザから作成通知または削除通知を受け取ったとき

これは、Cisco UCS Managerの制御外です（注）

•ファブリックインターコネクトのリブート

• Cisco UCS Managerのアップグレードまたはダウングレード
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Cisco UCS Managerは、サービスプロファイルの動作に対して厳密な VLANポート制限を適用し
ます。 VLANポート制限を超過したことを Cisco UCS Managerが検出した場合、サービスプロ
ファイル設定は展開時に失敗します。

境界ドメインでの VLANポート数の超過は、それほど混乱をもたらしません。境界ドメインで
VLANポート数が超過した場合、Cisco UCS Managerは割り当てステータスを Exceededに変更し
ます。ステータスを Availableに戻すには、次のいずれかのアクションを実行する必要がありま
す。

• 1つ以上の境界ポートを設定解除する

• LANクラウドから VLANを削除する

• 1つ以上の vNICまたは vHBAを設定解除する

ネームド VLAN の設定

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN の作成（アッ
プリンクイーサネットモード）

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。 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。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN IDを
指定し、イーサネットアップリンクVLANモードを
開始します。

UCS-A /eth-uplink # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

指定した VLANの共有を設定します。UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan
# set sharing {isolated | none
| primary}

ステップ 3   

次のいずれかになります。

• isolated：これはプライマリ VLANに関連付け
られたセカンダリ VLANです。この VLANは
プライベートです。
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目的コマンドまたはアクション

• none：この VLANにセカンダリまたはプライ
ベート VLANはありません。

• primary：この VLANには、1つ以上のセカン
ダリ VLANを設定できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームドVLANを作成し、VLANにaccounting
という名前を付け、VLANID2112を割り当て、共有をnoneに設定し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing none
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN の作成（イー
サネットストレージモード）

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。 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。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットストレージVLAN
モードを開始します。

UCS-A /eth-storage # create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリック上に指定したVLANの
メンバポートを作成します。

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-port {a | b} slot-id port-id

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/vlan/member-port
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームド VLANを作成し、VLANに
accouontingという名前を付け、VLAN ID 2112を割り当て、スロット 2、ポート 20にメンバポー
トを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-storage/vlan* # create member-port a 2 20
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN の作成（アッ
プリンクイーサネットモード）

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。 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。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクト（Aまたは
B）のイーサネットアップリンクファブリックイン
ターコネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN IDを
指定し、イーサネットアップリンクファブリックイ

ンターコネクト VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
create vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。
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目的コマンドまたはアクション

指定した VLANの共有を設定します。UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan
# set sharing {isolated | none
| primary}

ステップ 4   

次のいずれかになります。

• isolated：これはプライマリVLANに関連付けら
れたセカンダリ VLANです。この VLANはプ
ライベートです。

• none：この VLANにセカンダリまたはプライ
ベート VLANはありません。

• primary：この VLANには、1つ以上のセカン
ダリ VLANを設定できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリックインターコネクト Aのネームド VLANを作成し、VLANに financeとい
う名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、共有を noneに設定し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing none
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN の作成（イー
サネットストレージモード）

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。 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。

重要
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したイーサネットストレージファブリッ

クインターコネクトのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN
IDを指定し、イーサネットストレージファブ

UCS-A /eth-storage/fabric # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

リックインターコネクト VLANモードを開始
します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

指定したファブリック上に指定した VLANの
メンバポートを作成します。

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-port {a | b} slot-id port-id

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。

UCS-A
/eth-storage/fabric/vlan/member-port
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリックインターコネクト Aのネームド VLANを作成し、VLANに financeとい
う名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、スロット 2、ポート 20にメンバポートを作成し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-storage/fabric/vlan* # create member-port a 2 20
UCS-A /eth-storage/fabric/vlan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/vlan/member-port #

ネームド VLANの削除
Cisco UCSManagerに、削除するVLANと同じVLAN IDを持つネームドVLANが含まれている場
合、この IDを持つネームド VLANがすべて削除されるまで、この VLANはファブリックイン
ターコネクト設定から削除されません。

プライベートプライマリ VLANを削除する場合は、セカンダリ VLANを動作している別のプラ
イマリ VLANに必ず再割り当てします。

はじめる前に

ファブリックインターコネクトからVLANを削除する前に、そのVLANがすべての vNICと vNIC
テンプレートから削除されていることを確認します。
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vNICまたは vNICテンプレートに割り当てられている VLANを削除すると、vNICによって
VLANがフラップする可能性があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

（任意）

イーサネットアップリンクファブリックモー

ドを開始します。指定されたファブリック（a

UCS-A /eth-uplink # scope
fabric{a | b}

ステップ 2   

または b）からだけネームドVLAN削除するに
は、このコマンドを使用します。

指定されたネームド VLANを削除します。UCS-A /eth-uplink # delete vlan
vlan-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクトがアクセス可能なネームドVLANを削除し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # delete vlan accounting
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #

次の例は、1つのファブリックインターコネクトがアクセス可能なネームド VLANを削除し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # delete vlan finance
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #
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プライベート VLAN の設定

プライベート VLAN 用プライマリ VLAN の作成（両方のファブリックインターコネ
クトにアクセス可能）

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。 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。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンク
VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをプライマリ VLANとして設定しま
す。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing primary

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームドVLANを作成し、VLANにaccounting
という名前を付け、VLAN ID 2112を割り当て、この VLANをプライマリ VLANにし、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing primary
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #
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プライベート VLAN 用プライマリ VLAN の作成（1 つのファブリックインターコネク
トにアクセス可能）

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。 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。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したイーサネットアップリンクファブリッ

クインターコネクトのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンクファ

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

ブリックインターコネクト VLANモードを開
始します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをプライマリVLANとして設定します。UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
set sharing primary

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。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリックインターコネクト A用にネームド VLANを作成し、VLANに financeと
いう名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、この VLANをプライマリ VLANにし、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing primary
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
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プライベート VLAN 用セカンダリ VLAN の作成（両方のファブリックインターコネ
クトにアクセス可能）

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。 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。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンク
VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをセカンダリ VLANとして設定しま
す。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing isolated

ステップ 3   

このセカンダリVLANに関連付けられている
プライマリ VLANを指定します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
pubnwname primary-vlan-name

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。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用のネームドVLANを作成し、VLANにaccounting
という名前を付け、VLAN ID 2112を割り当て、この VLANをセカンダリ VLANとして、セカン
ダリ VLANをプライマリ VLANと関連付け、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing isolated
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set pubnwname pvlan1000
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #
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プライベート VLAN 用セカンダリ VLAN の作成（1 つのファブリックインターコネク
トがアクセス可能）

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。 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。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクト（Aま
たは B）のイーサネットアップリンクファブ
リックインターコネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンクファ

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

ブリックインターコネクト VLANモードを開
始します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをセカンダリVLANとして設定します。UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing isolated

ステップ 4   

このセカンダリ VLANに関連付けられている
プライマリ VLANを指定します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
pubnwname primary-vlan-name

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。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/vlan/member-port
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ファブリックインターコネクト A用のネームド VLANを作成し、VLANに financeと
いう名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、この VLANをセカンダリ VLANとして、セカンダ
リ VLANをプライマリ VLANと関連付け、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing isolated
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set pubnwname pvlan1000
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UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

コミュニティ VLAN
Cisco UCS Managerは、UCSファブリックインターコネクトのコミュニティ VLANをサポートし
ます。コミュニティポートは、コミュニティポート同士、および無差別ポートと通信します。

コミュニティポートは、他のコミュニティの他のすべてのポート、または PVLAN内の独立ポー
トからレイヤ 2分離されています。ブロードキャストは PVLANだけに関連付けられたコミュニ
ティポートと他の無差別ポート間で送信されます。無差別ポートは、PVLAN内の独立ポート、
コミュニティポートなどのすべてのインターフェイスと通信できます。

コミュニティ VLAN の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplink.ステップ 1   

指定したVLAN IDを持つVLANを作成
します。

UCS-A# /eth-uplink/ # create vlan ID
.

ステップ 2   

VLANタイプを指定します。UCS-A# /eth-uplink/ vlan # set sharing
Type .

ステップ 3   

プライマリ VLANアソシエーションを
指定します。

UCS-A# /eth-uplink/ vlan # set
pubnwname Name .

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。

UCS-A# /eth-uplink/ vlan #
commit-buffer.

ステップ 5   

次に、コミュニティ VLANを作成する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan vlan203 203
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing community
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set pubname vlan200
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan* # exit
UCS-A /vlan-group #

コミュニティ VLAN の削除
Cisco UCSManagerに、削除するVLANと同じVLAN IDを持つネームドVLANが含まれている場
合、この IDを持つネームド VLANがすべて削除されるまで、この VLANはファブリックイン
ターコネクト設定から削除されません。
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プライベートプライマリ VLANを削除する場合は、セカンダリ VLANを動作している別のプラ
イマリ VLANに必ず再割り当てします。

はじめる前に

ファブリックインターコネクトからVLANを削除する前に、そのVLANがすべての vNICと vNIC
テンプレートから削除されていることを確認します。

vNICまたは vNICテンプレートに割り当てられている VLANを削除すると、vNICによって
VLANがフラップする可能性があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

（任意）

イーサネットアップリンクファブリックモー

ドを開始します。指定されたファブリック（a

UCS-A /eth-uplink # scope
fabric{a | b}

ステップ 2   

またはb）からだけネームドVLAN削除するに
は、このコマンドを使用します。

指定されたコミュニティVLANを削除します。UCS-A /eth-uplink # delete
community vlan vlan-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、コミュニティ VLANを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # delete commnity vlan vlan203
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #
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VLAN ポート数の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクト

のファブリックインターコネクトモード

を開始します。

UCS-A# scope fabric-interconnect {a
| b}

ステップ 1   

VLANポート数を表示します。UCS-A /fabric-interconnect # show
vlan-port-count

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクト Aの VLANポート数を表示する例を示します。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show vlan-port-count

VLAN-Port Count:
VLAN-Port Limit Access VLAN-Port Count Border VLAN-Port Count Alloc Status
---------- --------------- ---------------- ----------
6000 3 0 Available

VLAN ポートカウント最適化
VLANポート数の最適化を使用すると、複数のVLANの状態を単一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 Manager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の負荷の軽減により、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のポート数を最適化しても、
vNIC上の既存の VLAN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。

重要 • 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。

• VLANポート数の最適化は、Cisco UCS 6100シリーズファブリックインターコネクトで
はサポートされていません。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 271

VLAN ポート数の表示



VLAN ポート数最適化のイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

VLANポート数の最適化に対し vlanをイ
ネーブルにします。

UCS-A /eth-uplink# set
vlan-port-count-optimization enable

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink* # commit-bufferステップ 3   

次の例では、VLANポート数の最適化をイネーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set vlan-port-count-optimization enable
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink#

ポート VLAN 数最適化のディセーブル化
ポートVLAN数が最適化されていない状態で使用可能な上限数よりも多くのポートVLANがある
場合、最適化をディセーブルにできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ポートVLAN数の最適化をディセーブル
にします。

UCS-A /eth-uplink# set
vlan-port-count-optimization disable

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink # commit-bufferステップ 3   

次の例では、ポート VLAN数の最適化をディセーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set vlan-port-count-optimization disable
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink#
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ポート VLAN 数最適化グループの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ポートVLAN数の最適化によりグループ
化された VLANを表示します。

UCS-A /eth-uplink# show
vlan-port-count-optimization group

ステップ 2   

次の例では、ファブリック aおよび bのポート VLAN数の最適化グループを表示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # show vlan-port-count-optimization group
VLAN Port Count Optimization Group:

Fabric ID Group ID VLAN ID
-------- ------- -------
A 5 6
A 5 7
A 5 8
B 10 100
B 10 101

VLAN グループ
VLANグループでは、イーサネットアップリンクポートの VLANを機能別または特定のネット
ワークに属するVLAN別にグループ化できます。VLANメンバーシップを定義し、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。

インバンドおよびアウトオブバンド（OOB）VLANグループを設定し、それを使用してブレード
およびラックサーバの Cisco Integrated Management Interface（CIMC）にアクセスすることができ
ます。 Cisco UCSManagerは、アップリンクインターフェイスまたはアップリンクポートチャネ
ルでの OOB IPv4およびインバンド IPv4/IPv6 VLANグループの使用をサポートします。

VLANをVLANグループに割り当てた後、VLANグループに対する変更はVLANグループで設定
された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。また、VLANグループによっ
て、分離 VLAN間での VLANの重複を識別することができます。

VLANグループ下にアップリンクポートを設定できます。VLANグループ用のアップリンクポー
トを設定すると、そのアップリンクポートはそのグループ内の VLANのみをサポートします。

[LAN Cloud]または [LAN Uplinks Manager]から VLANグループを作成できます。
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VLAN グループの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplink.ステップ 1   

VLANグループ名は大文字と小文字が区別されま
す。

指定された名前でVLANグループを作成します。UCS-A# /eth-uplink/ #create
vlan-groupName .

ステップ 2   

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できま
す。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。

また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

作成されたVLANグループに指定したVLANを追
加します。

UCS-A# /eth-uplink/
vlan-group#create
member-vlanID .

ステップ 3   

VLANグループにアップリンクイーサネットポー
トを割り当てます。

UCS-A# /eth-uplink/vlan-group
#create member-port
[member-port-channel] .

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。

UCS-A#/vlan-group* #
commit-buffer.

ステップ 5   

次に、VLANグループを作成する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan-group eng
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-vlan 3
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # commit-buffer
UCS-A /vlan-group #

インバンド VLAN グループの作成
インバンド VLANグループを設定し、リモートユーザにインバンドサービスプロファイルを介
したアクセスを提供します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

UCS-A# scope eth uplinkステップ 1   

VLANグループを指定された名前で作
成し、VLANグループコンフィギュ
レーションモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create vlan-group
inband-vlan-name

ステップ 2   

指定したVLANをVLANグループに追
加し、VLANグループメンバコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/vlan-group # create
member-vlaninband-vlan-nameinband-vlan-id

ステップ 3   

VLANグループメンバコンフィギュ
レーションモードを終了します。

UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-vlan #
exit

ステップ 4   

指定したファブリックのメンバポート

を作成し、スロット番号、およびポー

UCS-A /eth-uplink/vlan-group # create
member-portfabricslot-numport-num

ステップ 5   

ト番号を割り当て、メンバポートの設

定を開始します。

トランザクションをコミットします。UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、inband-vlan-groupという名前の VLANグループを作成し、Inband_VLANという名前
のグループメンバを作成し、VLAN ID 888を割り当て、ファブリック Aとファブリック Bのメ
ンバポートを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan-group inband-vlan-group
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-vlan Inband_VLAN 888
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-vlan* # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-port a 1 23
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port* # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-port b 1 23
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group # exit

次の作業

インバンドサービスプロファイルにインバンド VLANグループを割り当てます。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 275

VLAN グループ



VLAN グループの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplink.ステップ 1   

指定したVLANグループを削除します。UCS-A# /eth-uplink/ #delete
vlan-groupName .

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A#/eth-uplink* # commit-buffer.ステップ 3   

次に、VLANグループを削除する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # delete vlan-group eng
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #

VLAN グループの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSManager組織を入力します。UCS-A# scope orgステップ 1   

組織に使用可能なグループを表示しま

す。

UCS-A /org # show vlan-groupステップ 2   

次の例では、ルート組織で使用可能な VLANグループを表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A# /org/# show vlan-group
VLAN Group:

Name
----
eng
hr
finance
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VLAN 権限
VLAN権限は、指定された組織に基づいてVLANへのアクセスを制限します。また、VLAN権限
は、VLANが属しているサービスプロファイルの組織に基づいて、サービスプロファイルのvNIC
に割り当てることができる VLANのセットも制限します。 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。

[LAN] > [LAN Cloud] > [Global Policies] > [Org Permissions]の順で組織権限を有効にすると、
VLANの作成時に、[Create VLANs]ダイアログボックスに [Permitted Orgs for VLAN(s)]オプ
ションが表示されます。 [Org Permissions]を有効にしないと、[Permitted Orgs for VLAN(s)]オ
プションは表示されません。

（注）

組織権限を有効にした場合は、VLANの作成時にVLANに対して組織を指定します。組織を指定
すると、そのVLANは特定の組織とその下にあるすべてのサブ組織で利用可能になります。他の
組織のユーザはこのVLANにアクセスすることはできません。また、VLANアクセス要件の変更
に基づいて VLANの権限を任意の時点で変更できます。

VLANの組織権限をルートレベルで組織に割り当てると、すべてのサブ組織が VLANにアク
セスできるようになります。ルートレベルで組織権限を割り当てた後で、サブ組織に属する

VLANの権限を変更すると、その VLANはルートレベルの組織で使用できなくなります。

注意

VLAN 権限の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCS Manager VLAN組織を入力しま
す。

UCS-A# scope org.ステップ 1   

指定されたVLAN権限を作成し、その組織
に VLANアクセス権限を割り当てます。

UCS-A# /org/ #create
vlan-permitVLAN permission name.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A#/org* # commit-buffer.ステップ 3   

次の例では、組織用の VLAN権限を作成する方法を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create vlan-permit dev

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 277

VLAN 権限



UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

VLAN 権限の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCS Manager VLAN組織を入力し
ます。

UCS-A# scope org.ステップ 1   

VLANへのアクセス権を削除します。UCS-A# /org/ #delete
vlan-permitVLAN permission name.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A#/org* # commit-buffer.ステップ 3   

次に、組織から VLAN権限を削除する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # delete vlan-permit dev
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

VLAN 権限の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

CiscoUCSManager組織を入力します。UCS-A# scope orgステップ 1   

組織で使用可能な権限を表示します。UCS-A /org # show vlan-permitステップ 2   

次の例では、この VLANにアクセスするための権限を持つ VLANグループを表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A# /org/# show vlan-permit
VLAN Group:

Name
----
eng
hr
finance
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第 17 章

LAN ピングループの設定

この章は、次の項で構成されています。

• LANピングループ, 279 ページ

• LANピングループの設定, 280 ページ

LAN ピングループ
Cisco UCSは LANピングループを使用して、サーバ上の vNICから、ファブリックインターコネ
クトのアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルに、イーサネットトラフィック

をピン接続します。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できま

す。

サーバにピン接続を設定するには、LANピングループを vNICポリシーにインクルードする必要
があります。その後、vNICポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービスプロファイルに
取り込まれます。 vNICからのすべてのトラフィックは、I/Oモジュールを経由して所定のアップ
リンクイーサネットポートに進みます。

vNICポリシーを使用してピングループがサーバインターフェイスに割り当てられていない場
合、Cisco UCS Managerはそのサーバインターフェイスからのトラフィック用としてアップリ
ンクイーサネットポートまたはポートチャネルを動的に選択します。この選択は永続的では

ありません。インターフェイスフラップまたはサーバのリブートの後は、そのサーバイン

ターフェイスからのトラフィックに対して別のアップリンクイーサネットポートまたはポー

トチャネルが使用される可能性があります。

アップリンクが LANピングループに属している場合、そのアップリンクは所属グループ専用
に予約されているわけではありません。 LANピングループを指定していない他の vNICポリ
シーは、動的なアップリンクとしてそのアップリンクを使用できます。

（注）
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LAN ピングループの設定
2つのファブリックインターコネクトを持つシステムでピングループとの関連付けができるのは
のは、1つのファブリックインターコネクト、または両方のファブリックインターコネクトだけ
です。

はじめる前に

ピングループの設定に使用するポートおよびポートチャネルを設定します。使用できるのは、

LANピングループでアップリンクポートとして設定されているポートおよびポートチャネルだ
けです。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

イーサネット（LAN）ピングループを指定され
た名前で作成し、イーサネットアップリンクの

ピングループモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create
pin-group pin-group-name

ステップ 2   

（任意）

ピングループに説明を加えます。

UCS-A /eth-uplink/pin-group # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファ

ブリックとポートチャネルへのイーサネットピ

ンターゲットを設定します。

UCS-A /eth-uplink/pin-group # set
target {a | b | dual} {port slot-num
/ port-num | port-channel
port-num}

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。

UCS-A /eth-uplink/pin-group #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aに pingroup54という名前の LANピングループを作成し、ピングルー
プに説明を加え、ポートチャネル 28にピングループのターゲットを設定し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create pin-group pingroup54
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # set descr "This is my pin group #54"
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # set target a port-channel 28
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UCS-A /eth-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/pin-group #

次の作業

ピングループを vNICテンプレートに含めます。
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第 18 章

MAC プールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• MACプール, 283 ページ

• MACプールの作成, 284 ページ

• MACプールの削除, 285 ページ

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、vNICポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービスプロファイル
に取り込まれます。

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

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameとして /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定された名前でMACプールを作成し、組織MACプー
ルモードを開始します。

UCS-A /org # create
mac-pool mac-pool-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できます。 -
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保

存された後で、この名前を変更することはできません。

（任意）

MACプールの説明を記入します。
UCS-A /org/mac-pool # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含

まれている場合、説明を引用符で括る必要があ

ります。引用符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/mac-pool # set
assignmentorder {default
| sequential}

ステップ 4   

• default：CiscoUCSManagerはプールからランダム ID
を選択します。

• sequential：Cisco UCS Managerはプールから最も小
さい使用可能 IDを選択します。

MACアドレスブロック（範囲）を作成し、組織MAC
プールブロックモードを開始します。MACアドレス範

UCS-A /org/mac-pool #
create block first-mac-addr
last-mac-addr

ステップ 5   

囲の最初と最後のアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn形式を使
用して指定する必要があります。アドレス間はスペース

で区切ります。

MACプールには、複数のMACアドレスブロッ
クを含めることができます。複数のMACアド
レスブロックを作成するには、組織MACプー
ルモードから複数の create blockコマンドを入
力します。

（注）
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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。UCS-A /org/mac-pool #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、pool37という名前のMACプールを作成し、プールに説明を加え、ブロックの最初
および最後のMACアドレスを指定してMACアドレスブロックを定義し、トランザクションを
コミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mac-pool pool37
UCS-A /org/mac-pool* # set descr "This is my MAC pool"
UCS-A /org/mac-pool* # create block 00:A0:D7:42:00:01 00:A0:D7:42:01:00
UCS-A /org/mac-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/mac-pool/block #

次の作業

MACプールを vNICテンプレートに含めます。

MAC プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCSManagerは、でそのプールの vNICまたは vHBAに割り当てら
れたアドレスを再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次

のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたMACプールを削除します。UCS-A /org # delete mac-pool
pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、pool4という名前のMACプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete mac-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 19 章

Quality of Service の設定

この章は、次の項で構成されています。

• Quality of Service, 287 ページ

• システムクラスの設定, 287 ページ

• Quality of Serviceポリシーの設定, 291 ページ

• フロー制御ポリシーの設定, 294 ページ

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

システムクラスの設定

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。
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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。

表 11：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

システムクラスの設定

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。
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

イーサネットサーバQoSモードを開始します。UCS-A /eth-server # scope qosステップ 2   

指定されたシステムクラスに対し、イーサネッ

トサーバQoSイーサネット機密モードを開始し
ます。

UCS-A /eth-server/qos # scope
eth-classified {bronze | gold |
platinum silver}

ステップ 3   

指定されたシステムクラスをイネーブルにしま

す。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
enable

ステップ 4   

指定されたシステムクラスにサービスクラスを

指定します。有効なサービスクラス値は 0～ 6
UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified # set
cos cos-value

ステップ 5   

です。値の大きい方がより重要なトラフィック

であることを示します。

チャネルでパケットをドロップできるかどうか

指定します。

no-dropオプションを使用できるシス
テムクラスは 1つのみです。

（注）

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified # set
drop {drop | no-drop}

ステップ 6   

このvNICで受け入れられる最大伝送単位、つま
りパケットサイズ。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified # set
mtu {mtu-value | fc | normal}

ステップ 7   

vNICに対応する QoSポリシーがある
場合、ここで指定したMTUは、関連
付けられたQoSシステムクラスで指定
されたMTUと同等以下でなければな
りません。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）

クラスがマルチキャストパケット送信に最適化

されるかどうかを指定します。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified # set
multicast-optimize {no | yes}

ステップ 8   

指定されたシステムクラスに対して相対的な重

み値を指定します。有効な重み値は 0～ 10で
す。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified # set
weight {weight-value | best-effort
| none}

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。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
commit-buffer

ステップ 10   
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次の例は、プラチナシステムクラスをイネーブルにし、チャネルにパケットのドロップを許可

し、サービスクラスを 6に設定し、MTUを normalに設定し、マルチキャストパケット送信用に
クラスを最適化し、相対重みを 5に設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope qos
UCS-A /eth-server/qos # scope eth-classified platinum
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified # enable
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set drop drop
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set cos 6
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set mtu normal
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set multicast-optimize yes
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set weight 5
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #

システムクラスのディセーブル化

QoSポリシーで使用されるシステムクラスを無効にすると、Cisco UCS Managerは QoSポリシー
が設定されているサーバのトラフィックに対して CoS 0のシステムクラスを設定します。 CoS 0
に設定されているシステムクラスがない場合、ベストエフォートシステムクラスが使用されま

す。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。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

イーサネットサーバ QoSモードを開始し
ます。

UCS-A /eth-server # scope qosステップ 2   

指定されたシステムクラスに対し、イー

サネットサーバ QoSイーサネット機密
モードを開始します。

UCS-A /eth-server/qos # scope
eth-classified {bronze | gold | platinum
silver}

ステップ 3   

指定したシステムクラスをディセーブル

にします。

UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #
disable

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。

UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、platinumシステムクラスをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope qos
UCS-A /eth-server/qos # scope eth-classified platinum
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified # disable
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #
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Quality of Service ポリシーの設定

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 ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織で組織モードを開始します。デフォルト組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力します。
Switch-A# scope org
org-name

ステッ

プ 1   

指定した QoSポリシーを作成し、組織 QoSポリシーモー
ドを開始します。

Switch-A /org # create
qos-policy policy-name

ステッ

プ 2   

QoSポリシーが使用する出力ポリシー（vNICおよび vHBA
の両方）を作成し、組織QoSポリシーの出力ポリシーモー
ドを開始します。

Switch-A /org/qos-policy #
create egress-policy

ステッ

プ 3   

（任意）ホストとCiscoUCSManagerのどちらが vNICに対
するサービスクラス（CoS）を制御するかを指定します。
この設定は、vHBAには影響しません。

Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# set host-cos-control {full
| none}

ステッ

プ 4   

ホストに CoSを制御させるには、fullキーワードを使用し
ます。パケットに有効なCoS値がある場合、ホストはその
値を使用します。それ以外の場合、指定されたクラスプラ

イオリティに関連付けられたCoS値を使用します。指定さ
れたプライオリティに関連付けられた CoS値を Cisco UCS
Managerに使用させるには、noneキーワードを使用しま
す。

出力ポリシーで使用されるシステムクラスを指定します。

sys-class-name引数には、次のいずれかのクラスキーワード
を指定できます。

Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# set prio sys-class-name

ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• [Fc]：vHBAトラフィックだけを制御するQoSポリシー
にこのプライオリティを使用します。

• [Platinum]：vNICトラフィックだけを制御するQoSポ
リシーにこのプライオリティを使用します。

• [Gold]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Silver]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Bronze]：vNICトラフィックだけを制御するQoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Best Effort]：このプライオリティを使用しないでくだ
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CoS0に設
定する場合、Cisco UCS Managerはこのシステムクラ
スのデフォルトには戻りません。そのトラフィックの

CoS 0でプライオリティがデフォルトに戻ります。

平均トラフィックレートとバーストサイズを定義して、出

力トラフィックのレート制限を指定します。 line-rateキー
Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# set rate {line-rate | kbps}
burst bytes

ステッ

プ 6   
ワードは、物理回線レートにレート制限を設定します。 0
の値に等しく、レート制限は指定しません。最小値は 8
で、最大値は 10,000,000です。

レート制限は、Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイス
カードおよび Cisco UCS VIC-1280仮想インターフェイス
カードのvNICでのみサポートされます。CiscoUCSM81KR
仮想インターフェイスカードは、vNICおよび vHBA両方
のレート制限をサポートします。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

次の例は、vNICトラフィックの QoSポリシーを作成し、プラチナシステムクラスを割り当てて
出力ポリシーのレート制限（トラフィックレートとバーストサイズ）を設定し、トランザクショ

ンをコミットします。

Switch-A# scope org /
Switch-A /org # create qos-policy VnicPolicy34
Switch-A /org/qos-policy* # create egress-policy
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Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set prio platinum
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set rate 5000000 burst 65000
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # commit-buffer
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy #

次の例は、vHBAトラフィックのQoSポリシーを作成し、fc（ファイバチャネル）システムクラ
スを割り当てて出力ポリシーのレート制限（トラフィックレートとバーストサイズ）を設定し、

トランザクションをコミットします。

Switch-A# scope org /
Switch-A /org # create qos-policy VhbaPolicy12
Switch-A /org/qos-policy* # create egress-policy
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set prio fc
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set rate 5000000 burst 65000
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # commit-buffer
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy #

次の作業

QoSポリシーを vNICまたは vHBAテンプレートに含めます。

QoS ポリシーの削除
使用中の QoSポリシーを削除した場合、または QoSポリシーで使用されているシステムクラス
を無効にした場合、この QoSポリシーを使用している vNICと vHBAはすべて、ベストエフォー
トシステムクラスまたは CoSが 0のシステムクラスに割り当てられます。マルチテナント機能
を実装しているシステムでは、Cisco UCS Managerはまず、組織階層から一致する QoSポリシー
を見つけようとします。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された QoSポリシーを削除します。UCS-A /org # delete qos-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、QosPolicy34という名前の QoSポリシーを削除し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete qos-policy QosPolicy34
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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フロー制御ポリシーの設定

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
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。

フロー制御ポリシーの設定

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

イーサネットアップリンクフロー制御モードを開始

します。

UCS-A /eth-uplink # scope
flow-control

ステップ 2   

指定されたフロー制御ポリシーを作成します。UCS-A /eth-uplink/flow-control
# create policy policy-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

次のフロー制御プライオリティオプションのいずれ

かを指定します。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# set prio prio-option

ステップ 4   

• auto：PPPがこのファブリックインターコネク
トで使用されるかどうか、Cisco UCSシステム
とネットワークがネゴシエートします。

• on：このファブリックインターコネクト上で
PPPがイネーブルにされます。

次のフロー制御受信オプションのいずれかを指定し

ます。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# set receive receive-option

ステップ 5   

• off：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。

• on：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。

次のフロー制御送信オプションのいずれかを指定し

ます。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# set send send-option

ステップ 6   

• off：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。

• on：着信パケットレートが非常に高くなる場合
に、UCSシステムがポーズ要求をネットワーク
に送信します。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。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、フロー制御ポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope flow-control
UCS-A /eth-uplink/flow-control # create policy FlowControlPolicy23
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set prio auto
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set receive on
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set send on
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy #
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次の作業

フロー制御ポリシーと、アップリンクイーサネットポート、またはポートチャネルを関連付け

ます。

フロー制御ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

イーサネットアップリンクフロー制御

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
flow-control

ステップ 2   

指定されたフロー制御ポリシーを削除し

ます。

UCS-A /eth-uplink/flow-control #
delete policy policy-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink/flow-control #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、FlowControlPolicy23という名前のフロー制御ポリシーを削除し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope flow-control
UCS-A /eth-uplink/flow-control # delete policy FlowControlPolicy23
UCS-A /eth-uplink/flow-control* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/flow-control #
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第 20 章

ネットワーク関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• vNICテンプレートの設定, 297 ページ

• イーサネットアダプタポリシーの設定, 301 ページ

• デフォルトの vNIC動作ポリシーの設定, 305 ページ

• LAN接続ポリシーの設定, 307 ページ

• ネットワーク制御ポリシーの設定, 316 ページ

• マルチキャストポリシーの設定, 319 ページ

• LACPポリシーの設定, 324 ページ

• UDLDリンクポリシーの設定, 326 ページ

• VMQ接続ポリシーの設定, 335 ページ

vNIC テンプレートの設定

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。

vNICテンプレートを作成する際に、Cisco UCS Managerでは正しい設定で VM-FEXポートプロ
ファイルが自動作成されません。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。
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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。 2番目のイーサネット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 テンプレートの設定

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameとして /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

vNICテンプレートを作成し、組織vNICテンプレートモー
ドを開始します。

UCS-A /org # create
vnic-templ
vnic-templ-name [eth-if

ステップ 2   

選択したターゲットは、CiscoUCSManagerが vNICテンプ
レートの適切な設定で自動的にVM-FEXのポートプロファ

vlan-name] [fabric {a | b}]
[target [adapter | vm]]

イルを作成するかどうかを決定します。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。

（任意）

vNICテンプレートに説明を加えます。
UCS-A /org/vnic-templ #
set descr description

ステップ 3   

（任意）

vNICに使用するファブリックを指定します。vNICテンプ
レートを作成するときにステップ 2でファブリックを指定

UCS-A /org/vnic-templ #
set fabric {a | a-b | b | b-a}

ステップ 4   

しなかった場合、このコマンドで指定するオプションがあ

ります。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

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 vNICが第 2のものにアクセスできるように
する場合、a-b（Aがプライマリ）または b-a（Bがプライ
マリ）を選択します。

次の状況下では、vNICのファブリックフェール
オーバーを有効にしないでください。

（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。

•ファブリックフェールオーバーをサポート
しないアダプタ（Cisco UCS 82598KR-CI
10-Gigabit Ethernet Adapter）があるサーバに
この vNICを関連付ける予定がある場合。
これを行った場合、Cisco UCSManager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。

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。

UCS-A /org/vnic-templ #
set mac-pool
mac-pool-name

ステップ 5   

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、つまりパケットサイズ。

UCS-A /org/vnic-templ #
set mtu mtu-value

ステップ 6   

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）

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。

UCS-A /org/vnic-templ #
set nw-control-policy
policy-name

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

UCS-A /org/vnic-templ #
set pin-group group-name

ステップ 8   

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。

UCS-A /org/vnic-templ #
set qos-policy policy-name

ステップ 9   

この vNICテンプレートから作成された vNICによって使
用される統計情報収集ポリシー。

UCS-A /org/vnic-templ #
set stats-policy
policy-name

ステップ 10   

vNICテンプレートの更新タイプを指定します。テンプレー
ト更新時にこのテンプレートから作成される vNICインス

UCS-A /org/vnic-templ #
set type {initial-template
| updating-template}

ステップ 11   

タンスが自動アップデートされないようにする場合、

initial-templateキーワードを使用します。その他の場合は
updating-templateキーワードを使用して、vNICテンプレー
トの更新時にすべての vNICインスタンスがアップデート
されるようにします。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/vnic-templ #
commit-buffer

ステップ 12   

次の例は、vNICテンプレートを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create vnic template VnicTempFoo
UCS-A /org/vnic-templ* # set descr "This is a vNIC template example."
UCS-A /org/vnic-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vnic-templ* # set mac-pool pool137
UCS-A /org/vnic-templ* # set mtu 8900
UCS-A /org/vnic-templ* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/vnic-templ* # set pin-group PinGroup54
UCS-A /org/vnic-templ* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/vnic-templ* # set stats-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/vnic-templ* # set type updating-template
UCS-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
UCS-A /org/vnic-templ #

vNIC テンプレートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定した vNICテンプレートを削除します。UCS-A /org # delete vnic-templ
vnic-templ-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、VnicTemp42という名前の vNICテンプレートを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vnic template VnicTemp42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

イーサネットアダプタポリシーの設定

イーサネットおよびファイバチャネルアダプタポリシー

このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制

御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。

•キュー

•割り込み処理

•パフォーマンス拡張

• RSSハッシュ

• 2つのファブリックインターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 301

イーサネットアダプタポリシーの設定



ファイバチャネルアダプタポリシーの場合、Cisco UCS Managerで表示される値が QLogic
SANsurferなどのアプリケーションで表示される値と一致しないことがあります。たとえば、
次の値は、SANsurferと Cisco UCS Managerで明らかに異なる場合があります。

（注）

•ターゲットごとの最大 LUN：SANsurferの最大 LUNは 256であり、この数値を超える値
は表示されません。 Cisco UCS Managerでサポートされている最大 LUN数はこれよりも
大きくなっています。

•リンクダウンタイムアウト：SANsurferでは、リンクダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。CiscoUCSManagerでは、この値をミリ秒で設定します。したがっ
て、Cisco UCS Managerで 5500ミリ秒と設定された値は、SANsurferでは 5秒として表示
されます。

•最大データフィールドサイズ：SANsurferで許可される値は 512、1024、および 2048で
す。 Cisco UCS Managerでは、あらゆるサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Managerで 900と設定された値は、SANsurferでは 512として表示されます。

オペレーティングシステム固有のアダプタポリシー

デフォルトでは、Cisco UCSは、イーサネットアダプタポリシーとファイバチャネルアダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー

ティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこれらの

ポリシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求し

ます。ベンダーが提供しているサポートリストで必須設定の詳細を確認できます。

該当するオペレーティングシステムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま

す。シスコのテクニカルサポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し

ないでください。

ただし、（デフォルトのWindowsのアダプタポリシーを使用する代わりに）Windows OSの
イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次の式を使用してWindowsで動作する値
を計算します。

重要

完了キュー =送信キュー +受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2)以上である 2のべき乗の最小値

たとえば、送信キューが 1で受信キューが 8の場合、

完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2)以上の 2のべき乗の最小値 = 16
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イーサネットアダプタポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたイーサネットアダプタポリシー

を作成し、組織イーサネットポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # create eth-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

イーサネットの完了キューを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set
comp-queue count count

ステップ 3   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/eth-policy # set descr
description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、ま

たは句読点が含まれている場

合、説明を引用符で括る必要が

あります。引用符は、showコマ
ンド出力の説明フィールドには

表示されません。

（注）

（任意）

イーサネットのフェールオーバーを設定し

ます。

UCS-A /org/eth-policy # set failover
timeout timeout-sec

ステップ 5   

（任意）

イーサネットの割り込みを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt
{coalescing-time sec | coalescing-type
{idle |min} | count count | mode {intx
|msi |msi-x}}

ステップ 6   

（任意）

イーサネットのオフロードを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set offload
{large-receive | tcp-rx-checksum |
tcp-segment | tcp-tx-checksum}
{disabled | enabled}

ステップ 7   

（任意）

イーサネットの受信キューを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set recv-queue
{count count | ring-size size-num}

ステップ 8   

（任意）

RSSを設定します。
UCS-A /org/eth-policy # set rss
receivesidescaling {disabled | enabled}

ステップ 9   

（任意）

イーサネットの送信キューを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set
trans-queue {count count | ring-size
size-num}

ステップ 10   
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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。

UCS-A /org/eth-policy # commit-bufferステップ 11   

次の例は、イーサネットアダプタポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "This is an Ethernet adapter policy example."
UCS-A /org/eth-policy* # set failover timeout 300
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 64
UCS-A /org/eth-policy* # set offload large-receive disabled
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #

Linux オペレーティングシステムで MRQS 用の eNIC サポートをイネーブル化するた
めのイーサネットアダプタポリシーの設定

CiscoUCSManagerには、RedHat Enterprise Linuxバージョン 6.xおよび SUSELinux Enterprise Server
バージョン 11.xでのMultiple Receive Queue Support（MRQS）機能向けの eNICサポートが含まれ
ます。

手順

ステップ 1 イーサネットアダプタポリシーを作成します。

イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次のパラメータを使用します。

•送信キュー = 1

•受信キュー = n（最大 8）

•完了キュー =送信キューの数 +受信キューの数

•割り込み =完了キューの数 + 2

• Receive Side Scaling（RSS）= Enabled

•割り込みモード = Msi-X

イーサネットアダプタポリシーの作成を参照してください。

ステップ 2 eNICドライババージョン 2.1.1.35以降をインストールします。
『Cisco UCS Virtual Interface Card Drivers for Linux Installation Guide（Linux用 Cisco UCS仮想イン
ターフェイスカードドライバインストレーションガイド）』を参照してください。
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ステップ 3 サーバをリブートします。

イーサネットアダプタポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したイーサネットアダプタポリシーを削

除します。

UCS-A /org # delete eth-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、EthPolicy19という名前のイーサネットアダプタポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定

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]：Cisco UCS Manager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、Cisco UCS Managerはサービスプロファイルに関連付けられている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。
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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）

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

デフォルトのvNIC動作ポリシーモードを開始します。UCS-A/org # scope
vnic-beh-policy

ステップ 2   

デフォルトの vNIC動作ポリシーを指定します。次の
いずれかになります。

UCS-A/org/vnic-beh-policy #
set action {hw-inherit
[template_name name] |
none}

ステップ 3   

• [hw-inherit]：サービスプロファイルに vNICが必
要であるときに、いずれも明示的に定義されてい

ない場合、CiscoUCSManager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。

[hw-inherit]を指定した場合は、vNICテンプレー
トを指定して vNICを作成することもできます。

• [none]：CiscoUCSManager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。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A/org/vnic-beh-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、デフォルトの vNIC動作ポリシーを [hw-inherit]に設定する方法を示します。
UCS-A # scope org /
UCS-A/org # scope vnic-beh-policy
UCS-A/org/vnic-beh-policy # set action hw-inherit
UCS-A/org/vnic-beh-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/vnic-beh-policy #
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LAN 接続ポリシーの設定

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と vHBAを識別しま
す。

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めら

れ、複数のサーバの設定に使用される可能性があるため、接続ポリシーでは静的 IDを使用し
ないことをお勧めします。

（注）

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーを使用すると、ネットワーク権限またはストレージ権限のないユーザが、ネットワー

ク接続とストレージ接続を備えた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

を作成したり変更したりできるようになります。ただし、接続ポリシーを作成するには、適切な

ネットワーク権限とストレージ権限が必要です。

接続ポリシーの作成に必要な権限

接続ポリシーは、他のネットワークやストレージの設定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。

サービスプロファイルと接続ポリシー間の相互作用

次のいずれかの方法により、サービスプロファイルに LANおよび SANの接続を設定できます。

•サービスプロファイルで参照される LANおよび SAN接続ポリシー
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•サービスプロファイルで作成されるローカル vNICおよび vHBA

•ローカル vNICおよび SAN接続ポリシー

•ローカル vHBAおよび LAN接続ポリシー

Cisco UCSでは、サービスプロファイルのローカル vNICおよび vHBA設定と接続ポリシー間の
相互排他性が維持されます。接続ポリシーとローカルに作成した vNICまたは vHBAを組み合わ
せて使用することはできません。サービスプロファイルに LAN接続ポリシーを含めると、既存
の vNIC設定がすべて消去されます。SAN接続ポリシーを含めた場合は、そのサービスプロファ
イル内の既存の vHBA設定がすべて消去されます。

LAN 接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameとして /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定されたLAN接続ポリシーを作成を作成し、組織LAN
接続ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
lan-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊
文字とスペースは使用できません。また、オブジェクト

が保存された後で、この名前を変更することはできませ

ん。

（任意）

ポリシーに説明を追加します。どこでどのようにポリ

シーが使用されるかについての情報を含めることを推奨

します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy
# set descr policy-name

ステップ 3   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字または
スペースを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記
号）、^（カラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>
（大なり）、<（小なり）、または'（一重引用符）は使
用できません。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy
# commit-buffer

ステップ 4   
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次の例では、LanConnect42という名前のLAN接続ポリシーを作成し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # set descr "LAN connectivity policy"
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

次の作業

この LAN接続ポリシーに 1つ以上の vNICおよび（または）iSCSI vNICを追加します。

LAN 接続ポリシー用の vNIC の作成
LAN接続ポリシーの作成, （308ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameとして /を入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したLAN接続ポリシーのLAN接続ポリシーモー
ドを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

指定された LAN接続ポリシー用の vNICを作成しま
す。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy #
create vnic vnic-name [eth-if
eth-if-name] [fabric {a | b}]

ステップ 3   

この名前には、1～16文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ

ジェクトが保存された後で、この名前を変更するこ

とはできません。

vNICに使用するファブリックを指定します。ステッ
プ 3で vNICを作成したときにファブリックを指定し

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set fabric {a | a-b | b | b-a}

ステップ 4   

なかった場合は、このコマンドで指定するオプショ

ンがあります。

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 vNICが第 2のものにアクセスで
きるようにする場合、a-b（Aがプライマリ）または
b-a（Bがプライマリ）を選択します。
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目的コマンドまたはアクション

次の状況下では、vNICのファブリック
フェールオーバーを有効にしないでくださ

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。

•ファブリックフェールオーバーをサ
ポートしないアダプタ（Cisco UCS
82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet
Adapter）があるサーバにこの vNICを
関連付ける予定がある場合。これを

行った場合、Cisco UCS Managerによ
り、サービスプロファイルとサーバを

関連付けたときに設定エラーが生成さ

れます。

vNICに使用するアダプタポリシーを指定します。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic

ステップ 5   

# set adapter-policy
policy-name

vNICの ID（MACアドレス）を指定します。次のい
ずれかのオプションを使用して識別を設定できます。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set identity {dynamic-mac

ステップ 6   

•一意のMACアドレスを nn: nn:nn:nn :nn:nn形式
で作成します。

{mac-addr | derived} |mac-pool
mac-pool-name}

•製造時にハードウェアに焼き付けられたMAC
アドレスを取得する。

• MACプールからMACアドレスを割り当てる。

このvNICで受け入れられる最大伝送単位、つまりパ
ケットサイズ。を指定します

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set mtu size-num

ステップ 7   

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。
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目的コマンドまたはアクション

vNICに対応するQoSポリシーがある場合、
ここで指定したMTUは、関連付けられた
QoSシステムクラスで指定されたMTUと
同等以下でなければなりません。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）

vNICによって使用されるネットワーク制御ポリシー
を指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set nw-control-policy
policy-name

ステップ 8   

vNICに相対順序を指定します。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic

ステップ 9   

# set order {order-num |
unspecified}

vNICによって使用される LANピングループを指定
します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set pin-group group-name

ステップ 10   

vNICによって使用されるサービスポリシーの品質を
指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set qos-policy policy-name

ステップ 11   

vNICによって使用される統計情報収集ポリシーを指
定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set stats-policy policy-name

ステップ 12   

ダイナミック vNIC接続ポリシーを vNICに使用する
ように指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set template-name
policy-name

ステップ 13   

指定された vConに vNICを割り当てます。CiscoUCS
Managerが自動で vNICを割り当てるようにするに
は、anyキーワードを使用します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 14   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# commit-buffer

ステップ 15   

次の例では、LanConnect42という名前の LAN接続ポリシー用の vNICを設定し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # create vnic vnic3 fabric a
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set fabric a-b
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set identity mac-pool MacPool3
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UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set mtu 8900
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set order 0
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set pin-group EthPinGroup12
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set template-name VnicConnPol3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set vcon any
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic #

次の作業

必要に応じて、LAN接続ポリシーに別の NICまたは iSCSI vNICを追加します。そうでない場合
は、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ポリシーをインクルー

ドします。

LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した LAN接続ポリシーの LAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

LAN接続ポリシーから指定された vNICを
削除します。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
delete vnic vnic-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、vnic3という名前の vNICを LanConnect42という名前の LAN接続ポリシーから削除
し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # delete vnic vnic3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

LAN 接続ポリシー用の iSCSI vNIC の作成
LAN接続ポリシーの作成, （308ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。
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はじめる前に

LAN接続ポリシーは、iSCSIデバイス用のオーバーレイvNICとして使用できるイーサネットvNIC
を含める必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameとして
/を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したLAN接続ポリシーのLAN接続ポリシー
モードを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

指定されたLAN接続ポリシーの iSCSI vNICを作
成します。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy
# create vnic-iscsi iscsi-vnic-name .

ステップ 3   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用でき
ます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）は使用できま
すが、それ以外の特殊文字とスペースは使用で

きません。また、オブジェクトが保存された後

で、この名前を変更することはできません。

（任意）

この iSCSI vNIC用に作成した iSCSIアダプタポ
リシーを指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set iscsi-adaptor-policy
iscsi-adaptor-name

ステップ 4   

（任意）

iSCSI vNICによって使用される認証プロファイ
ルを設定します。設定する認証プロファイルが

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set auth-name
authentication-profile-name

ステップ 5   

すでに存在している必要があります。詳細につ

いては、認証プロファイルの作成を参照してく

ださい。

iSCSI vNICのMACアドレスを指定します。
MACアドレスは、Cisco UCS NIC
M51KR-Bアダプタ専用に設定されま
す。

（注）

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set identity { dynamic-mac
{dynamic-mac-address | derived } |
mac-pool mac-pool-name }

ステップ 6   

iSCSI発信側の名前または iSCSI発信側名の提供
元の IQNプール名を指定します。 iSCSI発信側
名には最大 223文字を使用できます。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set iscsi-identity {initiator-name
initiator-name | initiator-pool-name
iqn-pool-name}

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

オーバーレイ vNICとして iSCSIデバイスで使用
される、イーサネット vNICを指定します。詳

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set overlay-vnic-name
overlay-vnic-name

ステップ 8   

細については、サービスプロファイルの vNIC
の設定, （580ページ）を参照してください。

iSCSIvNICに割り当てられたVLANのイーサネッ
トインターフェイスを作成します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# create eth-if

ステップ 9   

VLAN名を指定します。 VLANのデフォルトの
パスワードは、「default」です。 Cisco UCS

UCS-A /org/ex/vnic-iscsi/eth-if # set
vlanname vlan-name

ステップ 10   

M81KR仮想インターフェイスカードおよびCisco
UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードの
場合、指定する VLANはオーバレイ vNICのネ
イティブ VLANと同じである必要があります。
Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプ
タの場合、指定した VLANは、オーバーレイ
vNICに割り当てられたどのVLANでも設定でき
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。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、LanConnect42という名前の LAN接続ポリシー用の iSCSI vNICを設定し、トランザ
クションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # create vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set iscsi-adaptor-policy iscsiboot
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set auth-name initauth
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set iscsi-identity initiator-name iSCSI1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set overlay-vnic-name eth1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # create eth-if
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if* # set vlanname default
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if* # commit buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if

次の作業

必要に応じて、LAN接続ポリシーに別の iSCI vNICまたは vNICを追加します。そうでない場合
は、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ポリシーをインクルー

ドします。
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LAN 接続ポリシーからの iSCSI vNIC の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した LAN接続ポリシーの LAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

LAN接続ポリシーから指定された iSCSI
vNICを削除します。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
delete vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、iscsivnic3という名前の iSCSI vNICを LanConnect42という名前の LAN接続ポリシー
から削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # delete vnic-iscsi iscsivnic3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

LAN 接続ポリシーの削除
サービスプロファイルに含まれる LAN接続ポリシーを削除する場合、すべての vNICと iSCSI
vNICをそのサービスプロファイルから削除し、そのサービスプロファイルに関連付けられてい
るサーバの LANデータトラフィックを中断します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたLAN接続ポリシーを削除します。UCS-A /org # delete
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   
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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。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、LanConnectiSCSI42という名前の LAN接続ポリシーをルート組織から削除し、トラ
ンザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete lan-connectivity-policy LanConnectiSCSI42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

ネットワーク制御ポリシーの設定

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 Manager
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 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。
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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設定

Emulex統合型ネットワークアダプタ（N20-AE0102）用のMACアドレスベースのポートセキュ
リティはサポートされません。MACアドレスベースのポートセキュリティが有効になっている
場合、ファブリックインターコネクトにより、最初にそれが学習した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。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameとして /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定されたネットワーク制御ポリシーを作成し、

組織ネットワーク制御ポリシーモードを開始しま

す。

UCS-A /org # create nw-ctrl-policy
policy-name

ステッ

プ 2   

CiscoDiscovery Protocol（CDP）をディセーブルま
たはイネーブルにします。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable
| enable} cdp

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

エンドホストモードで使用可能なアップリンク

ポートがない場合に実行するアクションを指定し

ます。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
uplink-fail-action {link-down |
warning}

ステッ

プ 4   

link-downキーワードを使用すると、ファブリッ
クインターコネクト上のアップリンク接続が失わ

れた場合に、vNICの動作状態をダウンに変更し、
vNICのファブリックフェールオーバーを実行し
ます。warningキーワードを使用すると、アップ
リンクポートが使用できない場合でもサーバと

サーバの間の接続を維持し、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場

合にファブリックフェールオーバーをディセーブ

ルにします。デフォルトのアップリンク障害処理

は link-downダウンです。

アダプタ登録済みのMACアドレスを、インター
フェイスに関連付けられているネイティブVLAN

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
mac-registration-mode{all-host-vlans
| only-native-vlan

ステッ

プ 5   
にのみ追加するか、インターフェイスに関連付け

られているすべての VLANに追加するか。次の
いずれかになります。

• [OnlyNativeVlan]：MACアドレスはネイティ
ブ VLANにのみ追加されます。デフォルト
ではこのオプションが設定され、port+VLAN
のカウントが最大になります。

• [All Host Vlans]：関連付けられているすべて
のVLANにMACアドレスが追加されます。
トランキングを使用するよう設定されている

が、無差別モードで実行されていないVLAN
の場合、このオプションを選択します。

組織ネットワーク制御ポリシーのMACセキュリ
ティモードを開始します

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # create
mac-security

ステッ

プ 6   

トラフィック送信時のMACアドレスの偽装を許
可または拒否します。偽装MACアドレスが許可

UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security
# set forged-transmit {allow | deny}

ステッ

プ 7   
されるとMACセキュリティはディセーブルに、
偽装MACアドレスが拒否されるとMACセキュ
リティはイネーブルになります。デフォルトで

は、偽装MACアドレスは許可されます（MACセ
キュリティはディセーブル）。
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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。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

次の例は、ncp5という名前のネットワーク制御ポリシーを作成し、CDPをイネーブルにし、アッ
プリンクフェールアクションを link-downに設定し、偽装MACアドレスを拒否し（MACセキュ
リティーをイネーブル化）、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create nw-ctrl-policy ncp5
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable cdp
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # set uplink-fail-action link-down
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # create mac-security
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # set forged-transmit deny
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # commit-buffer
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security #

ネットワーク制御ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定されたネットワーク制御ポリシーを

削除します。

UCS-A /org # delete nwctrl-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、ncp5という名前のネットワーク制御ポリシーを削除し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete nwctrl-policy ncp5
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

マルチキャストポリシーの設定

マルチキャストポリシー

このポリシーは、インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）のスヌーピングおよび IGMP
クエリアの設定に使用されます。 IGMPスヌーピングは、特定のマルチキャスト伝送に含まれる
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べき VLANのホストを動的に決定します。 1つ以上の VLANに関連付けることができるマルチ
キャストポリシーを作成、変更、削除できます。マルチキャストポリシーが変更されると、そ

のマルチキャストポリシーに関連付けられたすべてのVLANが再処理され変更が適用されます。
デフォルトでは、IGMPスヌーピングが有効になり、IGMPクエリアが無効になります。プライ
ベート VLANの場合、プライマリ VLANにはマルチキャストポリシーを設定できますが、Cisco
NX-OS転送の実装により、プライマリ VLANに関連付けられている独立 VLANには設定できま
せん。

次の制限事項は、Cisco UCS 6100シリーズファブリックインターコネクトおよび 6200シリーズ
ファブリックインターコネクトのマルチキャストポリシーに適用されます。

• Cisco UCSドメインに 6100シリーズファブリックインターコネクトだけが含まれている場
合、デフォルトのマルチキャストポリシーだけがローカル VLANまたはグローバル VLAN
で許可されます。

• Cisco UCSドメインに 1つの 6100シリーズファブリックインターコネクトと 1つの 6200シ
リーズファブリックインターコネクトが含まれている場合は、次のようになります。

•デフォルトのマルチキャストポリシーだけが、6100シリーズファブリックインターコ
ネクトのローカル VLANで許可されます。

• 6200シリーズファブリックインターコネクトでは、ユーザ定義のマルチキャストポリ
シーをデフォルトのマルチキャストポリシーとともに割り当てることができます。

•デフォルトのマルチキャストポリシーだけがグローバル VLANで許可されます（クラ
スタ内の 1つの 6100シリーズファブリックインターコネクトによって制限されている
ため）。

• Cisco UCSドメインに 6200シリーズファブリックインターコネクトだけが含まれている場
合、どのマルチキャストポリシーでも割り当てることができます。

マルチキャストポリシーの作成

マルチキャストポリシーは、ルート組織でのみ作成でき、サブ組織では作成できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

マルチキャストポリシーを指定されたポリ

シー名を作成し、組織マルチキャストポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create mcast-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

ステップ 3   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
320 OL-31133-02   

マルチキャストポリシーの設定



次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを作成する方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

IGMP スヌーピングパラメータの設定
マルチキャストポリシーに対して IGMPスヌーピングをイネーブルまたはディセーブルにできま
す。デフォルトでは、IGMPスヌーピング状態はマルチキャストポリシーに対しイネーブルに
なっています。また、マルチキャストポリシーに対し IGMPスヌーピングクエリアの状態と IPv4
アドレスを設定することもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

新しいマルチキャストポリシーを指定されたポ

リシー名で作成し、組織マルチキャストポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # createmcast-policy
policy-name

ステップ 2   

IGMPスヌーピングクエリアをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトでは、

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querier{enabled | disabled}

ステップ 3   

IGMPスヌーピングクエリアは、マルチキャス
トポリシーに対しディセーブルになっていま

す。

IGMPスヌーピングクエリアの IPv4アドレスを
指定します。

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querierip IGMP snooping querier
IPv4 address

ステップ 4   

IGMPスヌーピング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、IGMPスヌー

UCS-A /org/mcast-policy* # set
snooping{enabled | disabled}

ステップ 5   

ピングは、マルチキャストポリシーに対しイ

ネーブルになっています。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを作成および開始する方法を示しま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # set querier enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # set querierip 1.2.3.4
UCS-A /org/mcast-policy* # set snooping enabled
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UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

マルチキャストポリシーパラメータの変更

既存のマルチキャストポリシーを変更して、IGMPスヌーピングまたは IGMPスヌーピングクエ
リアの状態を変更することができます。マルチキャストポリシーが変更されると、そのマルチ

キャストポリシーに関連付けられたすべての VLANが再処理され変更が適用されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

組織マルチキャストポリシーモードを開始し

ます。

UCS-A /org # scope mcast-policy
policy-name

ステップ 2   

IGMPスヌーピングクエリアをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトでは、

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querier{enabled | disabled}

ステップ 3   

IGMPスヌーピングクエリアは、マルチキャス
トポリシーに対しディセーブルになっていま

す。

IGMPスヌーピングクエリアの IPv4アドレス
を指定します。

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querierip IGMP snooping querier
IPv4 address

ステップ 4   

IGMPスヌーピング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、IGMPス

UCS-A /org/mcast-policy* # set
snooping{enabled | disabled}

ステップ 5   

ヌーピングは、マルチキャストポリシーに対

しイネーブルになっています。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを作成する方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # set querier enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # set querierip 1.2.3.4
UCS-A /org/mcast-policy* # set snooping enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

VLAN マルチキャストポリシーの割り当て
VLANのマルチキャストポリシーをイーサネットアップリンクファブリックモードに設定でき
ます。独立 VLANのマルチキャストポリシーは設定できません。
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はじめる前に

VLANを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクトの

イーサネットアップリンクファブリック

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric{a
| b}

ステップ 2   

イーサネットアップリンクファブリック

VLANモードを開始します。
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
vlan vlan-name

ステップ 3   

VLANのマルチキャストポリシーを割り当
てます。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # set
mcastpolicy policy-name

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。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLANを設定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope vlan vlan1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # set mcastpolicy policy1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

マルチキャストポリシーの削除

VLANにデフォルト以外の（ユーザー定義）マルチキャストポリシーを割り当て、そのマル
チキャストポリシーを削除すると、関連付けられた VLANは削除済みポリシーが再作成され
るまで、デフォルトのマルチキャストポリシーからマルチキャストポリシー設定を継承しま

す。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

指定されたポリシー名を持つマルチキャス

トポリシーを削除します。

UCS-A /org # delete mcast-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを削除する方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete mcast-policy policy1
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

LACP ポリシーの設定

LACP ポリシー
リンク集約は、複数のネットワーク接続を並列に組み合わせて、スループットを向上させ、冗長

性を実現します。 Link Aggregation Control Protocol（LACP）は、それらのリンク集約グループに
さらに利点をもたらします。Cisco UCSManagerでは、LACPポリシーを使用して LACPのプロパ
ティを設定することができます。

LACPポリシーには以下を設定できます。

•個別一時停止：LACPでアップストリームスイッチのポートを設定しない場合、ファブリッ
クインターコネクトは、すべてのポートをアップリンクイーサネットポートとして扱い、

パケットを転送します。ループを回避するために、LACPポートを一時停止状態にすること
ができます。 LACPを使用してポートチャネルに個別一時停止を設定すると、そのポート
チャネルの一部であるポートがピアポートから PDUを受信しない場合、そのポートは一時
停止状態になります。

•タイマー値：rate-fastまたは rate-normalを設定できます。 rate-fast設定では、ポートはピア
ポートから 1秒ごとに 1 PDUを受信します。このタイムアウトは 3秒です。 rate-normal設
定では、ポートは 30秒ごとに 1 PDUを受信します。このタイムアウトは 90秒です。

システムの起動時に、デフォルトの LACPポリシーが作成されます。このポリシーを変更した
り、新規のポリシーを作成できます。また、複数のポートチャネルに 1つの LACPポリシーを適
用することもできます。
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LACP ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

指定された lacpポリシーを作成します。UCS-A /org # create lacppolicypolicy
nam.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、lacpポリシーを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create lacppolicy lacp1
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

LACP ポリシーの編集

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

指定された lacpポリシーを開始しま
す。

UCS-A /org # scope lacppolicy
policy-name .

ステップ 2   

ポリシーに個々の一時停止を設定しま

す。

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name #
set suspend-individual true .

ステップ 3   

ポリシーの LACPレートを設定しま
す。

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name #
set lacp-rate fast .

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。

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、lacpポリシーを変更し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A/org # scope lacppolicy policy-name
UCS-A /org/lacp policy policy-name# set suspend-individual true
UCS-A/prg/policy policy-name# set lacp-rate fast
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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LACP ポリシーのポートチャネルへの割り当て
デフォルトの lacpポリシーは、ポートチャネルにデフォルトで割り当てられます。ポートチャ
ネルに別の lacpポリシーを割り当てることができます。割り当てられたポリシーが存在しない場
合は、システムによりエラーが生成されます。エラーを取り除くために同じポリシーを作成でき

ます。

ポートチャネル、FCoEポートチャネルおよびイーサネットストレージのポートチャネルに
lacpポリシーを割り当てることができます。この手順では、ポートチャネルに lacpポリシー
を割り当てる方法について説明します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ファブリックモードを開始します。UCS-A /eth-uplink # scope fabricステップ 2   

ポートチャネルモードを開始します。UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel

ステップ 3   

このポートチャネルに lacpポリシーを
指定します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
set lacp-policy-namepolicy-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムにコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/ fabric/port-channel
commit-buffer

ステップ 5   

次に、ポートチャネルに lacpポリシーを割り当てる例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A UCS-A/eth-uplink # scope fabric
UCS-A UCS-A/eth-uplink/facric # scope port-channel
UCS-A UCS-A/eth-uplink/port-channel# set lacp-policy-name
UCS-A UCS-A/eth-uplink/port-channel# commit-buffer

UDLD リンクポリシーの設定

UDLD の概要
UniDirectional LinkDetection（UDLD）は、光ファイバまたはツイストペアイーサネットケーブル
を通して接続されたデバイスからケーブルの物理設定をモニタリングしたり、単一方向リンクの

存在を検出できるようにするためのレイヤ 2プロトコルです。このプロトコルが単一方向リンク
を正常に識別してディセーブルにするには、接続されたすべてのデバイスでUDLDプロトコルが
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サポートされている必要があります。UDLDは、単一方向リンクを検出するとそのリンクを単方
向としてマークします。単一方向リンクは、スパニングツリートポロジループをはじめ、さま

ざまな問題を引き起こす可能性があります。

UDLDは、レイヤ 1メカニズムと連動してリンクの物理ステータスを判断します。レイヤ 1で
は、物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエーションによって処理されます。UDLD
は、ネイバーの IDの検知、誤って接続されたインターフェイスのシャットダウンなど、自動ネゴ
シエーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエーションと UDLDの両方をイ
ネーブルにすると、レイヤ 1と 2の検出機能が連動し、物理的および論理的な単一方向接続、お
よび他のプロトコルの誤動作を防止します。

ローカルデバイスが送信したトラフィックをネイバーが受信するにもかかわらず、ネイバーから

送信されたトラフィックをローカルデバイスが受信しない場合に、単一方向リンクが発生しま

す。

動作モード

UDLDは、ノーマル（デフォルト）とアグレッシブの 2つの動作モードをサポートしています。
通常モードのUDLDは、光ファイバ接続におけるインターフェイスの誤接続に起因する単一方向
リンクを検出します。アグレッシブモードの UDLDは、光ファイバリンクやツイストペアリン
ク上の片方向トラフィックに起因する単一方向リンク、および光ファイバリンク上のインター

フェイスの誤接続に起因する単一方向リンクも検出できます。

通常モードのUDLDは、光ファイバインターフェイスの光ファイバが誤接続されている場合に単
一方向リンクを検出しますが、レイヤ 1メカニズムは、この誤接続を検出しません。インター
フェイスが正しく接続されていてもトラフィックが片方向である場合は、単一方向リンクを検出

するはずのレイヤ 1メカニズムがこの状況を検出できないため、UDLDは単一方向リンクを検出
できません。その場合、論理リンクは不明となり、UDLDはインターフェイスをディセーブルに
しません。UDLDが通常モードのときに、ペアの一方の光ファイバが切断されており、自動ネゴ
シエーションがアクティブであると、レイヤ 1メカニズムはリンクの物理的な問題を検出しない
ため、リンクは稼働状態でなくなります。この場合は、UDLDは何のアクションも行わず、論理
リンクは不確定と見なされます。

デフォルトでは、UDLDアグレッシブモードはディセーブルになっています。UDLDアグレッシ
ブモードは、そのモードをサポートするネットワークデバイス間のポイントツーポイントのリン

ク上に限って設定してください。UDLDアグレッシブモードが有効になっている場合、UDLDネ
イバー関係が確立されている双方向リンク上のポートが UDLDパケットを受信しなくなると、
UDLDはネイバーとの接続の再確立を試み、影響を受けたポートを管理シャットダウンします。
アグレッシブモードの UDLDは、2つのデバイス間の障害発生が許されないポイントツーポイン
トリンクの単一方向リンクも検出できます。また、次のいずれかの問題が発生している場合に、

単一方向リンクも検出できます。

•光ファイバまたはツイストペアリンクのインターフェイスの片方で、トラフィックの送受信
ができない場合。

•光ファイバまたはツイストペアリンクのインターフェイスの片方がダウン状態で、もう片方
がアップ状態の場合。

•ケーブルのうち 1本の光ファイバが切断されている。
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単一方向の検出方法

UDLDは 2つのメカニズムを使用して動作します。

•ネイバーデータベースメンテナンス

UDLDは、すべてのアクティブインターフェイスで Helloパケット（別名アドバタイズメン
トまたはプローブ）を定期的に送信して、他のUDLD対応ネイバーについて学習し、各デバ
イスがネイバーに関しての最新情報を維持できるようにします。スイッチが helloメッセー
ジを受信すると、エージングタイム（ホールドタイムまたは存続可能時間）が経過するま

で、情報をキャッシュします。古いキャッシュエントリの期限が切れる前に、スイッチが

新しいhelloメッセージを受信すると、古いエントリが新しいエントリで置き換えられます。

インターフェイスがディセーブルになりUDLDが実行中の場合、インターフェイスでUDLD
がディセーブルになった場合、またはスイッチがリセットされた場合、UDLDは、設定変更
によって影響を受けるインターフェイスの既存のキャッシュエントリをすべてクリアしま

す。UDLDは、ステータス変更の影響を受けるキャッシュの一部をフラッシュするようにネ
イバーに通知するメッセージを 1つまたは複数送信します。このメッセージは、キャッシュ
を継続的に同期するためのものです。

•イベントドリブン検出およびエコー

UDLDは検出メカニズムとしてエコーを利用します。UDLDデバイスが新しいネイバーを学
習するか、または同期していないネイバーから再同期要求を受信すると、接続のUDLDデバ
イス側の検出ウィンドウを再起動して、エコーメッセージを返送します。この動作はすべ

てのUDLDネイバーに対して同様に行われるため、エコー送信側では返信エコーを受信する
ように待機します。

検出ウィンドウが終了し、有効な応答メッセージが受信されなかった場合、リンクは、UDLD
モードに応じてシャットダウンされることがあります。UDLDが通常モードにある場合、リ
ンクは不確定と見なされ、シャットダウンされない場合があります。UDLDがアグレッシブ
モードのときは、リンクは単一方向であると見なされ、インターフェイスはシャットダウン

されます。

通常モードにある UDLDが、アドバタイズまたは検出段階にあり、すべてのネイバーのキャッ
シュエントリが期限切れになると、UDLDはリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性
のあるネイバーとの再同期を行います。

アグレッシブモードをイネーブルにしていて、ポートのすべてのネイバーがアドバタイズまたは

検出段階で期限切れになると、UDLDはリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性のあ
るネイバーとの再同期を行います。高速な一連のメッセージの送受信後に、リンクステートが不

確定のままの場合、UDLDはポートをシャットダウンします。

UDLD 設定時の注意事項
次のガイドラインと推奨事項は、UDLDを設定する場合に該当します。

• UDLD対応インターフェイスを別のスイッチのUDLD非対応ポートに接続すると、そのUDLD
対応インターフェイスも単方向リンクを検出できなくなります。

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
328 OL-31133-02   

UDLD リンクポリシーの設定



•モード（通常またはアグレッシブ）を設定する場合、リンクの両側に同じモードを設定しま
す。

• UDLDは、UDLD対応デバイスに接続されているインターフェイスでのみ有効にする必要が
あります。次のインターフェイスタイプがサポートされます。

◦イーサネットアップリンク

◦ FCoEアップリンク

◦イーサネットアップリンクポートチャネルメンバ

◦ FCoEアップリンクポートチャネルメンバ

リンクプロファイルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定された名前でリンクプロファイルを

作成し、リンクプロファイルモードを開

始します。

UCS-A /org # create eth-link-profile
link-profile-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/eth-link-profile #
commit-buffer

ステップ 3   

前のモードに戻ります。UCS-A /org/eth-link-profile # exitステップ 4   

指定したリンクプロファイルのリンクプ

ロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope eth-link-profile
link-profile-name

ステップ 5   

リンクプロファイルに指定した UDLDの
リンクポリシーを割り当てます。

UCS-A /org/eth-link-profile # set
udld-link-policy link-policy-name

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。

UCS-A /org/eth-link-profile #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例では、LinkProfile1と呼ばれるリンクプロファイルを作成し、デフォルトの UDLDリンク
ポリシーを割り当てる方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # create eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile # exit
UCS-A /chassis/org # scope eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile # set udld-link-policy default
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile* # commit-buffer
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UDLD リンクポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

UDLDリンクポリシーを指定された名前
で作成し、UDLDリンクポリシーモード
を開始します。

UCS-A /org # create udld-link-policy
link-policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/udld-link-policy #
commit-buffer

ステップ 3   

前のモードに戻ります。UCS-A /org/udld-link-policy # exitステップ 4   

指定したUDLDリンクポリシーのUDLD
リンクポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope udld-link-policy
link-policy-name

ステップ 5   

UDLDリンクポリシーのモードを指定し
ます。

UCS-A /org/udld-link-policy # set
mode {aggressive | normal}

ステップ 6   

インターフェイスの UDLDをディセーブ
ルまたはイネーブルにします。

UCS-A /org/udld-link-policy # set
admin-state {disabled | enabled}

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/udld-link-policy #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例では、UDLDPol1と呼ばれるリンクプロファイルを作成し、モードをアグレッシブに設定
し、インターフェイスの UDLDをイネーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # create udld-link-policy UDLDPol1
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy # exit
UCS-A /chassis/org # scope udld-link-policy UDLDPol1
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy # set mode aggressive
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # set admin-state enabled
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy #
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UDLD システム設定の変更

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

現在の UDLDのシステム設定を表示します。UCS-A /org # show udld-policyステップ 2   

グローバル UDLDポリシーの UDLDポリシー
モードを開始します。

UCS-A /org # scope udld-policy
default

ステップ 3   

アドバタイズメントモードになっているポート

で UDLDプローブメッセージの時間間隔を秒
UCS-A /org/udld-policy # set
message-interval seconds

ステップ 4   

単位で指定します。 7～ 60の整数を入力しま
す。デフォルトは 15秒です。

UDLDアグレッシブモードがイネーブルのとき
にディセーブルになっているポート上で実行す

UCS-A /org/udld-policy # set
recovery-action [reset | none]

ステップ 5   

るアクションを指定します。デフォルトはnone
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。

UCS-A /org/udld-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、デフォルトの UDLDシステム設定を 30秒間隔で更新する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # show udld-policy

UDLD system settings:
Name Message interval (sec) Recovery action
---------- ---------------------- ---------------
default 15 None

UCS-A /chassis/org # scope udld-policy default
UCS-A /chassis/org/udld-policy # set message-interval 30
UCS-A /chassis/org/udld-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-policy #
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リンクプロファイルのポートチャネルイーサネットインターフェイスへの割り当

て

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開

始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a | b}ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネッ

トアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-chan-id

ステップ 3   

指定したメンバポートでイーサネット

サーバファブリック、ファブリックポー

トチャネルモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
scope member-port slot-id port-id

ステップ 4   

指定したリンクのプロファイルを割り当

てます。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port
# set eth-link-profile link-profile-name

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。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、リンクプロファイルLinkProfile1をポートチャネルイーサネットインターフェイス
に割り当てる方法を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 88
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # scope member-port 1 31
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port #
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リンクプロファイルのポートチャネル FCoE インターフェイスへの割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンク

モードを開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバ

チャネルアップリンクファブリッ

クモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b}ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファ

イバチャネルアップリンクファブ

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel
port-chan-id

ステップ 3   

リックポートチャネルモードを開

始します。

指定したメンバポートのファイバ

チャネルサーバファブリック、

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel # scope
fcoe-member-port slot-id port-id

ステップ 4   

ファブリックポートチャネルモー

ドを開始します。

指定したリンクのプロファイルを

割り当てます。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port
# set eth-link-profile link-profile-name

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。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、リンクプロファイル LinkProfile1をポートチャネル FCoEインターフェイスに割り
当てる方法を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 192
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel # scope fcoe-member-port 1 20
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port #
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リンクプロファイルのアップリンクイーサネットインターフェイスへの割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開始

します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   

指定されたアップリンクポートのインター

フェイスコマンドモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
interface slot-num port num

ステップ 3   

指定したリンクのプロファイルを割り当て

ます。

UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #
set eth-link-profile link-profile-name

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。

UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、リンクプロファイル LinkProfile1をアップリンクイーサネットインターフェイスに
割り当てる方法を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope interface 2 2
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #

リンクプロファイルのアップリンク FCoE インターフェイスへの割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたアップリンクポートのファイバ

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。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
fcoeinterface slot-num port num

ステップ 3   

指定したリンクのプロファイルを割り当て

ます。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface
# set eth-link-profile link-profile-name

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。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、リンクプロファイルLinkProfile1をアップリンクFCoEインターフェイスに割り当て
る方法を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoeinterface 2 2
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #

VMQ 接続ポリシーの設定

VMQ 接続ポリシー
Cisco UCS Manager Managerでは、vNICに対し VMQ接続ポリシーを設定することができます。
VMQにより、管理オペレーティングシステム全体のネットワークパフォーマンスが向上します。
VMQ vNIC接続ポリシーを設定するには、次の作業を実行します。

• VMQ接続ポリシーの作成

•サービスプロファイルでのスタティック vNICの作成

• vNICへの VMQ接続ポリシーの適用

サーバのサービスプロファイルでVMQ vNICを設定する場合は、サーバ内の少なくとも 1つのア
ダプタがVMQをサポートしている必要があります。以下のアダプタのうち少なくとも1つがサー
バにインストールされていることを確認してください。

• UCS-VIC-M82-8P

• UCSB-MLOM-40G-01

• UCSC-PCIE-CSC-02

以下は VMQでサポートされるオペレーティングシステムです。

• Windows 2012
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• Windows 2012 R2

サービスプロファイルで 1度に適用できる vNIC接続ポリシーは 1つだけです。 vNICに対して 3
つのオプション（ダイナミック、usNIC、VMQ接続ポリシー）のいずれか 1つを選択してくださ
い。サービスプロファイルで VMQ vNICが設定されている場合は、次のように設定されている
ことを確認してください。

• BIOSポリシーで [SRIOV]を選択する。

•アダプタポリシーで [Windows]を選択する。

VMQ 接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

この VMQ接続ポリシーの名前を指定し
ます。

UCS-A /org # create vmq-conn-policy
policy-name

ステップ 2   

VMQ接続ポリシーのキューカウントを
指定します。

UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set
queue-countqueue count

ステップ 3   

VMQ接続ポリシーの割り込み回数を指定
します。

UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set
interrupt-countinterrupt count

ステップ 4   

トランザクションをシステムにコミット

します。

UCS-A /org/vmq-conn-policy* #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、VMQ接続ポリシーを作成します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create vmq-conn-policy policy name
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set queue-count queue count (number)
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set interrupt-count queue count (number)
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # commit-buffer
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第 21 章

アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワー
クの設定

この章は、次の項で構成されています。

• アップストリーム分離レイヤ 2ネットワーク, 337 ページ

• アップストリーム分離 L2ネットワークの設定に関するガイドライン, 338 ページ

• アップストリーム分離 L2ネットワークのピン接続に関する考慮事項, 340 ページ

• アップストリーム分離 L2ネットワークに関する Cisco UCSの設定, 342 ページ

• VLANへのポートおよびポートチャネルの割り当て, 343 ページ

• VLANからのポートおよびポートチャネルの削除 , 344 ページ

• VLANに割り当てられたポートおよびポートチャネルの表示, 345 ページ

アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワーク
接続していない 2つ以上のイーサネット「クラウド」があり、それらに同一の Cisco UCSドメイ
ン内に存在するサーバや仮想マシンがアクセスする必要がある場合は、レイヤ 2ネットワークの
アップストリーム分離（分離 L2ネットワーク）が必要です。たとえば、次のいずれかが必要な
場合、分離 L2ネットワークを設定できます。

•パブリックネットワークおよびバックアップネットワークにアクセスするサーバまたは仮
想マシン

•マルチテナントシステムでは、複数のカスタマー用のサーバまたは仮想マシンが同一のCisco
UCSドメイン内に存在しており、それらは両方のカスタマーのために L2ネットワークにア
クセスする必要があります。
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デフォルトでは、CiscoUCS内のデータトラフィックは相互包含の原則で動作します。VLAN
およびアップストリームネットワークへのトラフィックはすべて、すべてのアップリンクポー

トとポートチャネルで伝送されます。アップストリーム分離レイヤ 2ネットワークをサポー
トしていないリリースからアップグレードする場合は、VLANに適切なアップリンクインター
フェイスを割り当てる必要があります。これを行わないと、VLANへのトラフィックがすべて
のアップリンクポートとポートチャネルに流れ続けます。

（注）

分離 L2ネットワークのコンフィギュレーションは、選択的排除の原則で動作します。分離ネッ
トワークの一部として指定されたVLANへのトラフィックは、そのVLANに特別に割り当てられ
たポートチャネルまたはアップリンクイーサネットポートだけを移動でき、他のすべてのアッ

プリンクポートおよびポートチャネルから選択的に除外されます。ただし、アップリンクイー

サネットポートまたはポートチャネルが特別に割り当てられていない VLANへのトラフィック
は、分離 L2ネットワークへのトラフィックを伝送するものを含め、すべてのアップリンクポー
トまたはポートチャネルを移動できます。

Cisco UCSでは、VLANはアップストリーム分離 L2ネットワークを表します。分離 L2ネット
ワーク向けのネットワークトポロジを設計する際は、アップリンクインターフェイスを VLAN
に割り当て、逆にならないようにする必要があります。

サポートされているアップストリーム分離 L2ネットワークの最大数については、『Cisco UCS
Configuration Limits for Cisco UCS Manager Guide（Cisco UCS Manager向け Cisco UCS設定制限ガイ
ド）』を参照してください。

アップストリーム分離 L2 ネットワークの設定に関するガイドライン
アップストリーム分離 L2ネットワークの設定を計画する際は、次の事項を考慮してください。

イーサネットスイッチングモードはエンドホストモードでなければならない

Cisco UCSは、ファブリックインターコネクトのイーサネットスイッチングモードがエンドホス
トモードに設定されている場合にのみ、分離 L2ネットワークをサポートします。ファブリック
インターコネクトのイーサネットスイッチングモードがスイッチモードの場合、分離 L2ネット
ワークに接続できません。

ハイアベイラビリティのために対称構成を推奨

Cisco UCSドメインが 2つのファブリックインターコネクトによるハイアベイラビリティ構成で
ある場合は、両方のファブリックインターコネクトに同一のVLANセットを設定することを推奨
します。

VLAN の有効基準はアップリンクイーサネットポートとポートチャネルで同一

分離 L2ネットワークで使用する VLANは、アップリンクイーサネットポートまたはアップリン
クイーサネットポートチャネル向けに設定して、割り当てる必要があります。ポートまたはポー

トチャネルに VLANが含まれていない場合、Cisco UCS Managerは VLANを無効と見なし、次の
操作を実行します。
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•サーバの [Status Details]領域に設定に関する警告を表示します。

•ポートまたはポートチャネルの設定を無視し、そのVLANのすべてのトラフィックをドロッ
プします。

有効基準はアップリンクイーサネットポートとアップリンクイーサネットポートチャネル

で同一です。 Cisco UCS Managerは 2つを区別しません。
（注）

重複 VLAN はサポート対象外

CiscoUCSは、分離L2ネットワーク内の重複VLANをサポートしません。各VLANが 1つのアッ
プストリーム分離 L2ドメインだけに接続するようにする必要があります。

各 vNIC は 1 つの分離 L2 ネットワークとのみ通信できる

1つの vNICは 1つの分離 L2ネットワークとのみ通信できます。サーバが複数の分離 L2ネット
ワークと通信する必要がある場合は、それらのネットワークにそれぞれ vNICを設定する必要が
あります。

複数の分離 L2ネットワークと通信するには、2つ以上の vNICをサポートする Cisco VICアダプ
タをサーバに搭載する必要があります。

アプライアンスポートにはアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルと同じ VLAN
を設定する必要がある

分離 L2ネットワークと通信するアプライアンスポートの場合は、最低 1つのアップリンクイー
サネットポートまたはポートチャネルが同じネットワーク内にあり、それがアプライアンスポー

トで使用される VLANに割り当てられていることを確認する必要があります。アプライアンス
ポートのトラフィックを伝送するすべての VLANを含んでいるアップリンクイーサネットポー
トやポートチャネルを Cisco UCS Managerが識別できないと、ピン接続障害が発生し、アプライ
アンスポートはダウン状態になります。

たとえば、Cisco UCSドメインには、IDが 500、名前が vlan500のグローバル VLANが含まれて
います。 vlan500はアップリンクイーサネットポートのグローバルVLANとして作成されます。
ただし、Cisco UCS Managerはアプライアンスポートにこの VLANを伝播しません。 vlan500を
アプライアンスポートに設定するには、IDが 500で vlan500という名前を持つ別のVLANをアプ
ライアンスポートに作成する必要があります。この複製 VLANは、Cisco UCS Manager CLIの
[LAN]タブの [Appliances]ノード、または Cisco UCS Manager GUI内の eth-storageスコープで作
成できます。 VLANの重複チェックを求めるプロンプトが表示されたときに重複を受け入れる
と、Cisco UCS Managerによってアプライアンスポートの複製 VLANが作成されます。

デフォルトの VLAN 1 はアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルで明示的に設定
できない

Cisco UCS Managerは、すべてのアップリンクポートとポートチャネルにデフォルトの VLAN 1
を暗黙的に割り当てます。他の VLANが設定されていない場合でも、Cisco UCSはデフォルトの
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VLAN 1を使用してすべてのアップリンクポートとポートチャネルへのデータトラフィックを扱
います。

Cisco UCSドメインにVLANが設定された後も、デフォルトのVLAN 1はすべてのアップリン
クポートとポートチャネルに暗黙的に残ります。デフォルトの VLAN 1は、アップリンク
ポートやポートチャネルに明示的に割り当てることができず、それらから削除することもで

きません。

（注）

特定のポートまたはポートチャネルにデフォルトのVLAN1を割り当てようとすると、CiscoUCS
Managerは Update Failed障害を生成します。

したがって、Cisco UCSドメインに分離 L2ネットワークを設定する場合は、そのサーバへのすべ
てのデータトラフィックをすべてのアップリンクイーサネットポートとポートチャネルで伝送

し、すべてのアップストリームネットワークに送信するのでない限り、どの vNICにもデフォル
ト VLAN 1を設定しないでください。

両方の FI の VLAN を同時に割り当てる必要がある

グローバル VLANにポートを割り当てると、両方のファブリックインターコネクトの VLANに
明示的に割り当てられていないすべてのポートから VLANが削除されます。両方の FIのポート
を同時に設定する必要があります。 1番目の FIにのみポートを設定すると、2番目の FIのトラ
フィックが中断されます。

アップストリーム分離 L2 ネットワークのピン接続に関する考慮事項
アップストリーム分離L2ネットワークと通信するには、ピン接続を適切に設定する必要がありま
す。ソフトピン接続とハードピン接続のどちらを実装しているかにかかわらず、VLANメンバー
シップの不一致によって、1つ以上の VLANのトラフィックがドロップされることになります。

ソフトピン接続

ソフトピン接続は Cisco UCSでのデフォルト動作です。ソフトピン接続の実装を計画する場合
は、LANピングループを作成して vNICのピンターゲットを指定する必要はありません。代わ
りに、Cisco UCSManagerがVLANメンバーシップの条件に基づいて、vNICをアップリンクイー
サネットポートまたはポートチャネルにピン接続します。

ソフトピン接続の場合、Cisco UCS Managerは、すべてのアップリンクイーサネットポートと
ポートチャネルの VLANメンバーシップに対して、vNICのデータトラフィックを検証します。
分離 L2ネットワークが設定されている場合は、vNIC上のすべての VLANに割り当てられている
アップリンクイーサネットポートやポートチャネルを Cisco UCSManagerが検出できる必要があ
ります。アップリンクイーサネットポートやポートチャネルが vNICのすべての VLANに設定
されていない場合、Cisco UCS Managerは次の動作を実行します。

•リンクをダウンさせます。

• vNICのすべての VLANのトラフィックをドロップします。
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•次のエラーを発生させます。

◦ Link Down

◦ VIF Down

Cisco UCS Managerは、VLAN設定に関するエラーや警告を発生させません。

たとえば、サーバ上の vNICに VLAN 101、102、103が設定されているとします。インターフェ
イス 1/3が VLAN 102にだけ割り当てられています。インターフェイス 1/1および 1/2は VLAN
に明示的に割り当てられていないため、VLAN 101と 103のトラフィックで利用できます。この
設定の結果として、Cisco UCSドメインには、vNICが設定された 3つの VLANすべてへのトラ
フィックを伝送可能な境界ポートインターフェイスが含まれません。その結果、CiscoUCSManager
は vNICをダウンさせ、vNICの 3つの VLANすべてのトラフィックをドロップし、Link Downお
よび VIF Downエラーを発生させます。

ハードピン接続

ハードピン接続は、LANピングループを使用して、分離 L2ネットワーク用のトラフィックにピ
ン接続ターゲットを指定すると発生します。また、ピン接続ターゲットであるアップリンクイー

サネットポートやポートチャネルが、適切な分離 L2ネットワークと通信できるように設定され
ている必要があります。

ハードピン接続の場合、Cisco UCS Managerは、すべてのアップリンクイーサネットポートと
ポートチャネルの VLANメンバーシップに対して、vNICのデータトラフィックを検証します。
また、LANピングループの設定を検証して、VLANとアップリンクイーサネットポートまたは
ポートチャネルが含まれていることを確認します。いずれかの点で検証に失敗した場合、Cisco
UCS Managerは次の動作を実行します。

•重大度が「警告」の Pinning VLAN Mismatchエラーを発生させます。

• VLANへのトラフィックをドロップします。

•他の VLANへのトラフィックが継続して流れるようにするため、リンクはダウンさせませ
ん。

たとえば、VLAN177を使用するアップストリーム分離L2ネットワークにハードピン接続を設定
する場合は、次の手順を実行します。

•分離 L2ネットワークへのトラフィックを伝送するアップリンクイーサネットポートまたは
ポートチャネルを持つ LANピングループを作成します。

•サービスプロファイルで、VLAN 177と LANピングループを持つ少なくとも 1つの vNIC
を設定します。

• LANピングループに含まれるアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルに
VLAN 177を割り当てます

この設定が前述の 3つのポイントのいずれかで失敗した場合、Cisco UCSManagerはVLAN 177へ
の VLANミスマッチについて警告し、その VLANへのトラフィックだけをドロップします。
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ソフトピン接続の設定が変更され、その結果、vNIC VLANが分離 L2アップリンクで解決さ
れなくなった場合は、警告ダイアログボックスが表示されます。警告ダイアログボックスで

は、設定の続行または取り消しを選択できます。不適切な設定を続行すると、サーバのトラ

フィックパフォーマンスが低下します。

（注）

アップストリーム分離 L2 ネットワークに関する Cisco UCSの設定
アップストリーム分離L2ネットワークと接続するCiscoUCSドメインを設定する場合、次のすべ
てのステップを完了する必要があります。

はじめる前に

この設定を開始する前に、分離 L2ネットワーク設定をサポートするために、ファブリックイン
ターコネクトのポートが適切にケーブル接続されていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSがアップストリーム分離 L2ネット
ワークと通信できるようにするために、イーサ

イーサネットエンドホストモード

の両方のファブリックインターコネ

ステッ

プ 1   
ネットスイッチングモードはエンドホストモー

ドである必要があります。

クトに対しイーサネットスイッチン

グモードを設定します。

「イーサネットスイッチングモードの設定」を

参照してください。

ポートおよびポートチャネルの設定, （73ペー
ジ）を参照してください。

分離 L2ネットワークのトラフィッ
クを伝送するために必要なポートお

よびポートチャネルを設定します。

ステッ

プ 2   

（任意）

LANピングループの設定, （279ページ）を参
照してください。

該当するアップリンクイーサネット

ポートまたはポートチャネルのトラ

フィックをピン接続するために必要

な LANピングループを設定しま
す。

ステッ

プ 3   

これらはネームド VLANまたはプライベート
VLANにすることができます。クラスタ設定で

1つ以上の VLANを作成します。ステッ

プ 4   
は、VLANマネージャでVLANを作成すること
を推奨します。また、それらのVLANがアップ
リンクイーサネットモードで両方のファブリッ

クインターコネクトにアクセスできるようにす

るために、共通/グローバルコンフィギュレー
ションを使用することを推奨します。
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目的コマンドまたはアクション

VLANの設定, （255ページ）を参照してくださ
い。

このステップが完了した場合、それらの VLAN
のトラフィックは、割り当てられたポート、ポー

分離 L2ネットワークの VLANに目
的のポートまたはポートチャネルを

割り当てます。

ステッ

プ 5   
トチャネル、またはその両方のトランクを介し

てのみ送信できます。

VLANへのポートおよびポートチャネルの割り
当て, （343ページ）

1つ以上の vNICテンプレートを使用して、また
はサービスプロファイルのネットワークオプ

vNICが適切な VLANにトラフィッ
クを送信できるようにするために、

ステッ

プ 6   
ションを設定するときに、この設定を完了でき

ます。

分離 L2ネットワークと通信する必
要があるすべてのサーバのサービス

プロファイルに、正しい LAN接続
設定を含める必要があります。

サービスプロファイルの設定,（563ページ）を
参照してください。

VLAN へのポートおよびポートチャネルの割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したVLANでイーサネットアップリンク
VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

ステップ 2   

指定されたアップリンクイーサネットポート

に指定した VLANを割り当てます。
UCS-A /eth-uplink/vlan # create
member-port fabric-interconnect
slot-id port-id

ステップ 3   

指定されたアップリンクイーサネットポート

チャネルに指定された VLANを割り当てま
す。

UCS-A /eth-uplink/vlan # create
member-port-channel
fabric-interconnect
member-port-chan-id

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。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ポートまたはポートチャネルを 1つ以上の
VLANに割り当てると、他のすべての VLAN
から削除されます。

次の例は、ファブリックインターコネクトAのVLAN100というネームドVLANにアップリンク
イーサネットポートを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan VLAN100
UCS-A /eth-uplink/vlan # create member-port a 2
UCS-A /eth-uplink/vlan # create member-port a 4
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

VLAN からのポートおよびポートチャネルの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したVLANでイーサネットアップリンクVLAN
モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

ステップ 2   

指定したアップリンクイーサネットメンバポート割

り当てを VLANから削除します。
UCS-A /eth-uplink/vlan #
delete member-port
fabric-interconnect slot-id
port-id

ステップ 3   

指定したアップリンクイーサネットポートチャネル

割り当てを VLANから削除します。
UCS-A /eth-uplink/vlan #
delete member-port-channel
fabric-interconnect
member-port-chan-id

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。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

すべてのポートまたはポートチャネルイン

ターフェイスを VLANから削除すると、
VLANはデフォルトの動作に戻り、その
VLAN上のデータトラフィックはすべての
アップリンクポートとポートチャネル上で

伝送されます。このデフォルトの動作によ

り、Cisco UCSドメインでの設定に応じて、
CiscoUCSManagerでそのVLANのトラフィッ
クがドロップされることがあります。これを

避けるには、少なくとも 1つのインターフェ
イスをVLANに割り当てるか、VLANを削除
することをお勧めします。

重要

次に、ファブリックインターコネクトAのアップリンクイーサネットポート 2とMyVLANとい
う名前のVLANの間のアソシエーションを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan MyVLAN
UCS-A /eth-uplink/vlan # delete member-port a 2
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

VLAN に割り当てられたポートおよびポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定した VLANでイーサネットアップリ
ンク VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

ステップ 2   

指定した VLANに割り当てられているメ
ンバーポートを示します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # show
member-port [detail | expand]

ステップ 3   

指定した VLANに割り当てられているメ
ンバポートチャネルを表示します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # show
member-port-channel [detail |
expand]

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。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   
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次に、MyVLANという名前の VLANに割り当てられているアップリンクイーサネットポートの
詳細を表示する例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan MyVLAN
UCS-A /eth-uplink/vlan # show member-port detail
Member Port:

Fabric ID: A
Slot ID: 1
Port ID: 2
Mark Native Vlan: No

UCS-A /eth-uplink/vlan #
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第 IV 部

ストレージ設定
• ネームド VSANの設定, 349 ページ

• SANピングループの設定, 363 ページ

• WWNプールの設定, 367 ページ

• ストレージ関連ポリシーの設定, 373 ページ

• ファイバチャネルゾーン分割の設定, 393 ページ





第 22 章

ネームド VSAN の設定

この章は、次の項で構成されています。

• ネームド VSAN, 349 ページ

• ネームド VSANのファイバチャネルアップリンクトランキング, 350 ページ

• VSANに関するガイドラインおよび推奨事項, 350 ページ

• 両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルアップリンクモード）, 352 ページ

• 両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルストレージモード）, 354 ページ

• 1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルアップリンクモード）, 355 ページ

• 1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルストレージモード）, 357 ページ

• ネームド VSANの削除, 358 ページ

• ネームド VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDの変更, 359 ページ

• ストレージ VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDの変更, 360 ページ

• ファイバチャネルアップリンクのトランキングのイネーブル化またはディセーブル化, 360
ページ

ネームド VSAN
ネームド VSANは、所定の外部 SANへの接続を作成します。 VSANは、ブロードキャストトラ
フィックを含む、その外部 SANへのトラフィックを切り離します。 1つのネームド VSANのト
ラフィックは、別のネームド VSANにトラフィックが存在していることを認識しますが、そのト
ラフィックの読み取りまたはアクセスはできません。
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ネームドVLANと同様、VSAN ID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VSAN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 SAN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 VSAN IDを使用して、複数のネームド VSANを作成でき
ます。

クラスタ構成内のネームド VSAN

クラスタ構成では、1つのファブリックインターコネクトのファイバチャネルアップリンクポー
ト、または両方のファブリックインターコネクトのファイバチャネルアップリンクポートにア

クセスできるように、ネームド VSANを設定できます。

ネームド VSAN と FCoE VLAN ID

それぞれのネームドVSANに FCoEVLAN IDを設定する必要があります。このプロパティによっ
て、VSANとそのファイバチャネルパケットの送信に使用する VLANを指定します。

Cisco UCS CNAM72KR-Qや Cisco UCS CNAM72KR-Eなどの FIP対応統合型ネットワークアダプ
タの場合は、FCoEVLANIDのネイティブVLANではないネームドVLANを使ってネームドVSAN
を設定する必要があります。この設定により、FCoEトラフィックが確実にこれらのアダプタを
通過できるようになります。

次の設定例では、ファブリック Aにマッピングされた vHBAと vNICを含むサービスプロファイ
ルが、FIP対応の統合型ネットワークアダプタに関連付けられます。

• vNICは VLAN 10を使用するように設定されています。

• VLAN 10は、vNICのネイティブ VLANとして指定されています。

• vHBAは VSAN 2を使用するように設定されています。

•したがって、VLAN 10を FCoE VLAN IDとして VSAN 2に設定することはできません。
VSAN 2はファブリック Aに設定されている他の VLANにマッピングできます。

ネームド VSAN のファイバチャネルアップリンクトランキング
各ファブリックインターコネクトのネームド VSANにファイバチャネルアップリンクトランキ
ングを設定できます。ファブリックインターコネクトのトランキングをイネーブルにすると、そ

のファブリックインターコネクトのすべてのファイバチャネルアップリンクポートで、Cisco
UCSドメインのすべてのネームド VSANが許可されます。

VSAN に関するガイドラインおよび推奨事項
次のガイドラインと推奨事項は、ストレージVSANを含め、すべてのネームドVSANに適用され
ます。
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VSAN 4079 は予約済み VSAN ID です。

VSANを 4079に設定しないでください。この VSANは予約されており、FCスイッチモードや
FCエンドホストモードでは使用できません。

ID 4079でネームドVSANを作成すると、Cisco UCSManagerはそのVSANをエラーと見なし、障
害を生成します。

FC スイッチモードのネームド VSAN 用に予約された VSAN 範囲

Cisco UCSドメイン FCスイッチモードを使用する予定の場合は、IDが 3040～ 4078の範囲にあ
る VSANを設定しないでください。

ファブリックインターコネクトが FCスイッチモードで動作するように設定されている場合、そ
の範囲内の VSANは動作しません。 Cisco UCS Managerはその VSANをエラーと見なし、障害を
生成します。

FC エンドホストモードのネームド VSAN 用に予約された VSAN 範囲

Cisco UCSドメイン FCエンドホストモードを使用する予定の場合は、IDが 3840～ 4079の範囲
にある VSANを設定しないでください。

Cisco UCSドメイン内に次の状況が存在する場合、その範囲内の VSANは動作しません。

•ファブリックインターコネクトが FCエンドホストモードで動作するように設定されてい
る。

• Cisco UCSドメインにファイバチャネルトランキングまたは SANポートチャネルが設定さ
れている。

これらの設定が存在する場合、Cisco UCS Managerは次の操作を実行します。

1 3840～ 4079の IDを持つすべての VSANを使用不能にします。

2 動作しない VSANに対して障害を生成します。

3 デフォルトの VSANにすべての非動作 VSANを転送します。

4 非動作 VSANに関連付けられたすべての vHBAをデフォルトの VSANに転送します。

ファイバチャネルトランキングを無効にして、既存の SANポートチャネルのいずれかを削除す
ると、Cisco UCS Managerは 3840～ 4078の範囲の VSANを動作状態に戻し、関連付けられてい
る vHBAをそれらの VSANに復元します。

FC スイッチモードのネームド VSAN ID の範囲に関する制約事項

Cisco UCSドメインで FCスイッチモードの使用を計画している場合は、3040～ 4078の範囲に
VSANを設定しないでください。

FCスイッチモードで動作するファブリックインターコネクトがアップストリームスイッチとし
てMDSに接続されている場合、Cisco UCS Managerで 3040～ 4078の範囲に設定され、ポート
VSANとして割り当てられた VSANは、MDSで作成できません。この設定では、ポート VSAN
の不一致が発生する可能性があります。
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FCoE VLAN ID に関するガイドライン

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

（注）

VLAN 4048はユーザが設定可能です。ただし、Cisco UCS Managerでは、VLAN 4048が次のデ
フォルト値に使用されます。 4048を VLANに割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要
があります。

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEストレージポートのネイティブVLAN
は、デフォルトで VLAN 4048を使用します。デフォルト FCoE VSANが、アップグレード
前に VLAN 1を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていない VLAN
IDに変更する必要があります。たとえば、デフォルトを 4049に変更することを検討します
（その VLAN IDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォルト VSAN用の FCoE VLANは、デ
フォルトで VLAN 4048を使用します。 FCoEストレージポートネイティブ VLANは VLAN
4049を使用します。

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN
の作成（ファイバチャネルアップリンクモード）

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

（注）

手順

目的コマンドまたはアク

ション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定された VSANを作成し、VSANの名前、VSAN IDおよ
び FCoE VLAN IDを指定し、ファイバチャネルアップリン
ク VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink #
create vsan vsan-name
vsan-id fcoe-id

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアク

ション

• CiscoUCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEス
トレージポートのネイティブ VLANは、デフォルトで
VLAN4048を使用します。デフォルトFCoEVSANが、
アップグレード前にVLAN1を使用するように設定され
ていた場合は、使用または予約されていない VLAN ID
に変更する必要があります。たとえば、デフォルトを

4049に変更することを検討します（そのVLAN IDが使
用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォ
ルト VSAN用の FCoE VLANは、デフォルトで VLAN
4048を使用します。 FCoEストレージポートネイティ
ブ VLANは VLAN 4049を使用します。

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分割
を設定します。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
set fc-zoning {disabled |
enabled}

ステップ 3   

• [disabled]：アップストリームスイッチがファイバチャ
ネルゾーン分割を設定および制御します。または、ファ

イバチャネルゾーン分割がこの VSANで実行されませ
ん。

• [enabled]：Cisco UCSManagerがファイバチャネルゾー
ン分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /fc-uplink/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、両方のファブリックインターコネクト用のネームド VSANを作成し、VSANに
accountingという名前を付け、VSAN ID 2112を割り当て、FCoE VLAN ID 4021を割り当て、Cisco
UCS Manager-basedファイバチャネルゾーン分割について VSANをイネーブルにし、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink* # create vsan accounting 2112 4021
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/vsan #
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両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN
の作成（ファイバチャネルストレージモード）

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

（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファイバチャネルストレージモードを開始します。UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定された VSANを作成し、VSANの名前、VSAN IDお
よびFCoEVLANIDを指定し、ファイバチャネルストレー
ジ VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-storage # create
vsan vsan-name vsan-id
fcoe-id

ステップ 2   

• CiscoUCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoE
ストレージポートのネイティブ VLANは、デフォル
トで VLAN 4048を使用します。デフォルト FCoE
VSANが、アップグレード前にVLAN1を使用するよ
うに設定されていた場合は、使用または予約されてい

ない VLAN IDに変更する必要があります。たとえ
ば、デフォルトを 4049に変更することを検討します
（その VLAN IDが使用されていない場合）。

• CiscoUCSリリース2.0の新規インストール後：デフォ
ルトVSAN用のFCoEVLANは、デフォルトでVLAN
4048を使用します。 FCoEストレージポートネイ
ティブ VLANは VLAN 4049を使用します。

メンバポートを作成し、ポートタイプ、ファブリック、

スロット IDおよびポート IDかを指定します。
UCS-A /fc-storage/vsan #
create member-port {fc |
fcoe} {a | b} slot-id port-id

ステップ 3   

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分
割を設定します。

UCS-A /fc-storage/vsan #
set fc-zoning {disabled |
enabled}

ステップ 4   

• [disabled]：アップストリームスイッチがファイバチャ
ネルゾーン分割を設定および制御します。または、

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
354 OL-31133-02   

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバチャネルスト
レージモード）



目的コマンドまたはアクショ

ン

ファイバチャネルゾーン分割がこのVSANで実行さ
れません。

• [enabled]：Cisco UCS Managerがファイバチャネル
ゾーン分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /fc-storage/vsan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、ネームド VSANを作成し、VSANに financeという名前を付け、VSAN ID 3955を割
り当て、FCoE VLAN ID 4021を割り当て、メンバポートを作成してメンバポート A、スロット 1
ポート 40に割り当て、Cisco UCS Manager-basedファイバチャネルゾーン分割について VSANを
イネーブルにし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage/ # create VSAN finance 3955 4021
UCS-A /fc-storage/vsan # create member-port fcoe a 1 40
UCS-A /fc-storage/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN
の作成（ファイバチャネルアップリンクモード）

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

（注）

手順

目的コマンドまたはアク

ション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクト（Aまたは B）の
ファイバチャネルアップリンクファブリックインターコ

ネクトモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアク

ション

指定されたVSANを作成し、VSANの名前、VSAN IDおよ
び FCoEVLAN IDを指定し、ファイバチャネルアップリン
ク VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric #
create vsan vsan-name
vsan-id fcoe-id

ステップ 3   

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoE
ストレージポートのネイティブVLANは、デフォルト
でVLAN 4048を使用します。デフォルト FCoE VSAN
が、アップグレード前に VLAN 1を使用するように設
定されていた場合は、使用または予約されていない

VLAN IDに変更する必要があります。たとえば、デ
フォルトを 4049に変更することを検討します（その
VLAN IDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォ
ルト VSAN用の FCoE VLANは、デフォルトで VLAN
4048を使用します。FCoEストレージポートネイティ
ブ VLANは VLAN 4049を使用します。

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分割
を設定します。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
set fc-zoning {disabled |
enabled}

ステップ 4   

• [disabled]：アップストリームスイッチがファイバチャ
ネルゾーン分割を設定および制御します。または、

ファイバチャネルゾーン分割がこの VSANで実行さ
れません。

• [enabled]：CiscoUCSManagerがファイバチャネルゾー
ン分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/fc-uplink/fabric/vsan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、ファブリックインターコネクト A用のネームド VSANを作成し、VSANに finance
という名前を付け、VSAN ID 3955を割り当て、FCoE VLAN ID 2221を割り当て、Cisco UCS
Manager-basedファイバチャネルゾーン分割について VSANをイネーブルにし、トランザクショ
ンをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create vsan finance 3955 2221
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
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1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN
の作成（ファイバチャネルストレージモード）

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

（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファイバチャネルストレージモードを開始します。UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックインターコネクトのファイバチャ

ネルストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   

指定されたVSANを作成し、VSANの名前、VSANIDお
よび FCoE VLAN IDを指定し、ファイバチャネルスト
レージ VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-storage/fabric #
create vsan vsan-name
vsan-id fcoe-id

ステップ 3   

• CiscoUCSリリース2.0へのアップグレード後：FCoE
ストレージポートのネイティブ VLANは、デフォ
ルトでVLAN4048を使用します。デフォルトFCoE
VSANが、アップグレード前にVLAN 1を使用する
ように設定されていた場合は、使用または予約され

ていない VLAN IDに変更する必要があります。た
とえば、デフォルトを 4049に変更することを検討
します（そのVLANIDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デ
フォルトVSAN用の FCoEVLANは、デフォルトで
VLAN 4048を使用します。 FCoEストレージポー
トネイティブVLANはVLAN 4049を使用します。

指定された VSANのメンバポートを作成します。UCS-A
/fc-storage/fabric/vsan #

ステップ 4   

create member-port {fc |
fcoe} {a | b} slot-id port-id
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目的コマンドまたはアクショ

ン

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分
割を設定します。

UCS-A /fc-storage/vsan # set
fc-zoning {disabled |
enabled}

ステップ 5   

• [disabled]：アップストリームスイッチがファイバ
チャネルゾーン分割を設定および制御します。また

は、ファイバチャネルゾーン分割がこの VSANで
実行されません。

• [enabled]：Cisco UCS Managerがファイバチャネル
ゾーン分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/fc-storage/fabric/vsan #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、ファブリック Aにネームド VSANを作成し、VSANに financeという名前を付け、
VSANID3955を割り当て、FCoEVLANID2221を割り当て、メンバポートを作成してメンバポー
ト A、スロット 1ポート 40に割り当て、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage/ # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric # create VSAN finance 3955 2221
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan # create member-port a 1 40
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan/member-port #

ネームド VSANの削除
Cisco UCSManagerに、削除するVSANと同じVSAN IDを持つネームドVLANが含まれている場
合、この IDを持つネームド VSANがすべて削除されるまで、この VSANはファブリックイン
ターコネクト設定から削除されません。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定されたネームド VSANを削除しま
す。

UCS-A /fc-uplink # delete vsan
vsan-name

ステップ 2   
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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。

UCS-A /fc-uplink # commit-bufferステップ 3   

次に、ネームド VSANを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # delete vsan finance
UCS-A /fc-uplink* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #

ネームド VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変更

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

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定されたネームドVSANのVSANモード
が開始されます。

UCS-A /fc-uplink # scope vsan
vsan-name

ステップ 2   

ファイバチャネル接続に使用される VLAN
に割り当てられた固有識別情報を設定しま

す。

UCS-A /fc-uplink/vsan # set
fcoe-vlan fcoe-vlan-id

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、financeというネームド VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDを 4000に変更
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fcoe-vlan 4000
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/vsan #
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ストレージ VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変更

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

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

ファイバチャネル接続に使用されるVLAN
に割り当てられた固有識別情報を設定しま

す。

UCS-A /fc-storage # set
fcoe-storage-native-vlan fcoe-id

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-storage # commit-bufferステップ 3   

次の例は、financeというストレージ VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDを 4000に変更
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # set fcoe-storage-native-vlan 4000
UCS-A /fc-storage* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage #

ファイバチャネルアップリンクのトランキングのイネーブル化また

はディセーブル化

ファブリックインターコネクトがファイバチャネルエンドホストモードに設定されている場

合、ファイバチャネルアップリンクトランキングを有効にすると、IDが 3840～ 4079の範囲
にあるすべての VSANが動作不能になります。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a |
b }

ステップ 2   

アップリンクのトランキングをイネーブル

またはディセーブルにします。

UCS-A /fc-uplink/fabric # set
uplink-trunking {enabled | disabled
}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのファイバチャネルアップリンクのトランキングをイネーブルにし、ト
ランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # set uplink-trunking enabled
UCS-A /fc-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric #
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第 23 章

SAN ピングループの設定

この章は、次の項で構成されています。

• SANピングループ, 363 ページ

• SANピングループの設定, 364 ページ

• FCoEピングループの設定, 365 ページ

SAN ピングループ
Cisco UCSでは、SANピングループを使用して、サーバ上の vHBAからのファイバチャネルト
ラフィックがファブリックインターコネクト上のアップリンクファイバチャネルポートへピン

接続されます。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できます。

ファイバチャネルスイッチモードでは、SANピングループは不適切です。既存の SANピン
グループはすべて無視されます。

（注）

ピン接続をサーバに設定するには、SANピングループを vHBAポリシーに含める必要がありま
す。その後、vHBAポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービスプロファイルに取り込ま
れます。vHBAからのすべてのトラフィックは、I/Oモジュールを経由して、指定されたアップリ
ンクファイバチャネルへ移動します。

同じピングループを複数の vHBAポリシーに割り当てられます。したがって、vHBAごとに手動
でトラフィックをピン接続する必要はありません。

既存の SANピングループのターゲットインターフェイスを変更すると、そのピングループ
を使用するすべての vHBAのトラフィックが中断されます。ファイバチャネルプロトコルで
トラフィックを再びピン接続するために、ファブリックインターコネクトからログインとロ

グアウトが実行されます。

重要
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SAN ピングループの設定
2つのファブリックインターコネクトを持つシステムでピングループとの関連付けができるのは
のは、1つのファブリックインターコネクト、または両方のファブリックインターコネクトだけ
です。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

ファイバチャネル（SAN）のピングループを指
定された名前で作成し、ファイバチャネルアッ

プリンクのピングループモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # create
pin-group pin-group-name

ステップ 2   

（任意）

ピングループに説明を加えます。

UCS-A /fc-uplink/pin-group # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

（任意）

指定したファブリックとポートにファイバチャ

ネルピンターゲットを設定します。

UCS-A /fc-uplink/pin-group # set
target {a | b | dual} port slot-num
/ port-num

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。

UCS-A /fc-uplink/pin-group #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、fcpingroup12という名前のSANピングループを作成し、ピングループに説明を加え、
スロット 2のポート 1にピングループのターゲットを設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # create pin-group fcpingroup12
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # set descr "This is my pin group #12"
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # set target a port 2/1
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/pin-group #

次の作業

ピングループを vHBAテンプレートに含めます。
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FCoE ピングループの設定
FCoEピングループを作成して、ピングループターゲットとして FCoEアップリンクポートを指
定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

FCoEピングループを指定された名前で作
成し、FCoEアップリンクのピングループ
モードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # create pin-group
fcoepingroup

ステップ 2   

このピングループのターゲットとしてFCoE
ポート 1/8を設定します。

UCS-A /fc-uplink/pin-group # set
target a fcoe-port 1/8

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/pin-group #
commit-buffer

ステップ 4   

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # create pin-group fcoepingroup
UCS-A /fc-uplink/pin-group* #set target a fcoe-port 1/8
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/pin-group #

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 365

FCoE ピングループの設定



   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
366 OL-31133-02   

FCoE ピングループの設定



第 24 章

WWN プールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• WWNプール, 367 ページ

• WWNプールの作成, 368 ページ

• WWNプールの削除, 371 ページ

WWN プール
ワールドワイド名（WWN）のプールは、Cisco UCSドメイン内のファイバチャネル vHBAで使
用されるWWNの集合です。次の独立したプールを作成します。

• vHBAに割り当てられるWWノード名

• vHBAに割り当てられるWWポート名

• WWノード名とWWポート名の両方

WWNプールは、20:00:00:00:00:00:00:00～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内のWWNNまたはWWPNだけを含
めることができます。その他のWWN範囲はすべて予約されています。 SANファブリックで
Cisco UCS WWNNとWWPNを確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXのWWNプレフィックスを使用することをお勧めします

重要

サービスプロファイルでWWN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
たサーバで使用されるWWNを手動で設定する必要はありません。複数のテナントを実装するシ
ステムでは、WWNプールを使用して、各組織で使用されるWWNを制御できます。

WWNをブロック単位でプールに割り当てます。
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WWNN プール

WWNNプールは、WWノード名だけを含むWWNプールです。サービスプロファイルにWWNN
プールを含めると、関連付けられているサーバにそのプールからWWNNが割り当てられます。

WWPN プール

WWPNプールは、WWポート名だけを含むWWNプールです。サービスプロファイルにWWPN
のプールを含めると、関連付けられているサーバの各vHBAのポートに、そのプールからWWPN
が割り当てられます。

WWxN プール

WWxNプールは、WWノード名とWWポート名の両方を含むWWNプールです。ノードごとに
WWxNプールで作成されるポート数を指定できます。プールサイズは、ports-per-node+ 1の倍数
である必要があります。たとえば、ノードごとに 7つのポートを指定する場合、プールサイズは
8の倍数である必要があります。ノードごとに 63のポートを指定する場合、プールサイズは 64
の倍数である必要があります。

WWNNまたはWWPNプールを選択するたびにWWxNプールを使用できます。WWxNプールを
割り当てるには、その前にWWxNプールを作成する必要があります。

• WWNNプールの場合、WWxNプールは [WWNN Assignment]ドロップダウンリストにオプ
ションとして表示されます。

• WWPNプールの場合は、[WWPN Assignment]ドロップダウンリストから [Derived]を選択し
ます。

WWN プールの作成

WWNプールは、20:00:00:00:00:00:00:00～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内のWWNNまたはWWPNだけを含
めることができます。その他のWWN範囲はすべて予約されています。 SANファブリックで
Cisco UCS WWNNとWWPNを確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXのWWNプレフィックスを使用することをお勧めします

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameとして /を入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定された名前と目的でWWNプールを作成し、組織
WWNプールモードを開始します。次のいずれかに
なります。

UCS-A /org # create wwn-pool
wwn-pool-name
{node-and-port-wwn-assignment
| node-wwn-assignment |
port-wwn-assignment}

ステッ

プ 2   

• node-and-port-wwn-assignment：ワールドワイド
ノード名（WWNN）およびワールドワイドポー
ト名（WWPN）の両方を含むWWxNプールを作
成します。

• node-wwn-assignment：WWNNのみを含む
WWNNプールを作成します。

• port-wwn-assignment：WWPNのみを含むWWPN
プールを作成します。

この名前には、1～32文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ

ジェクトが保存された後で、この名前を変更すること

はできません。

（任意）

WWNプールの説明を記入します。
UCS-A /org/wwn-pool # set descr
description

ステッ

プ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/wwn-pool # set
assignmentorder {default |
sequential}

ステッ

プ 4   • [default]：CiscoUCSManagerはプールからランダ
ム IDを選択します。

• [sequential]：Cisco UCS Managerはプールから最
も小さい使用可能 IDを選択します。

WWxNプールの場合、このプール内の各ノード名に
割り当てることができるポートの最大数。デフォル

ト値は 3-ports-per-nodeです。

UCS-A /org/wwn-pool # set
max-ports-per-node
{15-ports-per-node |
3-ports-per-node |

ステッ

プ 5   

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 369

WWN プールの作成



目的コマンドまたはアクション

WWxNプールのプールサイズは、ノードご
とのポートに 1を加えた数の倍数である必
要があります。たとえば、7-ports-per-node
を指定する場合、プールサイズは 8の倍数
である必要があります。 63-ports-per-node
を指定する場合、プールサイズは 64の倍
数である必要があります。

（注）31-ports-per-node |
63-ports-per-node |
7-ports-per-node}

WWNブロック（範囲）を作成し、組織WWNプール
ブロックモードを開始します。アドレス範囲の最初

UCS-A /org/wwn-pool # create
block first-wwn last-wwn

ステッ

プ 6   
と最後のWWNを nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn形式で指定
する必要があります。WWN間はスペースで区切りま
す。

WWNプールには、複数のWWNブロック
を含めることができます。複数のWWNブ
ロックを作成するには、組織WWNプール
モードから複数の create blockコマンドを入
力します。

（注）

組織WWNプールブロックモードを終了します。UCS-A /org/wwn-pool/block # exitステッ

プ 7   

WWNNまたはWWPNプール用の単一イニシエータ
を作成し、組織WWNプールイニシエータモードを

UCS-A /org/wwn-pool # create
initiator wwn wwn

ステッ

プ 8   
開始します。イニシエータを nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn
形式を使用して指定する必要があります。

WWNNまたはWWPNプールは複数のイニ
シエータを含むことができます。複数のイ

ニシエータを作成するには、組織WWNプー
ルモードから複数の create initiatorコマン
ドを入力します。

（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。

UCS-A /org/wwn-pool/initiator #
commit-buffer

ステッ

プ 9   

次に、sanpoolという名前のWWNNプールを作成し、プールの説明を記入し、プールに使用され
るWWNとイニシエータのブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create wwn-pool sanpool node-wwn-assignment
UCS-A /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWNN pool"
UCS-A /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:01
UCS-A /org/wwn-pool/block* # exit
UCS-A /org/wwn-pool* # create initiator 23:00:00:05:AD:1E:02:00
UCS-A /org/wwn-pool/initiator* # commit-buffer
UCS-A /org/wwn-pool/initiator #
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次に、sanpoolという名前のWWxNプールを作成し、プールの説明を記入し、ノードあたりのポー
ト数を7を指定し、プールに使用される8個のWWNからなるブロックを指定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create wwn-pool sanpool node-and-port-wwn-assignment
UCS-A /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWxN pool"
UCS-A /org/wwn-pool* # set max-ports-per-node 7-ports-per-node
UCS-A /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:08
UCS-A /org/wwn-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/wwn-pool/block #

次の作業

• WWPNプールを vHBAテンプレートに含めます。

• WWNNプールをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

• WWxNプールをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

WWN プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCSManagerは、でそのプールの vNICまたは vHBAに割り当てら
れたアドレスを再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次

のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたWWNプールを削除します。UCS-A /org # delete wwn-pool
pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、pool4という名前のWWNプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete wwn-pool pool4
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UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 25 章

ストレージ関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• vHBAテンプレートの設定, 373 ページ

• ファイバチャネルアダプタポリシーの設定, 376 ページ

• デフォルトの vHBA動作ポリシーの設定, 379 ページ

• SAN接続ポリシーの設定, 380 ページ

vHBA テンプレートの設定

vHBA テンプレート
このテンプレートは、サーバ上の vHBAと SANの接続方法を定義するポリシーです。これは、
vHBA SAN接続テンプレートとも呼ばれます。

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。

vHBA テンプレートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードに入るには、「/」を org-nameとして入
力します

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

vHBAテンプレートを作成し、組織 vHBAテンプ
レートモードを開始します。

UCS-A /org # create
vhba-templ vhba-templ-name
[fabric {a | b}] [fc-if vsan-name]

ステップ 2   

（任意）

vHBAテンプレートの説明を指定します。
UCS-A /org/vhba-templ # set
descr description

ステップ 3   

（任意）

vHBAに使用するファブリックを指定します。ス
テップ 2で vHBAテンプレートを作成したときに

UCS-A /org/vhba-templ # set
fabric {a | b}

ステップ 4   

ファイブリックを指定しなかった場合、このコマン

ドでファブリックを指定するオプションを使用でき

ます。

（任意）

vHBAテンプレートに使用する（VSANという名前
の）ファイバチャネルインターフェイスを指定し

UCS-A /org/vhba-templ # set
fc-if vsan-name

ステップ 5   

ます。ステップ 2で vHBAテンプレートを作成し
たときにファイバチャネルインターフェイスを指

定しなかった場合、このコマンドでファイバチャ

ネルインターフェイスを指定するオプションを使

用できます。

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）を指定しま

す。

UCS-A /org/vhba-templ # set
max-field-size size-num

ステップ 6   

vHBAテンプレートに対し使用するピングループを
指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
pin-group group-name

ステップ 7   

vHBAテンプレートに対し使用するQoSポリシーを
指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
qos-policy mac-pool-name

ステップ 8   

vHBAテンプレートに対し使用するサーバおよび
サーバコンポーネント統計情報しきい値ポリシー

を指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
stats-policy policy-name

ステップ 9   

vHBAテンプレートのアップデートタイプを指定し
ます。テンプレートのアップデート時にこのテン

UCS-A /org/vhba-templ # set
type {initial-template |
updating-template}

ステップ 10   

プレートから作成されたvHBAインスタンスが自動
的にアップデートされないようにする場合は、

initial-templateキーワードを使用します。それ以外
の場合は、vHBAテンプレートのアップデート時に
すべてのvHBAインスタンスがアップデートされる
ようにするために updating-templateキーワードを
使用します。
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目的コマンドまたはアクション

vHBAテンプレートに対し使用するWWPNプール
を指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
wwpn-pool pool-name

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/vhba-templ #
commit-buffer

ステップ 12   

次に、vHBAテンプレートを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create vhba template VhbaTempFoo
UCS-A /org/vhba-templ* # set descr "This is a vHBA template example."
UCS-A /org/vhba-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vhba-templ* # set fc-if accounting
UCS-A /org/vhba-templ* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/vhba-templ* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/vhba-templ* # set qos-policy policy34foo
UCS-A /org/vhba-templ* # set stats-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/vhba-templ* # set type updating-template
UCS-A /org/vhba-templ* # set wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/vhba-templ* # commit-buffer
UCS-A /org/vhba-templ #

vHBA テンプレートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したvHBAテンプレートを削除します。UCS-A /org # delete vhba-templ
vhba-templ-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、VhbaTempFooという名前の vHBAテンプレートを削除し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vhba template VhbaTempFoo
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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ファイバチャネルアダプタポリシーの設定

イーサネットおよびファイバチャネルアダプタポリシー

このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制

御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。

•キュー

•割り込み処理

•パフォーマンス拡張

• RSSハッシュ

• 2つのファブリックインターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー

ファイバチャネルアダプタポリシーの場合、Cisco UCS Managerで表示される値が QLogic
SANsurferなどのアプリケーションで表示される値と一致しないことがあります。たとえば、
次の値は、SANsurferと Cisco UCS Managerで明らかに異なる場合があります。

（注）

•ターゲットごとの最大 LUN：SANsurferの最大 LUNは 256であり、この数値を超える値
は表示されません。 Cisco UCS Managerでサポートされている最大 LUN数はこれよりも
大きくなっています。

•リンクダウンタイムアウト：SANsurferでは、リンクダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。CiscoUCSManagerでは、この値をミリ秒で設定します。したがっ
て、Cisco UCS Managerで 5500ミリ秒と設定された値は、SANsurferでは 5秒として表示
されます。

•最大データフィールドサイズ：SANsurferで許可される値は 512、1024、および 2048で
す。 Cisco UCS Managerでは、あらゆるサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Managerで 900と設定された値は、SANsurferでは 512として表示されます。

オペレーティングシステム固有のアダプタポリシー

デフォルトでは、Cisco UCSは、イーサネットアダプタポリシーとファイバチャネルアダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー

ティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこれらの

ポリシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求し

ます。ベンダーが提供しているサポートリストで必須設定の詳細を確認できます。
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該当するオペレーティングシステムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま

す。シスコのテクニカルサポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し

ないでください。

ただし、（デフォルトのWindowsのアダプタポリシーを使用する代わりに）Windows OSの
イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次の式を使用してWindowsで動作する値
を計算します。

重要

完了キュー =送信キュー +受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2)以上である 2のべき乗の最小値

たとえば、送信キューが 1で受信キューが 8の場合、

完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2)以上の 2のべき乗の最小値 = 16

ファイバチャネルアダプタポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたファイバチャネルアダプタポ

リシーを作成し、組織ファイバチャネル

ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create fc-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/fc-policy # set descr
description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、ま

たは句読点が含まれている場合、

説明を引用符で括る必要があり

ます。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）

（任意）

ファイバチャネルエラー回復を設定しま

す。

UCS-A /org/fc-policy # set
error-recovery {fcp-error-recovery
{disabled | enabled} |
link-down-timeout timeout-msec |

ステップ 4   

port-down-io-retry-count retry-count |
port-down-timeout timeout-msec}
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ドライバ割り込みモードを設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set interrupt
mode {intx |msi |msi-x}}

ステップ 5   

（任意）

ファイバチャネルポートを設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set port
{io-throttle-count throttle-count |
max-luns max-num}

ステップ 6   

（任意）

ファイバチャネルポートのファブリック

ログイン（FLOGI）を設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set port-f-logi
{retries retry-count | timeout
timeout-msec}

ステップ 7   

（任意）

ファイバチャネルのポートツーポートロ

グイン（PLOGI）を設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set port-p-logi
{retries retry-count | timeout
timeout-msec}

ステップ 8   

（任意）

ファイバチャネルの受信キューを設定しま

す。

UCS-A /org/fc-policy # set recv-queue
{count count | ring-size size-num}

ステップ 9   

（任意）

ファイバチャネルの SCSI I/Oを設定しま
す。

UCS-A /org/fc-policy # set scsi-io
{count count | ring-size size-num}

ステップ 10   

（任意）

ファイバチャネルの送信キューを設定しま

す。

UCS-A /org/fc-policy # set trans-queue
ring-size size-num}

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/fc-policy # commit-bufferステップ 12   

次の例は、ファイバチャネルアダプタポリシーを設定し、トランザクションをコミットます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create fc-policy FcPolicy42
UCS-A /org/fc-policy* # set descr "This is a Fibre Channel adapter policy example."
UCS-A /org/fc-policy* # set error-recovery error-detect-timeout 2500
UCS-A /org/fc-policy* # set port max-luns 4
UCS-A /org/fc-policy* # set port-f-logi retries 250
UCS-A /org/fc-policy* # set port-p-logi timeout 5000
UCS-A /org/fc-policy* # set recv-queue count 1
UCS-A /org/fc-policy* # set scsi-io ring-size 256
UCS-A /org/fc-policy* # set trans-queue ring-size 256
UCS-A /org/fc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/fc-policy #
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ファイバチャネルアダプタポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」をorg-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたファイバチャネルアダプタポリ

シーを削除します。

UCS-A /org # delete fc-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、FcPolicy42という名前のファイバチャネルアダプタポリシーを削除し、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete fc-policy FcPolicy42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

デフォルトの vHBA 動作ポリシーの設定

デフォルトの vHBA 動作ポリシー
デフォルトの vHBA動作ポリシーにより、サービスプロファイルに対する vHBAの作成方法を設
定できます。 vHBA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 vHBA動作ポリシーを設定して、vHBA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]：Cisco UCS Managerは、サービスプロファイルにデフォルトの vHBAを作成しませ
ん。すべての vHBA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 vHBAを必要とし、何も明示的に定義されていない
場合、CiscoUCSManagerはサービスプロファイルに関連付けられている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 vHBAを作成します。

vHBAのデフォルト動作ポリシーを指定しない場合、[none]がデフォルトで使用されます。（注）
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デフォルトの vHBA 動作ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

デフォルトの vHBA動作ポリシーモードを開始しま
す。

UCS-A/org # scope
vhba-beh-policy

ステップ 2   

デフォルトの vHBA動作ポリシーを指定します。次の
いずれかになります。

UCS-A/org/vhba-beh-policy
# set action {hw-inherit
[template_name name] |
none}

ステップ 3   

• [hw-inherit]：サービスプロファイルに vHBAが必
要であるときに、いずれも明示的に定義されてい

ない場合、CiscoUCSManager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 vHBAを作成しま
す。

[hw-inherit]を指定した場合は、vHBAテンプレー
トを指定して vHBAを作成することもできます。

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

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A/org/vhba-beh-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、デフォルトの vHBA動作ポリシーを [hw-inherit]に設定する方法を示します。
UCS-A # scope org /
UCS-A/org # scope vhba-beh-policy
UCS-A/org/vhba-beh-policy # set action hw-inherit
UCS-A/org/vhba-beh-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/vhba-beh-policy #

SAN 接続ポリシーの設定

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と vHBAを識別しま
す。
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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めら

れ、複数のサーバの設定に使用される可能性があるため、接続ポリシーでは静的 IDを使用し
ないことをお勧めします。

（注）

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーを使用すると、ネットワーク権限またはストレージ権限のないユーザが、ネットワー

ク接続とストレージ接続を備えた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

を作成したり変更したりできるようになります。ただし、接続ポリシーを作成するには、適切な

ネットワーク権限とストレージ権限が必要です。

接続ポリシーの作成に必要な権限

接続ポリシーは、他のネットワークやストレージの設定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。

サービスプロファイルと接続ポリシー間の相互作用

次のいずれかの方法により、サービスプロファイルに LANおよび SANの接続を設定できます。

•サービスプロファイルで参照される LANおよび SAN接続ポリシー

•サービスプロファイルで作成されるローカル vNICおよび vHBA

•ローカル vNICおよび SAN接続ポリシー

•ローカル vHBAおよび LAN接続ポリシー

Cisco UCSでは、サービスプロファイルのローカル vNICおよび vHBA設定と接続ポリシー間の
相互排他性が維持されます。接続ポリシーとローカルに作成した vNICまたは vHBAを組み合わ
せて使用することはできません。サービスプロファイルに LAN接続ポリシーを含めると、既存
の vNIC設定がすべて消去されます。SAN接続ポリシーを含めた場合は、そのサービスプロファ
イル内の既存の vHBA設定がすべて消去されます。
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SAN 接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameとして /を入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたSAN接続ポリシーを作成を作成し、組織ネッ
トワーク制御ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
san-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊
文字とスペースは使用できません。また、オブジェクト

が保存された後で、この名前を変更することはできませ

ん。

（任意）

ポリシーに説明を追加します。どこでどのようにポリ

シーが使用されるかについての情報を含めることを推奨

します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy #
set descr policy-name

ステップ 3   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字または
スペースを使用できます。`（アクセント記号）、\（円
記号）、^（カラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり）、<（小なり）、または'（一重引用符）は使
用できません。

サーバが UUIDまたはWWNNを取得する方法を指定し
ます。次のいずれかを実行できます。

UCS-A /org/service-profile #
set identity {dynamic-uuid
{uuid | derived} |

ステップ 4   

•一意の UUIDを nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn
形式で作成する。

dynamic-wwnn {wwnn |
derived} | uuid-pool
pool-name | wwnn-pool
pool-name} •製造時にハードウェアに焼き付けられたUUIDを取

得する。

• UUIDプールを使用する。

•一意のWWNNを hh : hh : hh : hh : hh : hh
: hh : hh形式で作成する。

•製造時にハードウェアに焼き付けられたWWNNを
取得する。

• WWNNプールを使用する。
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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。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、SanConnect242という名前のSAN接続ポリシーを作成し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # set descr "SAN connectivity policy"
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # set identity wwnn-pool SanPool7
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

次の作業

この SAN接続ポリシーに 1つ以上の vHBAおよび（または）イニシエータグループを追加しま
す。

SAN 接続ポリシー用の vHBA の作成
SAN接続ポリシーの作成, （382ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameとして /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した SAN接続ポリシーの SAN接続ポリシー
モードを開始します。

UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

指定したSAN接続ポリシー用のvHBAを作成し、
vHBAモードを開始します。

UCS-A /org/san-connectivity-policy
# create vhba vhba-name [fabric
{a | b}] [fc-if fc-if-name]

ステップ 3   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用でき
ます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）は使用できま
すが、それ以外の特殊文字とスペースは使用でき

ません。また、オブジェクトが保存された後で、

この名前を変更することはできません。
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目的コマンドまたはアクション

vHBAに対し使用するアダプタポリシーを指定し
ます。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set adapter-policy policy-name

ステップ 4   

vHBAのWWPNを指定します。UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #

ステップ 5   

次のいずれかのオプションを使用してストレージ

IDを設定できます。
set identity {dynamic-wwpn
{wwpn | derived} | wwpn-pool
wwn-pool-name} •一意のWWPNを hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh形

式で作成します。

WWPNは、20:00:00:00:00:00:00:00～
20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFまたは
50:00:00:00:00:00:00:00～
5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内で指定で
きます。

WWPNに Cisco MDSファイバチャネルス
イッチと互換性を持たせる場合は、WWPN
テンプレート 20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使
用します。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWPNからWWPN取得する。

• WWNプールからWWPNを割り当てる。

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）を指定

します。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set max-field-size size-num

ステップ 6   

256～ 2112の範囲の整数を入力します。デフォ
ルトは 2048です。

vHBAの PCIスキャン順序を指定します。UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set order {order-num | unspecified}

ステップ 7   

ファイバチャネルターゲットに対する永続的な

バインディングをディセーブルまたはイネーブル

にします。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set pers-bind {disabled | enabled}

ステップ 8   

vHBAに使用する SANピングループを指定しま
す。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set pin-group group-name

ステップ 9   

vHBAに対し使用する QoSポリシーを指定しま
す。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set qos-policy policy-name

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

vHBAに使用する統計情報しきい値ポリシーを指
定します。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set stats-policy policy-name

ステップ 11   

vHBAに使用する vHBAテンプレートを指定しま
す。 vHBAに vHBAテンプレートを使用する場

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set template-name policy-name

ステップ 12   

合は、手順 4、7、および 8などの vHBAテンプ
レートに含まれていないすべての設定を完了する

必要があります。

vHBAを1つまたはすべての仮想ネットワークイ
ンターフェイス接続に割り当てます。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 13   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
commit-buffer

ステップ 14   

次の例では、SanConnect242という名前のSAN接続ポリシー用のvHBAを設定し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # create vhba vhba3 fabric a
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set identity wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set order 0
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set pers-bind enabled
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set template-name SanConnPol3
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set vcon any
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba #

次の作業

必要に応じて、SAN接続ポリシーに別の vHBAまたはイニシエータグループを追加します。そ
うでない場合は、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ポリシー

をインクルードします。
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SAN 接続ポリシーからの vHBA の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した SAN接続ポリシーの SAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

SAN接続ポリシーから指定された vHBAを
削除します。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
delete vHBA vhba-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、vHBA3という名前の vHBAを SanConnect242という名前の SAN接続ポリシーから
削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete vHBA vHBA3
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

SAN 接続ポリシー用のイニシエータグループの作成
SAN接続ポリシーの作成, （382ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の

組織モードを開

UCS-A# scope org org-nameス

テッ

プ 1   始します。ルー

ト組織モードを

開始するには、

org-nameとして /
を入力します。
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目的コマンドまたはアクション

指定した SAN接
続ポリシーの

UCS-A /org # scope san-connectivity-policy policy-nameス

テッ

プ 2   SAN接続ポリ
シーモードを開

始します。

ファイバチャネ

ルゾーン分割の

UCS-A /org/san-connectivity-policy # create initiator-group group-name fcス

テッ

プ 3   指定イニシエー

タグループを作

成し、イニシ

エータグループ

モードを開始し

ます。

この名前には、1
～ 16文字の英数
字を使用できま

す。 -（ハイフ
ン）、_（アン
ダースコア）、:
（コロン）、お

よび .（ピリオ
ド）は使用でき

ますが、それ以

外の特殊文字と

スペースは使用

できません。ま

た、オブジェク

トが保存された

後で、この名前

を変更すること

はできません。

イニシエータグ

ループの指定

UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group # create initiator vhba-nameス

テッ

プ 4   vHBAイニシエー
タを作成しま

す。

必要に応じて、

この手順を繰り

返しグループに2
番めの vHBAを
追加します。
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目的コマンドまたはアクション

SAN接続ポリ
シーに指定した

UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group # set
storage-connection-policy policy-name

ス

テッ

プ 5   ストレージ接続

ポリシーを関連

付けます。
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目的コマンドまたはアクション

この手

順は、

SAN接
続ポリ

シーに

関連付

ける既

存のス

トレー

ジ接続

ポリ

シーを

関連付

けると

仮定し

ていま

す。行

うに

は、ス

テップ

10に進
みま

す。代

わり

に、こ

のポリ

シーの

ローカ

ルスト

レージ

定義を

作成す

る場合

は、ス

テップ

6に進
みま

す。

（注）

指定したWWPN
を持つストレー

UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def #
create storage-target wwpn

ス

テッ

プ 6   ジターゲットエ

ンドポイントを
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目的コマンドまたはアクション

作成し、スト

レージターゲッ

トモードを開始

します。

ターゲットエン

ドポイントとの

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-path {a | b}

ス

テッ

プ 7   通信に使用する

ファブリックイ

ンターコネクト

を指定します。

ターゲットエン

ドポイントとの

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-vsan vsan

ス

テッ

プ 8   通信に使用する

VSANを指定しま
す。

トランザクショ

ンをシステムの

UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group # commit-bufferス

テッ

プ 9   設定にコミット

します。

次の例では、SanConnect242という名前の SAN接続ポリシーに対し 2つのイニシエータを持つ
initGroupZone1という名前のイニシエータグループを設定し、scPolicyZone1という名前のローカ
ルストレージ接続ポリシー定義を設定し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # create initiator-group initGroupZone1 fc
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # set zoning-type sist
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create storage-connection-def
scPolicyZone1
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def* # create
storage-target
20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target*
# set
target-path a
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target*
# set
target-vsan default
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group #
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次の作業

必要に応じて、SAN接続ポリシーに他のイニシエータグループまたは vHBAを追加します。そ
うでない場合は、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ポリシー

をインクルードします。

SAN 接続ポリシーからのイニシエータグループの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した SAN接続ポリシーの SAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

SAN接続ポリシーから指定されたイニシエー
タグループを削除します。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
delete initiator-group group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、initGroup3という名前のイニシエータグループを SanConnect242という名前の SAN
接続ポリシーから削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete initiator-group initGroup3
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

SAN 接続ポリシーの削除
サービスプロファイルに含まれるSAN接続ポリシーを削除する場合、すべてのvHBAをそのサー
ビスプロファイルから削除し、そのサービスプロファイルに関連付けられているサーバの SAN
データトラフィックを中断します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたSAN接続ポリシーを削除します。UCS-A /org # delete
san-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、SanConnect52という名前のSAN接続ポリシーをルート組織から削除し、トランザク
ションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete san-connectivity-policy SanConnect52
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 26 章

ファイバチャネルゾーン分割の設定

この章は、次の項で構成されています。

• ファイバチャネルゾーン分割に関する情報, 393 ページ

• Cisco UCS Managerでのファイバチャネルゾーン分割のサポート, 394 ページ

• Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分割に関するガイドラインおよび推奨
事項, 397 ページ

• Cisco UCSでのファイバチャネルのゾーン分割の設定, 397 ページ

• 両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な VSANからの管理対象外ゾーンの
削除, 398 ページ

• 1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なVSANからの管理対象外ゾーンの削
除, 399 ページ

• ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの設定, 401 ページ

ファイバチャネルゾーン分割に関する情報

ファイバチャネルゾーン分割によって、ファイバチャネルファブリックを 1つ以上のゾーンに
区切ることができます。各ゾーンでは、VSANで相互通信できるファイバチャネルイニシエー
タとファイバチャネルターゲットのセットが定義されます。ゾーン分割により、ホストとスト

レージデバイスまたはユーザグループ間のアクセス制御を設定することができます。

ゾーン分割がもたらすアクセス制御とデータトラフィック制御によって以下が可能になります。

• SANネットワークセキュリティの強化

•データの損失や破損の防止

•パフォーマンス問題の軽減
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ゾーンに関する情報

ゾーンは複数のゾーンメンバから構成されており、次のような特性を備えています。

•ゾーンのメンバ同士はアクセスできますが、異なるゾーンのメンバ同士はアクセスできませ
ん。

•ゾーンのサイズを変更できます。

•デバイスは複数のゾーンに所属できます。

• 1つの物理ファブリックに最大 8,000ゾーンを収容できます。

ゾーンセットに関する情報

各ゾーンセットは、1つまたは複数のゾーンから構成されます。ゾーンセットを使用して、ファ
イバチャネルファブリック内でアクセス制御を実行することができます。また、ゾーンセット

には次のような利点があります。

•アクティブにできるのは、常に 1つのゾーンセットだけです。

•ゾーンセット内のすべてのゾーンは、ファブリック内のスイッチ全体で単一のエンティティ
としてアクティブまたは非アクティブにできます。

• 1つのゾーンを複数のゾーンセットのメンバにできます。

•ゾーン内の各スイッチは最大 500のゾーンセットを持つことができます。

Cisco UCS Managerでのファイバチャネルゾーン分割のサポート
Cisco UCSManagerは、スイッチベースのファイバチャネルゾーン分割とCisco UCSManagerベー
スのファイバチャネルゾーン分割をサポートしています。同じ Cisco UCSドメイン内ではゾー
ン分割タイプを組み合わせて設定できません。次のゾーン分割タイプのいずれかを使って Cisco
UCSドメインを設定できます。

•ゾーン分割なし

• Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分割：この設定は、直接接続ストレー
ジとローカルゾーン分割の組み合わせです。ファイバチャネルまたは FCoEのストレージ
はファブリックインターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、Cisco UCSローカルゾー
ン分割を使用してCiscoUCSManagerで実行されます。既存のファイバチャネルまたはFCoE
のアップリンク接続を無効にする必要があります。現時点では、 Cisco UCSは、UCSローカ
ルゾーン分割機能の利用において、アクティブなファイバチャネル/FCoEアップリンク接続
をサポートしていません。

•スイッチベースのファイバチャネルゾーン分割：この設定は、直接接続ストレージとアッ
プリンクゾーン分割の組み合わせです。ファイバチャネルまたはFCoEのストレージはファ
ブリックインターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、MDSまたは Nexus 5000スイッ
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チを介して Cisco UCSドメインの外部から実行されます。この設定では、Cisco UCSドメイ
ンでのローカルゾーン分割はサポートされません。

ゾーン分割は VSAN単位で設定されます。ファブリックレベルでゾーン分割を有効にするこ
とはできません。

（注）

Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分割
Cisco UCS Managerベースのゾーン分割の場合、Cisco UCS Managerは、このタイプのゾーン分割
で設定されたすべての VSANのゾーンの作成やアクティブ化など、Cisco UCSドメインのファイ
バチャネルゾーン分割の設定を制御します。このタイプのゾーン分割は、ローカルゾーン分割、

または直接接続ストレージとローカルゾーン分割の組み合わせとも呼ばれます。

VSANがアップストリームスイッチの VSANと通信するよう設定され、ファイバチャネル
ポートまたはFCoEアップリンクポートを含んでいる場合は、CiscoUCSManagerベースのゾー
ン分割を実行できません。

（注）

サポートされているファイバチャネルゾーン分割モード

Cisco UCS Managerベースのゾーン分割は、次のタイプのゾーン分割をサポートしています。

•単一のイニシエータと単一のターゲット：Cisco UCS Managerは、vHBAとストレージポー
トの組み合わせごとに 1つのゾーンを自動作成します。各ゾーンには 2つのメンバが含まれ
ます。ゾーンの数がサポートされる最大数を超える見込みがない場合は、このタイプのゾー

ン分割を設定することをお勧めします。

•単一のイニシエータと複数のターゲット：Cisco UCSManagerは、vHBAごとに 1つゾーンを
自動作成します。ゾーンの数がサポートされている最大値に到達またはそれを超えると予想

される場合は、このタイプのゾーン分割を設定することを推奨します。

vHBA イニシエータグループ

vHBAイニシエータグループによって、サービスプロファイル内のすべての vHBAのファイバ
チャネルゾーン分割設定を決定します。 Cisco UCS Managerにはデフォルトの vHBAイニシエー
タグループが含まれていません。ゾーン内のサーバに割り当てるサービスプロファイルでvHBA
イニシエータグループを作成する必要があります。

vHBAイニシエータグループでの設定により、以下が決定されます。

•イニシエータグループに含める vHBA（vHBAイニシエータとも呼ばれる）。

•ファイバチャネルストレージ接続ポリシー。これには、関連する VSANおよびストレージ
アレイ上のファイバチャネルターゲットポートが含まれます。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 395

Cisco UCS Managerでのファイバチャネルゾーン分割のサポート



•グループに含める vHBAに対して設定するファイバチャネルゾーン分割のタイプ。

ファイバチャネルストレージ接続ポリシー

ファイバチャネルストレージ接続ポリシーには、Cisco UCS Managerベースのファイバチャネル
ゾーン分割の設定に使用される、ストレージアレイ上の一連のターゲットストレージポートが

含まれています。このポリシーは、組織またはイニシエータグループの下に作成できます。

これらのゾーン内のストレージアレイは、ファブリックインターコネクトに直接接続している必

要があります。ファイバチャネルストレージ接続ポリシーに組み込むこれらのアレイのターゲッ

トストレージポートには、ファイバチャネルストレージポートまたは FCoEストレージポート
を使用できます。ポートのWWNを使用して、ポートをポリシーに追加し、ファイバチャネル
ゾーンのポートを識別します。

Cisco UCS Managerはデフォルトのファイバチャネルストレージを作成しません。（注）

ファイバチャネルアクティブゾーンセット設定

ファイバチャネルゾーン分割が有効になっている各 VSANでは、Cisco UCS Managerは自動的に
1つのゾーンセットと複数のゾーンを設定します。ゾーンメンバーシップは、相互通信が許可さ
れたイニシエータとターゲットのセットを指定します。 Cisco UCS Managerは自動的にそのゾー
ンセットをアクティブにします。

Cisco UCS Managerは、ユーザ設定の vHBAイニシエータグループとそれらの関連したファイバ
チャネルストレージ接続ポリシーを処理し、ファイバチャネルイニシエータとターゲット間の

必要な接続を決定します。 Cisco UCS Managerは、次の情報を使用し、イニシエータとターゲッ
ト間のペアワイズゾーンメンバーシップを構築します。

• vHBAイニシエータのポートWWNは、vHBAイニシエータグループから作成されます。

•ストレージアレイのポートWWNは、ストレージ接続ポリシーから作成されます。

スイッチベースのファイバチャネルゾーン分割

スイッチベースのゾーン分割の場合、Cisco UCSドメインはアップストリームスイッチからゾー
ン分割設定を継承します。 Cisco UCS Managerでは、ゾーン分割の設定に関する情報を設定した
り表示したりできません。 VSANに対してスイッチベースのゾーン分割を適用するには、Cisco
UCS Managerでその VSANのゾーン分割を無効にする必要があります。
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Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分割に関するガ
イドラインおよび推奨事項

ファイバチャネルゾーン分割の設定を計画する際は、次のガイドラインおよび推奨事項を考慮し

てください。

ファイバチャネルスイッチングモードは Cisco UCS Manager設定用のスイッチモードでなければ
ならない

Cisco UCS Managerにファイバチャネルゾーン分割を処理させる場合は、ファブリックインター
コネクトがファイバチャネルスイッチモードである必要があります。エンドホストモードでは

ファイバチャネルゾーン分割を設定できません。

ハイアベイラビリティのために対称構成を推奨

Cisco UCSドメインが 2つのファブリックインターコネクトによるハイアベイラビリティ構成で
ある場合は、両方のファブリックインターコネクトに同一のVSANセットを設定することを推奨
します。

Cisco UCSでのファイバチャネルのゾーン分割の設定

この手順は、Cisco UCS Managerにより制御されるファイバチャネルゾーン分割に対し Cisco
UCSドメインを設定するのに必要な手順の概要を示します。次のすべてのステップを完了す
る必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

まだ完了してない場合は、CiscoUCSドメ
イン内のファブリックインターコネクト

ステップ 1   

の接続を、外付けファイバチャネルス

イッチ（MDSなど）から切り離してくだ
さい。

この機能は現在、Cisco UCS Manager GUI
では使用できません。このステップは、

Cisco UCSドメインにまだ外部ファイバ
チャネルスイッチによって管理されたゾー

ステップ 2   

Cisco UCS Manager CLIで実行する必要が
あります。

ンが含まれる場合は、これらのゾーンを

削除するために、影響を受けたすべての

VSANで clear-unmanaged-fc-zone-allコマ
ンドを実行します。
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目的コマンドまたはアクション

エンドホストモードではファイバチャネ

ルゾーン分割を設定できません。

ファイバチャネルスイッチモードの両方

のファブリックインターコネクトでファ

ステップ 3   

イバチャネルスイッチングモードを設定

します。
ファイバチャネルスイッチングモードの

設定,（70ページ）を参照してください。

ポートおよびポートチャネルの設定, （
73ページ）を参照してください。

ファイバチャネルゾーンのトラフィック

転送に必要なファイバチャネルと FCoE
ストレージポートを設定します。

ステップ 4   

クラスタ設定では、それらがファイバチャ

ネルストレージモードで両方のファブリッ

1つ以上のVSANを作成し、ファイバチャ
ネルゾーンのトラフィック転送に必要な

ステップ 5   

クインターコネクトにアクセスできるよ

うにすることを推奨します。

すべてのVSANで、ファイバチャネルの
ゾーン分割を有効にします。

ネームド VSANの設定, （349ページ）を
参照してください。

必要に応じて、この手順を実行してサービ

スプロファイルにファイバチャネルゾー

ン分割を設定することができます。

1つ以上のファイバチャネルストレージ
接続ポリシーを作成します。

ステップ 6   

ファイバチャネルストレージ接続ポリシー

の作成, （401ページ）を参照してくださ
い。

この設定を完了するには、次の手順を完了

します。

ファイバチャネルゾーン経由で通信する

必要があるサーバに対してサービスプロ

ステップ 7   

ファイルまたはサービスプロファイルテ

ンプレートにゾーン分割を設定します。
• VHBAに割り当てられた VSAN（複
数の場合あり）のゾーン分割を有効

にします。

• 1つ以上のvHBAイニシエータグルー
プを設定します。

サービスプロファイルの設定, （563ペー
ジ）を参照してください。

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な VSAN からの
管理対象外ゾーンの削除

外部ファイバチャネルスイッチを切断した後、そのスイッチによって管理されていたファイバ

チャネルゾーンがCisco UCSドメインからクリアされていない場合があります。この手順では、
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Cisco UCSドメインの各VSANからこれらのゾーンを削除して、ファイバチャネルゾーン分割を
Cisco UCSに設定できます。

はじめる前に

まだ行っていない場合は、MDSなどの外部ファイバチャネルスイッチから Cisco UCSドメイン
内のファブリックインターコネクトを切断します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクトのファイ

バチャネルアップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

指定されたネームドVSANのVSANモードが開始
されます。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
vsan vsan-name

ステップ 3   

指定されたネームドVSANからすべての管理対象
外ファイバチャネルゾーンをクリアします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
clear-unmanaged-fc-zones-all

ステップ 4   

必要に応じて、ステップ2から4を繰り返し、バッ
ファをコミットする前に、指定したファブリック

インターコネクトにアクセス可能なすべてのVSAN
から管理対象外のゾーンを削除することができま

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。

UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、管理対象外のゾーンをファブリックインターコネクトAにアクセス可能なネームド
VSANから削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan # clear-unmanaged-fc-zones-all
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能な VSAN からの
管理対象外ゾーンの削除

外部ファイバチャネルスイッチを切断した後、そのスイッチによって管理されていたファイバ

チャネルゾーンがCisco UCSドメインからクリアされていない場合があります。この手順では、
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Cisco UCSドメインの各VSANからこれらのゾーンを削除して、ファイバチャネルゾーン分割を
Cisco UCSに設定できます。

はじめる前に

まだ行っていない場合は、MDSなどの外部ファイバチャネルスイッチから Cisco UCSドメイン
内のファブリックインターコネクトを切断します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定されたネームドVSANのVSANモードが開始
されます。

UCS-A /fc-uplink # scope vsan
vsan-name

ステップ 2   

指定されたネームド VSANからすべての管理対象
外ファイバチャネルゾーンをクリアします。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
clear-unmanaged-fc-zones-all

ステップ 3   

必要に応じて、ステップ 2と 3を繰り返し、バッ
ファをコミットする前に、両方のファブリックイ

ンターコネクトにアクセス可能なすべての VSAN
から管理対象外のゾーンを削除することができま

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。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、管理対象外のゾーンをネームド VSANから削除し、トランザクションをコミットす
る方法を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/vsan # clear-unmanaged-fc-zones-all
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #
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ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの設定

ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ストレージ接続ポリシーを指定されたポリ

シー名で作成し、組織ストレージ接続ポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create
storage-connection-policy policy-name

ステップ 2   

UCS-A /org # set zoning-type {none | simt
| sist}

ステップ 3   • [None]：Cisco UCSManagerはファイバ
チャネルゾーン分割を設定しません。

• [Single Initiator Single Target]：Cisco UCS
Managerは、vHBAとストレージポー
トの組み合わせごとに 1つのゾーンを
自動作成します。各ゾーンには 2つの
メンバが含まれます。ゾーンの数がサ

ポートされる最大数を超える見込みが

ない場合は、このタイプのゾーン分割

を設定することをお勧めします。

• [Single Initiator Multiple Targets]：Cisco
UCSManagerは、vHBAごとに 1つゾー
ンを自動作成します。ゾーンの数がサ

ポートされている最大値に到達または

それを超えると予想される場合は、こ

のタイプのゾーン分割を設定すること

を推奨します。

指定されたWWPNを持つストレージター
ゲットエンドポイントを作成し、ストレー

ジターゲットモードを開始します。

UCS-A /org/storage-connection-policy #
create storage-target wwpn

ステップ 4   

ターゲットエンドポイントとの通信に使用

するファブリックインターコネクトを指定

します。

UCS-A
/org/storage-connection-policy/storage-target
# set target-path {a | b}

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ターゲットエンドポイントとの通信に使用

する VSANを指定します。
UCS-A
/org/storage-connection-policy/storage-target
# set target-vsan vsan

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。

UCS-A /org/storage-connection-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例では、ファブリックインターコネクト Aとデフォルト VSANを使用して scPolicyZone1と
いう名前のルート組織でファイバチャネルストレージ接続ポリシーを設定し、トランザクション

をコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create storage-connection-policy scPolicyZone1
UCS-A /org/storage-connection-policy* set zoning-type sist
UCS-A /org/storage-connection-policy* # create storage-target 20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/storage-connection-policy/storage-target* # set target-path a
UCS-A /org/storage-connection-policy/storage-target* # set target-vsan default
UCS-A /org/storage-connection-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-connection-policy #

ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたストレージ接続ポリシーを削除し

ます。

UCS-A /org # delete
storage-connection-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、ルート組織から scPolicyZone1という名前のストレージ接続ポリシーを削除し、トラ
ンザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete san-connectivity-policy scPolicyZone1
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 V 部

サーバの設定
• サーバ関連プールの設定, 405 ページ

• 管理 IPアドレスの設定, 415 ページ

• サーバ関連ポリシーの設定, 427 ページ

• サーバブートの設定, 531 ページ

• サービスプロファイル更新の遅延展開, 549 ページ

• サービスプロファイルの設定, 563 ページ

• Cisco UCSでの電源管理, 605 ページ





第 27 章

サーバ関連プールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• サーバプールの設定, 405 ページ

• UUID接尾辞プール設定, 407 ページ

• IPプール設定, 409 ページ

サーバプールの設定

サーバプール

サーバプールは複数のサーバで構成されています。これらのサーバは通常、同じ特性を持ってい

ます。これらの特性は、シャーシ内の位置であったり、サーバタイプ、メモリ容量、ローカル

ストレージ、CPUのタイプ、ローカルドライブ設定などの属性だったりします。サーバを手動で
サーバプールに割り当てることも、サーバプールポリシーとサーバプールポリシー資格情報を

使用して割り当てを自動化することもできます。

システムが組織を通じて、マルチテナント機能を実装している場合、特定の組織で使用されるサー

バプールを 1つ以上、指定できます。たとえば、CPUを 2個搭載したサーバをすべて含むプール
をマーケティング組織に割り当て、メモリのサイズが 64GBのサーバをすべて、財務組織に割り
当てることができます。

サーバプールには、システム内のどのシャーシにあるサーバでも入れることができます。 1つの
サーバは複数のサーバプールに属することができます。
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サーバプールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /と入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した名前のサーバプールを作成し、組織サー

バプールモードを開始します。

UCS-A /org # create server-pool
server-pool-name

ステップ 2   

サーバプールのサーバを作成します。UCS-A /org/server-pool # create
server chassis-num/slot-num

ステップ 3   

サーバプールには複数のサーバを含め

ることができます。プールに複数のサー

バを作成するには、組織サーバプール

モードで複数の複数の create serverコマ
ンドを入力する必要があります。

（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。

UCS-A /org/server-pool #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例に、ServPool2という名前のサーバプールを作成し、そのサーバプール用に 2つのサーバ
を作成して、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create server-pool ServPool2
UCS-A /org/server-pool* # create server 1/1
UCS-A /org/server-pool* # create server 1/4
UCS-A /org/server-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/server-pool #

サーバプールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバプールを削除します。UCS-A /org # delete server-pool
server-pool-name

ステップ 2   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
406 OL-31133-02   

サーバプールの設定



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。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、ServPool2という名前のサーバプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete server-pool ServPool2
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

UUID 接尾辞プール設定

UUID 接尾辞プール
UUID接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOS UUIDの集まりです。 UUID
の接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。残りの桁で構成される UUID接尾辞は変数で
す。 UUID接尾辞プールは、特定のプールを使用するサービスプロファイルに関連づけられた各
サーバについて、これらの変数が一意であることを保証して競合を回避します。

サービスプロファイルでUUID接尾辞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
けられたサーバの UUIDを手動で設定する必要はありません。

UUID 接尾辞プールの作成

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameとして /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定されたプール名でUUID接尾辞プールを作成し、組織
の UUID接尾辞プールモードを開始します。

UCS-A /org # create
uuid-suffix-pool pool-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できます。 -
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保存

された後で、この名前を変更することはできません。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

UUIDサフィックスプールの説明を記入します。
UCS-A
/org/uuid-suffix-pool # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含

まれている場合、説明を引用符で括る必要があ

ります。引用符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A
/org/uuid-suffix-pool # set

ステップ 4   

• [default]：Cisco UCS Managerはプールからランダム
IDを選択します。

assignmentorder {default
| sequential}

• [sequential]：Cisco UCSManagerはプールから最も小
さい使用可能 IDを選択します。

UUIDサフィックスブロック（範囲）を作成し、組織UUID
サフィックスプールブロックモードを開始します。

UCS-A
/org/uuid-suffix-pool #
create block first-uuid
last-uuid

ステップ 5   

nnnn-nnnnnnnnnnnn形式を使用してブロック内の最初と最
後のUUIDサフィックスを指定する必要があります。UUID
サフィックス間はスペースで区切ります。

UUIDサフィックスプールには、複数の UUID
サフィックスブロックを含めることができま

す。複数のブロックを作成するには、組織UUID
接尾辞プールモードから複数の create blockコ
マンドを入力する必要があります。

（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。UCS-A
/org/uuid-suffix-pool/block
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、pool4という名前の UUIDサフィックスプールを作成し、プールの説明を記入し、プール
に使用される UUIDサフィックスブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create uuid-suffix-pool pool4
UCS-A /org/uuid-suffix-pool* # set descr "This is UUID suffix pool 4"
UCS-A /org/uuid-suffix-pool* # create block 1000-000000000001 1000-000000000010
UCS-A /org/uuid-suffix-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/uuid-suffix-pool/block #

次の作業

UUID接尾辞プールをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。
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UUID 接尾辞プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCSManagerは、でそのプールの vNICまたは vHBAに割り当てら
れたアドレスを再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次

のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたUUIDサフィックスプールを削除
します。

UCS-A /org # delete
uuid-suffix-pool pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、pool4という名前の UUIDサフィックスプールを削除し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete uuid-suffix-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

IP プール設定

IP プール
IPプールは、用途が初期設定されていない IPアドレスの集合です。Cisco UCSManagerで IPv4ま
たは IPv6アドレスプールを作成して以下を行うことができます。

•
•サービスプロファイルが関連付けられているサーバのデフォルトの管理 IPプール ext-mgmt
の置き換え。CiscoUCSManagerは、サーバ上のCisco IntegratedManagementController（CIMC）
で終端する外部アクセス用に、IPプールの各 IPアドレスブロックを予約します。サービス
プロファイルが関連付けられていない場合は、CIMC用の ext-mgmt IPプールを使用して IP
アドレスを取得する必要があります。
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• CIMC用の管理インバンドまたはアウトオブバンド IPアドレスの置き換え。

Cisco UCS Managerでは iSCSIブート IPv6プールを作成できません。（注）

Cisco UCS Managerで IPv4アドレスプールを作成して以下を行うことができます。

•デフォルトの iSCSIブート IPプール iscsi-initiator-poolの置き換え。 Cisco UCS Managerは、
指定された IPプールの各 IPアドレスブロックを予約します。

•管理 IPアドレスと iSCSIブート IPアドレス両方の置き換え。

サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IP
アドレスが、IPプールに含まれていてはなりません。

（注）

インバンド IP プールの作成
IPv4および IPv6アドレスのブロックを持つインバンド IPプールを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameとして /を入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された名前で IPプールを作成し、組織 IPプール
モードを開始します。

UCS-A /org # create ip-pool
pool-name

ステップ 2   

この名前には、1～32文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ

ジェクトが保存された後で、この名前を変更するこ

とはできません。

（任意）

IPプールの説明を記入します。
UCS-A /org/ip-pool # set descr
description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマン
ド出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

IPアドレスブロック（範囲）を作成し、組織 IPプー
ルブロックモードを開始します。アドレス範囲の最

UCS-A /org/ip-pool # create
block first-ip-addr last-ip-addr
gateway-ip-addr subnet-mask

ステップ 4   

初と最後の IPアドレス、ゲートウェイ IPアドレス、
およびサブネットマスクを指定します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/ip-pool/block #
commit-buffer

ステップ 5   

組織 IPプールブロックモードを終了します。UCS-A /org/ip-pool/block #
exit

ステップ 6   

IPv6アドレスブロックを作成し、組織 IPv6プール
ブロックモードを開始します。アドレス範囲の最初

UCS-A /org/ip-pool # create
ip6block first-ip6-addr
last-ip6-addr gateway-ip6-addr
prefix

ステップ 7   

と最後の IPv6アドレス、ゲートウェイ IPv6アドレ
ス、およびネットワークプレフィックスを指定する

必要があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/org/ip-pool/ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 8   

次の例では、inband-defaultという名前のインバンド IPプールを作成し、IPv4アドレスのブロック
を作成し、IPv6アドレスのブロックを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create ip-pool inband_default
UCS-A /org/ip-pool* # create block 192.168.100.10 192.168.100.100 192.168.100.1 255.255.255.0
UCS-A /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block # exit
UCS-A /org/ip-pool # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block #

次の作業

IPプールをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

IP プールへのブロックの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameとして /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したプールの組織 IPプールモードを開始しま
す。

UCS-A /org # scope ip-pool
pool-name

ステップ 2   

IPアドレスブロック（範囲）を作成し、組織 IPプー
ルブロックモードを開始します。アドレス範囲の最

UCS-A /org/ip-pool # create
block first-ip-addr last-ip-addr
gateway-ip-addr subnet-mask

ステップ 3   

初と最後の IPアドレス、ゲートウェイ IPアドレス、
およびサブネットマスクを指定します。

IPプールには、複数の IPブロックを含め
ることができます。複数のブロックを作成

するには、組織 IPプールモードから複数
の create blockコマンドを入力します。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A /org/ip-pool/block #
commit-buffer

ステップ 4   

IPv4ブロックコンフィギュレーションモードを終了
します。

UCS-A /org/ip-pool/block # exitステップ 5   

IPv6アドレスのブロック（範囲）を作成し、組織 IP
プール IPv6ブロックモードを開始します。アドレ

UCS-A /org/ip-pool # create
ipv6-block first-ip6-addr
last-ip6-addr gateway-ip6-addr
prefix

ステップ 6   

ス範囲の最初と最後の IPv6アドレス、ゲートウェイ
IPv6アドレス、およびネットワークプレフィックス
を指定する必要があります。

IPv6プールには、複数の IPブロックを含
めることができます。複数の IPv6ブロッ
クを作成するには、組織 IPプールモード
から複数の create ipv6-blockコマンドを入
力します。

（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。

UCS-A /org/ip-pool/ ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 7   

この例では、IPv4および IPv6アドレスのブロックを pool4という名前の IPプールに追加し、トラ
ンザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # create block 192.168.100.1 192.168.100.200 192.168.100.10 255.255.255.0
UCS-A /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block #exit
UCS-A /org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* commit-buffer

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
412 OL-31133-02   

IP プール設定



IP プールからのブロックの削除
プールからアドレスブロックを削除すると、Cisco UCSManagerはそのブロックの中の vNICまた
は vHBAに割り当てられたアドレスを再割り当てしません。削除されたブロックのすべての割り
当て済みブロックは、次のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残りま
す。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

IPv6アドレスブロックは、vNICまたは vHBAには適用できません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameとして /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したプールの組織 IPプールモードを
開始します。

UCS-A /org # scope ip-poolpool-nameステップ 2   

IPv4または IPv6アドレスの指定されたブ
ロック（範囲）を削除します。

UCS-A /org/ip-pool # delete
{ip-block|ipv6-block}
{first-ip-addr|first-ip6-addr}{last-ip-addr|
last-ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool # commit-bufferステップ 4   

この例では、pool4という名前の IPプールから IPアドレスブロックを削除し、トランザクション
をコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete block 192.168.100.1 192.168.100.200
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #

この例では、pool4という名前の IPプールから IPv6アドレスブロックを削除し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete ipv6-block 2001::1 2001::10
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #
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IP プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCSManagerは、でそのプールの vNICまたは vHBAに割り当てら
れたアドレスを再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次

のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された IPプールを削除します。UCS-A /org # delete ip-pool
pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、pool4という名前の IPプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete ip-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 28 章

管理 IP アドレスの設定

この章は、次の項で構成されています。

• 管理 IPアドレス, 415 ページ

• ブレードサーバの管理 IPアドレスの設定, 416 ページ

• ラックサーバの管理 IPアドレスの設定, 419 ページ

• 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での管理 IPアドレスの設
定, 421 ページ

• 管理 IPプールの設定, 423 ページ

管理 IP アドレス
Cisco UCSドメインドメインの各サーバには 1つ以上の管理 IPアドレスが必要です。これらの IP
アドレスは、Cisco Integrated Management Controller（CIMC）に割り当てられたり、サーバに関連
付けられたサービスプロファイルに割り当てられます。 Cisco UCS Managerは、CIMCで終端す
る外部アクセスに対してこれらの IPアドレスを使用します。この外部アクセスは、次のいずれか
のサービスを経由することが可能です。

• KVMコンソール

• Serial over LAN

• IPMIツール

サーバのCIMCにアクセスするための管理 IPアドレスとして、アウトオブバンド（OOB）アドレ
ス（このアドレスから管理ポート経由で、トラフィックがファブリックインターコネクトを通

過）、またはインバンドアドレス（このアドレスからファブリックアップリンクポート経由で、

トラフィックがファブリックインターコネクトを通過）を使用できます。サーバのCIMCにアク
セスする最大 6つの IPアドレスを設定できます（2つはアウトオブバンド（OOB）アドレス、他
の 4つはインバンドアドレス）。

以下の管理 IPアドレスを設定できます。
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•サーバに直接割り当てられるスタティック OOB IPv4アドレス。

•グローバル ext-mgmtプールからサーバに割り当てられる OOB IPv4アドレス

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルから取得するインバンド IPv4アドレス

•管理 IPプールから取り込まれ、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
レートに割り当てられるインバンド IPv4アドレス

•サーバに直接割り当てられるスタティックインバンド IPv6アドレス

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルから取得するインバンド IPv6アドレス

サーバの各CIMCおよびサーバに関連付けられたサービスプロファイルに、複数の管理 IPアドレ
スを割り当てることができます。その場合は、それぞれ異なる IPアドレスを使用する必要があり
ます。

サービスプロファイルに関連付けられた管理 IPアドレスはそのサービスプロファイルとともに
移動します。別のサーバにサービスプロファイルを移行するときにKVMまたは SoLセッション
がアクティブな場合、CiscoUCSManagerはセッションを終了させ、移行完了後もそのセッション
を再開しません。管理 IPアドレスは、サービスプロファイルを作成または変更するときに設定
します。

Cisco UCSドメイン内のサーバまたはサービスプロファイルにすでにスタティック IPアドレ
スが割り当てられている場合、サーバまたはサービスプロファイルにそのスタティック IPア
ドレスを割り当てることはできません。そのような設定を試みると、Cisco UCSManagerは IP
アドレスがすでに使用中であることを警告し、設定を拒否します。

（注）

ブレードサーバの管理 IP アドレスの設定

ブレードサーバにスタティック IP アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server chassis-id /
blade-id

ステップ 1   

シャーシサーバCIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理 IP
アドレスを作成します。

UCS-A /chassis/server/cimc # create
ext-static-ip

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

サーバに割り当てられるスタティック

IPv4アドレスを指定します。
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# set addr ip-addr

ステップ 4   

IPアドレスが使用するデフォルトゲー
トウェイを指定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# set default-gw ip-addr

ステップ 5   

IPアドレスのサブネットマスクを指定
します。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# set subnet ip-addr

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。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1にスタティック管理 IPアドレスを設定し、スタティック IPv4
アドレスを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、サブネットマスクを設定し、トランザク

ションをコミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create ext-static-ip
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set addr 192.168.10.10
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set default-gw 192.168.10.1
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set subnet 255.255.255.0
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip #

ブレードサーバにスタティック IPv6 アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server chassis-id /
blade-id

ステップ 1   

シャーシサーバCIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理

IPv6アドレスを作成します。
UCS-A /chassis/server/cimc # create
ext-static-ip6

ステップ 3   

サーバに割り当てられるスタティック

IPv6アドレスを指定します。
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip6
# set addr ipv6-addr

ステップ 4   

IPv6アドレスが使用するデフォルトゲー
トウェイを指定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip6
# set default-gw ip6-addr

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6アドレスのネットワークプレフィッ
クスを指定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip6
# set prefix ip6-addr

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。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip6
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1にスタティック管理 IPv6アドレスを設定し、スタティック IPv6
アドレスを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、ネットワークプレフィックスを設定し、

トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create ext-static-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set addr 2001:888::10
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set default-gw 2001:888::100
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set prefix 64
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip #

ブレードサーバに管理 IP プールを使用させる設定
スタティック管理 IPアドレスを削除すると、指定サーバを管理 IPプールに戻します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id /
blade-id

ステップ 1   

シャーシサーバ CIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

外部スタティック IPv4または IPv6アドレ
スを削除し、管理 IPプールにブレード
サーバを戻します。

UCS-A /chassis/server/cimc # delete
{ext-static-ip | ext-static-ip6}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server/cimc/ #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1のスタティック管理 IPアドレスを削除し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # delete ext-static-ip
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UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ #

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1のスタティック管理 IPv6アドレスを削除し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # delete ext-static-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ #

ラックサーバの管理 IP アドレスの設定

ラックサーバにスタティック IP アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理 IP
アドレスを作成します。

UCS-A /server/cimc # create
ext-static-ip

ステップ 3   

サーバに割り当てられるスタティック

IPv4アドレスを指定します。
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip # set
addr ip-addr

ステップ 4   

IPアドレスが使用するデフォルトゲート
ウェイを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip # set
default-gw ip-addr

ステップ 5   

IPアドレスのサブネットマスクを指定し
ます。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip # set
subnet ip-addr

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。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ラックサーバ 1にスタティック管理 IPアドレスを設定し、スタティック IPv4アドレ
スを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、サブネットマスクを設定し、トランザクション

をコミットします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # create ext-static-ip
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # set addr 192.168.10.10
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # set default-gw 192.168.10.1
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # set subnet 255.255.255.0
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #
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ラックサーバにスタティック IPv6 アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理IPv6
アドレスを作成します。

UCS-A /server/cimc # create
ext-static-ip6

ステップ 3   

サーバに割り当てられるスタティックIPv6
アドレスを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6 # set
addr ip6-addr

ステップ 4   

IPアドレスが使用するデフォルトゲート
ウェイを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6 # set
default-gw ip6-addr

ステップ 5   

IPv6アドレスのネットワークプレフィッ
クスを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6 # set
prefix ip6-addr

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。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ラックサーバ 1にスタティック管理 IPv6アドレスを設定し、スタティック IPv4アド
レスを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、ネットワークプレフィックスを設定し、トラ

ンザクションをコミットします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # create ext-static-ip6
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # set addr 2001::8999
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # set default-gw 2001::1
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # set prefix 64
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #

ラックサーバに管理 IP プールを使用させる設定
スタティック管理 IPアドレスを削除すると、指定サーバを管理 IPプールに戻します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /server # scope cimcステップ 2   

外部スタティック IPv4または IPv6アドレ
スを削除し、管理 IPプールにラックサー
バを戻します。

UCS-A /server/cimc # delete
{ext-static-ip | ext-static-ip6}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server/cimc/ #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ラックサーバ 1のスタティック管理 IPアドレスを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # delete ext-static-ip
UCS-A /server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ #

次の例は、ラックサーバ 1のスタティック管理 IPv6アドレスを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # delete ext-static-ip6
UCS-A /server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ #

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で

の管理 IP アドレスの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ルート組織モードを開始するには、org-nameに
/と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

管理 IPv4または IPv6アドレスをサービスプロ
ファイルに割り当てる方法を指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
ext-mgmt-ip-state {none | ext-pooled-ip
|
ext-pooled-ip6|ext-static-ip|ext-static-ip6}

ステッ

プ 3   

次のオプションを使用して管理 IPアドレスポ
リシーを設定できます。

• [none]：サービスプロファイルに IPアド
レスは割り当てられません。

• [pooled]：サービスプロファイルに管理
IPv4または IPv6プールから IPアドレスが
割り当てられます。

• [static]：サービスプロファイルに設定済
みのスタティック IPv4または IPv6アドレ
スが割り当てられます。

サービスプロファイルテンプ

レートでは

ext-management-ip-stateを static
に設定することはサポートされ

ておらず、設定するとエラーが

発生します。

（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。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステッ

プ 4   

次に、accountingというサービスプロファイルの管理 IPアドレスポリシーを static IPv4に設定
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # set ext-mgmt-ip-state ext-static-ip
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業

管理 IPアドレスを staticに設定する場合、スタティック IPアドレスを使用するようにサーバを設
定します。
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管理 IP プールの設定

管理 IP プール
デフォルトの管理 IPプール ext-mgmtは、外部の IPv4および IPv6アドレスの集合です。 Cisco
UCS Managerは、サーバの CIMCで終端する外部アクセスのために、管理 IPプールに IPアドレ
スの各ブロックを予約しています。

個別のアウトオブバンド IPv4アドレスプール、およびインバンド IPv4または IPv6アドレスプー
ルを設定できます。 IPv4と IPv6アドレスブロックの両方を含むインバンドプールを設定できま
す。

サーバ CIMCに IPv4アドレスのみを含む IPプールをインバンド IPv6ポリシーとして割り当
てたり、IPv6アドレスのみ含む IPプールをインバンド IPv4ポリシーとして割り当てることを
回避するために、それぞれが IPv4または IPv6アドレスのみを持つ個別のインバンドアドレス
プールを設定することを推奨します。

ヒント

管理 IPプールの IPアドレスを使用するようにサービスプロファイルとサービスプロファイルテ
ンプレートを設定できます。管理 IPプールを使用するようサーバを設定することはできません。

管理 IPプール内のすべての IPアドレスは、同じ IPv4サブネットに含まれるか、ファブリックイ
ンターコネクトの IPアドレスと同じ IPv6ネットワークプレフィックスが付けられている必要が
あります。

サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IP
アドレスが、管理 IPプールに含まれていてはなりません。

（注）

管理 IP プールの IP アドレスブロックの設定
サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IPア
ドレスが、管理 IPプールに含まれていてはなりません。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

組織 IPプールモードを開始します。UCS-A /org # scope ip-pool
ext-mgmt

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

管理 IPプールの作成（または削除）はで
きません。既存のデフォルトプールに入

る（スコープを設定する）ことだけが可能

です。

（注）

（任意）

管理 IPプールに説明を記入します。この説明は管理
IPプールのすべてのアドレスブロックに適用されま
す。

UCS-A /org/ip-pool # set descr
description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマン
ド出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/ip-pool # set
assignmentorder {default |
sequential}

ステップ 4   

• [default]：Cisco UCS Managerはプールからラン
ダム IDを選択します。

• [sequential]：Cisco UCS Managerはプールから
最も小さい使用可能 IDを選択します。

IPアドレスブロック（範囲）を作成し、組織 IPプー
ルブロックモードを開始します。アドレス範囲の

UCS-A /org/ip-pool # create
block first-ip-addr last-ip-addr
gateway-ip-addr subnet-mask

ステップ 5   

最初と最後の IPアドレス、ゲートウェイ IPアドレ
ス、およびサブネットマスクを指定します。

IPプールには、複数の IPブロックを含め
ることができます。複数のブロックを作

成するには、組織 IPプールモードから複
数の create blockコマンドを入力します。

（注）

プライマリDNSとセカンダリDNSの IPアドレスを
指定します。

UCS-A /org/ip-pool/block # set
primary-dns ip-addrress
|secondary-dns ip-address

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。

UCS-A /org/ip-pool/ ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 7   

IPv4ブロックコンフィギュレーションモードを終了
します。

UCS-A /org/ip-pool/block # exitステップ 8   

IPv6アドレスのブロック（範囲）を作成し、組織 IP
プール IPv6ブロックモードを開始します。アドレ

UCS-A /org/ip-pool # create
ipv6-block first-ip6-addr
last-ip6-addr gateway-ip6-addr
prefix

ステップ 9   

ス範囲の最初と最後の IPv6アドレス、ゲートウェイ
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目的コマンドまたはアクション

IPv6アドレス、およびネットワークプレフィックス
を指定する必要があります。

IPv6プールには、複数の IPブロックを含
めることができます。複数の IPv6ブロッ
クを作成するには、組織 IPプールモード
から複数の create ipv6-blockコマンドを入
力します。

（注）

プライマリDNSとセカンダリDNSの IPv6アドレス
を指定します。

UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block
# set primary-dns ip6-address
secondary-dns ip6-address

ステップ 10   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、管理 IPプールの IPv4アドレスブロックを設定し、プライマリおよびセカンダリ
IPv4アドレスを指定し、IPv6ブロックを作成し、プライマリおよびセカンダリ IPv6アドレスを指
定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool ext-mgmt-ip
UCS-A /org/ip-pool* # set descr "This is a management ip pool example."
UCS-A /org/ip-pool* # create block 192.168.100.1 192.168.100.200 192.168.100.10 255.255.255.0
UCS-A /org/ip-pool/block* # set primary-dns 192.168.100.1 secondary-dns 192.168.100.20
UCS-A /org/ip-pool/block* commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block exit
UCS-A /org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /org/ip-pool/ipv6- block* set primary-dns 2001:888::11 secondary-dns 2001:888::12
UCS-A /org/ip-pool/ipv6- block* commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/ipv6- block #UCS-A /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block #

次の例では、管理 IPプールの IPv6アドレスブロックを設定し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org #scope ip-pool ext-mgmt-ip
UCS-A /org/ip-pool* # set descr "This is a management IPv6 pool example."
UCS-A /org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* #

次の作業

1つ以上の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を設定し、管理 IP
プールから CIMC IPアドレスを取得します。
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管理 IP プールからの IP アドレスブロックの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードに入るには、「/」
を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

管理 IPプールを入力します。UCS-A /org # scope ip-pool ext-mgmtステップ 2   

IPv4または IPv6アドレスの指定されたブ
ロック（範囲）を削除します。

UCS-A /org/ip-pool # delete
{ip-block|ipv6-block}
{first-ip-addr|first-ip6-addr}{last-ip-addr|
last-ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool # commit-bufferステップ 4   

次に、管理 IPプールから IPアドレスブロックを削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool ext-mgmt
UCS-A /org/ip-pool # delete block 192.168.100.1 192.168.100.200
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #

次に、管理 IPプールから IPv6アドレスブロックを削除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete ipv6-block 2001::1 2001::10
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #
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第 29 章

サーバ関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• BIOSの設定, 427 ページ

• CIMCセキュリティポリシー, 469 ページ

• ローカルディスク設定ポリシーの設定, 474 ページ

• スクラブポリシーの設定, 483 ページ

• DIMMエラー管理の設定, 487 ページ

• Serial over LANポリシーの設定, 489 ページ

• サーバ自動構成ポリシーの設定, 492 ページ

• サーバディスカバリポリシーの設定, 494 ページ

• サーバ継承ポリシーの設定, 496 ページ

• サーバプールポリシーの設定, 498 ページ

• サーバプールポリシーの資格情報の設定, 500 ページ

• vNIC/vHBA配置ポリシーの設定, 514 ページ

• CIMCマウント vMedia, 527 ページ

BIOS の設定

サーバ BIOS 設定
Cisco UCSでは、Cisco UCSドメイン内のサーバ上の BIOS設定をグローバルに変更する方法が 2
通り用意されています。サーバまたはサーバの集合のニーズに合う特定の BIOS設定グループを
含む BIOSポリシーを 1つ以上作成するか、特定のサーバプラットフォームに対するデフォルト
の BIOS設定を使用できます。
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BIOSポリシーおよびサーバプラットフォームのデフォルトのBIOS設定のいずれを使用しても、
Cisco UCS Managerによって管理されているサーバの BIOS設定を微調整できます。

データセンターのニーズに応じて、一部のサービスプロファイルについては BIOSポリシーを設
定し、同じ Cisco UCSドメイン内の他のサービスプロファイルについては BIOSのデフォルトを
使用したり、そのいずれかのみを使用したりできます。また、Cisco UCS Managerを使用して、
サーバの実際の BIOS設定を表示し、それらが現在のニーズを満たしているかどうかを確認でき
ます。

Cisco UCS Managerは、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定による BIOS設定の変更
を Cisco Integrated Management Controller（CIMC）バッファにプッシュします。これらの変更
はバッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。

設定するサーバでBIOS設定のサポートを確認することをお勧めします。RASメモリのミラー
リングモードなど一部の設定は、すべてのCiscoUCSサーバでサポートされているわけではあ
りません。

（注）

メイン BIOS 設定

次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトのBIOS設定を介して行うことができるメインサーバ
の BIOS設定を示しています。

説明名前

1つ以上の BIOS設定を変更した後にサーバをリブート
するタイミング。

yes：この設定を有効にした場合は、サーバのサービス
プロファイルのメンテナンスポリシーに従ってリブート

されます。たとえば、メンテナンスポリシーでユーザ

の確認応答が必要な場合、サーバはリブートされず、

ユーザが保留中のアクティビティを確認するまで BIOS
の変更は適用されません。

no：この設定を有効にしない場合は、別のサーバ設定の
変更によるリブートであれ手動によるリブートであれ、

次回サーバがリブートされるまで BIOSの変更は適用さ
れません。

[Reboot on BIOS Settings Change]

set reboot-on-update
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説明名前

BIOSが Power On Self-Test（POST）中に表示する内容。
次のいずれかになります。

• [disabled]：BIOSはブート中にすべてのメッセージ
とオプション ROM情報を表示します。

• [enabled]：BIOSはロゴ画面を表示しますが、ブー
ト中にメッセージやオプション ROM情報を表示し
ません。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Quiet Boot]

set quiet-boot-config quiet-boot

POST中にサーバで重大なエラーが発生した場合の処理。
次のいずれかになります。

• [disabled]：BIOSはサーバのブートを続行します。

• [enabled]：POST中に重大なエラーが発生した場合、
BIOSはサーバのブートを一時停止し、ErrorManager
を開きます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Post Error Pause]

set post-error-pause-config
post-error-pause

予期しない電力損失後、電力が復帰したときにサーバが

実行する動作を決定します。次のいずれかになります。

• [stay-off]：手動で電源をオンにするまでサーバの電
源がオフになります。

• [last-state]：サーバの電源がオンになり、システムが
最後の状態を復元しようとします。

• [reset]：サーバの電源がオンになり、自動的にリセッ
トされます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Resume Ac On Power Loss]

set resume-ac-on-power-loss-config
resume-action
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説明名前

前面パネルの電源ボタンとリセットボタンがサーバに

よって無視されるかどうかを決定します。次のいずれか

になります。

• [disabled]：前面パネルの電源ボタンとリセットボタ
ンはアクティブであり、サーバに影響を与えるため

に使用できます。

• [enabled]：電源ボタンとリセットボタンはロック
アウトされます。サーバをリセットしたり、電源を

オンにしたりできるのは、CIMC GUIからだけで
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Front Panel Lockout]

set front-panel-lockout-config
front-panel-lockout

プロセッサの BIOS 設定

次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができるプロセッサの
BIOS設定を示しています。

説明名前

プロセッサで Intel Turbo Boost Technologyを使用するか
どうか。このテクノロジーでは、仕様よりも低い電力、

温度、または電圧でプロセッサが動作していると、自動

的にそのプロセッサの周波数が上がります。次のいずれ

かになります。

• [disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。

• [enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technologyが利用されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Turbo Boost]

set intel-turbo-boost-config turbo-boost

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
430 OL-31133-02   

BIOS の設定



説明名前

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technologyを使用
するかどうか。このテクノロジーでは、プロセッサの電

圧やコア周波数をシステムが動的に調整できます。この

テクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発生量が

減少する可能性があります。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサの電圧または周波数を動的に
調整しません。

• [enabled]：プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep
Technologyが使用され、サポートされているすべて
のスリープ状態でさらに電力を節約することが可能

になります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Enhanced Intel Speedstep]

set enhanced-intel-speedstep-config
speed-step

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technologyを使用す
るかどうか。このテクノロジーでは、マルチスレッドソ

フトウェアアプリケーションのスレッドを各プロセッサ

内で並列に実行できます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでのハイパースレッディング
を禁止します。

• [enabled]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Hyper Threading]

set hyper-threading-config
hyper-threading
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説明名前

パッケージ内の論理プロセッサコアの状態を設定しま

す。この設定をディセーブルにすると、ハイパースレッ

ディングもディセーブルになります。次のいずれかにな

ります。

• [all]：すべての論理プロセッサコアでマルチプロ
セッシングを有効にします。

• [1]～ [10]：サーバで実行可能な論理プロセッサコ
アの数を指定します。マルチプロセッシングをディ

セーブルにし、サーバ上で動作する論理プロセッサ

コアを 1つだけにするには、[1]を選択します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Core Multi Processing]

set core-multi-processing-config
multi-processing

サーバのメモリ領域を分類し、アプリケーションコード

を実行可能な場所を指定します。この分類の結果、悪意

のあるワームがバッファにコードを挿入しようとした場

合、プロセッサでコードの実行をディセーブルにしま

す。この設定は、損害、ワームの増殖、および特定クラ

スの悪意のあるバッファオーバーフロー攻撃を防止する

のに役立ちます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。

• [enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Execute Disabled Bit]

set execute-disable bit
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説明名前

プロセッサで Intel Virtualization Technologyを使用するか
どうか。このテクノロジーでは、1つのプラットフォー
ムで、複数のオペレーティングシステムとアプリケー

ションをそれぞれ独立したパーティション内で実行でき

ます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでのバーチャライゼーション
を禁止します。

• [enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
システムをそれぞれ独立したパーティション内で実

行できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

このオプションを変更した場合は、設定を有効

にするためにサーバの電源を再投入する必要が

あります。

（注）

[Virtualization Technology (VT)]

set intel-vt-config vt

プロセッサで、インテルハードウェアプリフェッチャ

が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリか

ら取得し、統合 2次キャッシュに入れることを許可する
かどうか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：ハードウェアプリフェッチャは使用し
ません。

• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出
されたときにプリフェッチャを使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

この値を指定するには、CPUPerformanceを
[Custom]に設定する必要があります。 [Custom]
以外の値の場合は、このオプションよりも、選

択されたCPUパフォーマンスプロファイルの
設定が優先されます。

（注）

[Hardware Pre-fetcher]

set HardwarePrefetch

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 433

BIOS の設定



説明名前

プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数

または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。

次のいずれかになります。

• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。

• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の
両方を取得します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

この値を指定するには、CPUPerformanceを
[Custom]に設定する必要があります。 [Custom]
以外の値の場合は、このオプションよりも、選

択されたCPUパフォーマンスプロファイルの
設定が優先されます。

（注）

[Adjacent Cache Line Pre-fetcher]

set AdjacentCacheLinePrefetch

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいず

れかになります。

• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を
予測しようとせず、明示的に要求された行のみを取

得します。

• [Enabled]：DCU Prefetcherでキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ

内の次の行を事前に取得します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[DCU Streamer Pre-fetch]

set DcuStreamerPrefetch
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説明名前

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいず

れかになります。

• [Disabled]：プロセッサでキャッシュデータをプリ
ロードしません。

• [Enabled]：DCU IP Prefetcherで最も関連性が高いと
判断されたデータを含む L1キャッシュをプリロー
ドします。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[DCU IP Pre-fetcher]

set DculpPrefetch

プロセッサで、データを I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュに入れることにより、I/Oパフォーマンス
を向上させることができます。この設定はキャッシュ

ミスを減らすのに役立ちます。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：データは I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュには入れられません。

• [enabled]：データは I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュに入れられます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Direct Cache Access]

set direct-cache-access-config access
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説明名前

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入ることが

できるかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：システムはアイドル時でもハイパフォー
マンス状態のままになります。

• [enabled]：システムは DIMMや CPUなどのシステ
ムコンポーネントへの電力を低減できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Processor C State]

set processor-c-state-config c-state

C1ステートになったときに、プロセッサが最小周波数に
移行できるようにします。この設定は、サーバをリブー

トするまで有効になりません。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：CPUは C1ステートでも引き続き最大周
波数で動作します。

• [enabled]：CPUは最小周波数に移行します。このオ
プションでは C1ステートで節約される電力量が最
大になります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Processor C1E]

set processor-c1e-config c1e
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説明名前

プロセッサからオペレーティングシステムに C3レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C3レポートを送信しま
せん。

• [acpi-c2]：ACPIC2フォーマットを使用してプロセッ
サから C3レポートを送信します。

• [acpi-c3]：ACPIC3フォーマットを使用してプロセッ
サから C3レポートを送信します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

B440サーバの場合、[BIOS Setup]メニューではこれらの
オプションに対して [enabled]と [disabled]が使用されま
す。 [acpi-c2]または [acpi-c2]を指定すると、このサーバ
ではそのオプションの BIOS値に [enabled]が設定されま
す。

[Processor C3 Report]

set processor-c3-report-config
processor-c3-report

プロセッサからオペレーティングシステムに C6レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C6レポートを送信しま
せん。

• [enabled]：プロセッサから C6レポートを送信しま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Processor C6 Report]

set processor-c6-report-config
processor-c6-report

プロセッサからオペレーティングシステムに C7レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C7レポートを送信しま
せん。

• [enabled]：プロセッサから C7レポートを送信しま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Processor C7 Report]

set processor-c7-report-config
processor-c7-report
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説明名前

サーバの CPUパフォーマンスプロファイルを設定しま
す。次のいずれかになります。

• [enterprise]：M3サーバの場合、すべてのプリフェッ
チャとデータの再利用がイネーブルになります。

M1およびM2サーバの場合は、データの再利用と
DCU IPプリフェッチャはイネーブルになり、他の
すべてのプリフェッチャはディセーブルになりま

す。

• [high-throughput]：データの再利用と DCU IPプリ
フェッチャはイネーブルになり、他のすべてのプリ

フェッチャはディセーブルになります。

• [hpc]：プリフェッチャはすべてイネーブルになり、
データの再利用はディセーブルになります。 この

設定はハイパフォーマンスコンピューティングと

も呼ばれます。

[CPU Performance]

set cpu-performance-config
cpu-performance

MTRR変数の数を選択できます。次のいずれかになりま
す。

• [auto-max]：BIOSはプロセッサのデフォルト値を使
用します。

• [8]：BIOSはMTRR変数に対して指定された数を使
用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Max Variable MTRR Setting]

set max-variable-mtrr-setting-config
processor-mtrr
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説明名前

APICアーキテクチャのタイプを設定できます。次のい
ずれかになります。

• [xapic]：標準の xAPICアーキテクチャを使用しま
す。

• [x2apic]：拡張 x2APICアーキテクチャを使用してプ
ロセッサの 32ビットアドレス指定機能をサポート
します。

• [auto]：検出された xAPICアーキテクチャを自動的
に使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Local X2 APIC]

set local-x2-apic-config

次のオプションの CPU電源管理設定を指定できます。

• Enhanced Intel Speedstep Technology

• Intel Turbo Boost Technology

• Processor Power State C6

[Power Technology]は次のいずれかになります。

• [Disabled]：サーバで CPU電源管理は実行されず、
前述の BIOSパラメータの設定が無視されます。

• Energy_Efficient：前述の BIOSパラメータに最適な
設定が決定され、これらのパラメータの個々の設定

は無視されます。

• [Performance]：サーバは上記の BIOSパラメータの
パフォーマンスを自動的に最適化します。

• [Custom]：前述の BIOSパラメータの個々の設定が
使用されます。これらのBIOSパラメータのいずれ
かを変更する場合は、このオプションを選択する必

要があります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Power Technology]

set CPUPowerManagement
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説明名前

システムパフォーマンスまたはエネルギー効率がこの

サーバで重要かどうかを判断できます。次のいずれかに

なります。

•パフォーマンス

• balanced-performance

• balanced-energy

• energy-efficient

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

CPUPowerManagementを [Custom]に設定する
必要があります。そのようにしない場合、この

パラメータの設定は無視されます。

（注）

[Energy Performance]

set CpuEngPerfBias

アイドル状態のときにCPUを最大非ターボ周波数未満に
することができるかどうか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：アイドル状態のときに、CPUを最大非
ターボ周波数よりも低くできます。このオプション

を使用すると電力消費は低下しますが、システムパ

フォーマンスが低下する可能性があります。

• [Enabled]：アイドル状態のときに、CPUを最大非
ターボ周波数よりも低くできません。このオプショ

ンを使用するとシステムパフォーマンスは向上しま

すが、消費電力が増加する可能性があります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Frequency Floor Override]

set CpuFreqFloor
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説明名前

BIOSがオペレーティングシステムに P-stateサポートモ
デルを伝達する方法を定義できます。 Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様では、次の
3つのモデルが定義されています。

• [HW_ALL]：プロセッサハードウェアによって、依
存関係にある論理プロセッサ（パッケージ内のすべ

ての論理プロセッサ）間の P-stateを調整します。

• [SW_ALL]：OSPowerManager（OSPM）によって、
依存関係にある論理プロセッサ（物理パッケージ内

のすべての論理プロセッサ）間のP-stateを調整しま
す。すべての論理プロセッサで遷移を開始する必要

があります。

• [SW_ANY]：OSPowerManager（OSPM）によって、
依存関係にある論理プロセッサ（パッケージ内のす

べての論理プロセッサ）間のP-stateを調整します。
ドメイン内の任意の論理プロセッサで遷移を開始で

きます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

CPUPowerManagementを [Custom]に設定する
必要があります。そのようにしない場合、この

パラメータの設定は無視されます。

（注）

[P-STATE Coordination]

set PsdCoordType

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で

きます。次のいずれかになります。

• [Balanced]：DRAMクロックスロットリングを低下
させ、パフォーマンスと電力のバランスをとりま

す。

• [Performance]：DRAMクロックスロットリングを
無効化し、追加の電力を使用してメモリ帯域幅を増

やします。

• [EnergyEfficient][Energy_Efficient]：DRAMのクロッ
クスロットリングを上げてエネルギー効率を向上さ

せます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[DRAM Clock Throttling]

set DRAMClockThrottling
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説明名前

CPUがメモリブロックを分割して、インターリーブされ
たチャネル間にデータの連続部分を分散し、同時読み取

り動作を有効にするかどうか。次のいずれかになりま

す。

• [Auto]：実行するインターリーブはCPUよって決定
されます。

• [1-way]：一部のチャネルインターリーブが使用さ
れます。

• [2-way]

• [3-way]

• [4-way]：最大のチャネルインターリーブが使用さ
れます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Channel Interleaving]

set ChannelInterLeave

1つのランクを更新中に別のランクにアクセスできるよ
う、CPUがメモリの物理ランクをインターリーブするか
どうか。次のいずれかになります。

• [Auto]：実行するインターリーブはCPUよって決定
されます。

• [1-way]：一部のランクインターリーブが使用され
ます。

• [2-way]

• [4-way]

• [8-way]：最大のランクインターリーブが使用され
ます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Rank Interleaving]

set RankInterLeave
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説明名前

CPUまたは I/Oから読み取り要求があった時に発生した
シングルビットメモリエラーを、システムで修正する

かどうか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：シングルビットメモリエラーは修正さ
れません。

• [Enabled]：シングルビットメモリエラーがメモリ
内部で修正され、修正されたデータが読み取り要求

に応じて設定されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Demand Scrub]

set DemandScrub

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ

トメモリエラーをアクティブに探して訂正するかどう

か。次のいずれかになります。

• [Disabled]：CPUがメモリアドレスの読み取りまた
は書き込みを行うときのみ、システムはメモリの

ECCエラーをチェックします。

• [Enabled]：システムは定期的にメモリを読み書きし
て ECCエラーを探します。エラーが見つかると、
システムは修正を試みます。このオプションによ

り、単一ビットエラーは複数ビットエラーになる

前に修正される場合がありますが、パトロールスク

ラブの実行時にパフォーマンスが低下する場合もあ

ります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Patrol Scrub]

set PatrolScrub

Intel Directed I/O の BIOS 設定

次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができる Intel Directed
I/Oの BIOS設定を示しています。
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説明名前

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：プロセッサでバーチャライゼーションテ
クノロジーを使用しません。

• [enabled]：プロセッサでバーチャライゼーションテ
クノロジーを使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

他の Intel Directed I/O BIOS設定を変更する場
合は、このオプションを有効にする必要があり

ます。

（注）

[VT for Directed IO]

set intel-vt-directed-io-config vtd

プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remappingをサポートす
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでリマッピングをサポートし
ません。

• [enabled]：プロセッサでVT-d Interrupt Remappingを
必要に応じて使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Interrupt Remap]

set intel-vt-directed-io-config
interrupt-remapping

プロセッサで Intel VT-dCoherencyをサポートするかどう
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。

• [enabled]：プロセッサでVT-dCoherencyを必要に応
じて使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Coherency Support]

set intel-vt-directed-io-config
coherency-support
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説明名前

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。次のいずれかになり
ます。

• [disabled]：プロセッサでATSをサポートしません。

• [enabled]：プロセッサで VT-d ATSを必要に応じて
使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[ATS Support]

set intel-vt-directed-io-config ats-support

プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMAをサポートす
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでパススルー DMAをサポー
トしません。

• [enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMAを
必要に応じて使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Pass Through DMA Support]

set intel-vt-directed-io-config
passthrough-dma

RAS メモリの BIOS 設定

次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる RASメモリの BIOS設
定の一覧を示します。
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説明名前

サーバに対するメモリの Reliability, Availability, and
Serviceability（RAS）の設定方法。次のいずれかになり
ます。

• [maximumperformance]：システムのパフォーマンス
が最適化されます。

• [mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が

最適化されます。

• [lockstep]：サーバ内の DIMMペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMIチャネルにま
たがって装着されている場合、ロックステップモー

ドをイネーブルにして、メモリアクセス遅延の最小

化およびパフォーマンスの向上を実現できます。

B440サーバでは lockstepがデフォルトでイネーブル
になっています。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Memory RAS Config]

set memory-ras-config ras-config

BIOSでNUMAをサポートするかどうか。次のいずれか
になります。

• [disabled]：BIOSで NUMAをサポートしません。

• [enabled]：NUMAに対応したオペレーティングシ
ステムに必要なACPIテーブルをBIOSに含めます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の

プラットフォームでシステムのソケット間メモリイ

ンターリーブをディセーブルにする必要がありま

す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[NUMA]

set numa-config numa-optimization
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説明名前

メモリのミラーリングでは、メモリに 2つの同じデータ
イメージを保存することにより、システムの信頼性が向

上します。

このオプションは、[Memory RAS Config]で [mirroring]
オプションを選択したときのみ使用可能です。次のいず

れかを指定できます。

• [inter-socket]：メモリは、CPUソケットをまたいで
2台の Integrated Memory Controller（IMC）間でミ
ラーリングされます。

• [intra-socket]：1つの IMCが同じソケット内の別の
IMCとミラーリングされます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Mirroring Mode]

set memory-mirroring-mode
mirroring-mode

スペアリングはメモリを予備に保持することで信頼性を

最適化し、別のDIMMの障害発生時に使用できるように
します。このオプションは、メモリの冗長性を実現しま

すが、ミラーリングほどの冗長性は提供されません。使

用可能なスペアリングのモードは、現在のメモリの数に

よって異なります。

このオプションは、[Memory RAS Config]で [sparing]オ
プションを選択したときのみ使用可能です。次のいずれ

かを指定できます。

• [dimm-sparing]：1枚の DIMMが予備に保持されま
す。 DIMMに障害が発生すると、その DIMMの内
容はスペア DIMMに移されます。

• [rank-sparing]：DIMMのスペアランクが予備に保持
されます。DIMMのランクに障害が発生した場合、
そのランクの内容がスペアランクに移されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Sparing Mode]

setmemory-sparing-mode sparing-mode
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説明名前

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優

先するか。次のいずれかになります。

• [power-saving-mode]：低電圧のメモリ動作が高周波
数のメモリ動作よりも優先されます。 このモード

では、電圧を低く維持するために、メモリの周波数

が低下する可能性があります。

• [performance-mode]：高周波数の動作が低電圧の動
作よりも優先されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[LV DDR Mode]

set lv-dimm-support-config lv-ddr-mode

このオプションは、内部メモリの更新頻度を制御しま

す。

[DRAM Refresh Rate]

シリアルポートの BIOS 設定

次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトBIOS設定を介して実行できるシリアルポートのBIOS
設定の一覧を示します。

説明名前

シリアルポート Aがイネーブルかディセーブルか。次
のいずれかになります。

• [disabled]：シリアルポートはディセーブルになりま
す。

• [enabled]：シリアルポートはイネーブルになりま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Serial Port A]

set serial-port-a-config serial-port-a

USB の BIOS 設定

次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる USB BIOS設定の一覧
を示します。
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説明名前

サーバが USBデバイスからブートできるかどうか。次
のいずれかになります。

• [disabled]：サーバは USBデバイスからブートでき
ます。

• [enabled]：サーバはUSBデバイスからブートできま
せん。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Make Device Non Bootable]

set usb-boot-config
make-device-non-bootable

システムでレガシーUSBデバイスをサポートするかどう
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：USBデバイスは、EFIアプリケーション
でのみ使用できます。

• [enabled]：レガシーUSBのサポートは常に使用でき
ます。

• [auto]：USBデバイスが接続されていない場合、レ
ガシーUSBのサポートがディセーブルになります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Legacy USB Support]

set LegacyUSBSupport
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説明名前

USBEHCIのアイドル時電力消費を減らすためにUSBシ
ステムにアイドル時電力最適化設定を使用するかどう

か。この設定で選択した値によって、パフォーマンスが

影響を受けることがあります。次のいずれかになりま

す。

• [high-performance]：最適なパフォーマンスを電力節
約より優先するため、USBシステムのアイドル時電
力最適化設定はディセーブルにされます。

このオプションを選択すると、パフォーマンスが大

幅に向上します。サイトにサーバの電源制限がない

場合はこのオプションを選択することを推奨しま

す。

• [lower-idle-power]：電力節約を最適なパフォーマン
スより優先するため、USBシステムのアイドル時電
力最適化設定はイネーブルにされます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB System Idle Power Optimizing
Setting]

set
usb-system-idle-power-optimizing-setting-config
usb-idle-power-optimizing

USBの前面パネルのロックが、USBポートに前面パネル
からアクセス可能または不可能に設定されます。次のい

ずれかになります。

• disabled

• enabled

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB Front Panel Access Lock]

set usb-front-panel-access-lock-config
usb-front-panel-lock
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説明名前

完全な USBキーボードレガシーサポートのために
60h/64hエミュレーションをシステムでサポートするか
どうか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：60h/64エミュレーションはサポートされ
ません。

• [Enabled]：60h/64エミュレーションはサポートされ
ます。

サーバで USB非対応オペレーティングシステムを
使用する場合は、このオプションを選択する必要が

あります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Port 60/64 Emulation]

set UsbEmul6064

前面パネルのUSBデバイスがイネーブルかディセーブル
か。次のいずれかになります。

• [Disabled]：前面パネルの USBポートをディセーブ
ルにします。これらのポートに接続されるデバイス

は、BIOSおよびオペレーティングシステムによっ
て検出されません。

• [Enabled]：前面パネルの USBポートをイネーブル
にします。これらのポートに接続されるデバイス

は、BIOSおよびオペレーティングシステムによっ
て検出されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB Port:Front]

set UsbPortFront
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説明名前

内部 USBデバイスがイネーブルかディセーブルか。次
のいずれかになります。

• [Disabled]：内部 USBポートをディセーブルにしま
す。これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS
およびオペレーティングシステムによって検出され

ません。

• [Enabled]：内部USBポートをイネーブルにします。
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOSお
よびオペレーティングシステムによって検出されま

す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB Port:Internal]

set UsbPortInt

KVMポートがイネーブルかディセーブルか。次のいず
れかになります。

• [Disabled]：KVMキーボードおよびマウスデバイス
をディセーブルにします。キーボードとマウスは

KVMウィンドウで機能しなくなります。

• [Enabled]：KVMキーボードおよびマウスデバイス
をイネーブルにします。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB Port:KVM]

set UsbPortKVM

背面パネルのUSBデバイスがイネーブルかディセーブル
か。次のいずれかになります。

• [Disabled]：背面パネルの USBポートをディセーブ
ルにします。これらのポートに接続されるデバイス

は、BIOSおよびオペレーティングシステムによっ
て検出されません。

• [Enabled]：背面パネルの USBポートをイネーブル
にします。これらのポートに接続されるデバイス

は、BIOSおよびオペレーティングシステムによっ
て検出されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB Port:Rear]

set UsbPortRear
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説明名前

SDカードドライブがイネーブルかディセーブルか。次
のいずれかになります。

• [Disabled]：SDカードドライブをディセーブルにし
ます。SDカードドライブは、BIOSおよびオペレー
ティングシステムによって検出されません。

• [Enabled]：SDカードドライブをイネーブルにしま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB Port:SD Card]

set UsbPortSdCard

仮想メディアデバイスがイネーブルかディセーブルか。

次のいずれかになります。

• [Disabled]：vMediaデバイスをディセーブルにしま
す。

• [Enabled]：vMediaデバイスをイネーブルにします。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[USB Port:VMedia]

set UsbPortVMedia

すべての物理および仮想USBデバイスがイネーブルであ
るか、ディセーブルであるか。次のいずれかになりま

す。

• [Disabled]：すべての USBデバイスがディセーブル
です。

• [Enabled]：すべての USBデバイスがイネーブルで
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[All USB Devices]

set AllUsbDevices

PCI 設定の BIOS 設定

次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができる PCI設定の
BIOS設定を示しています。
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説明名前

システム設定に応じて、PAE非対応のオペレーティング
システムのメモリ使用量をBIOSで 4GB以下に最大化す
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：メモリ使用量を最大化しません。 PAE
対応のオペレーティングシステムすべてに対してこ

のオプションを選択します。

• [enabled]：PAE非対応のオペレーティングシステム
に対して、メモリ使用量を 4 GB以下に最大化しま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Max Memory Below 4G]

set max-memory-below-4gb-config
max-memory

64ビット PCIデバイスの 4 GB以上のアドレス空間に対
するメモリマップド I/Oをイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。レガシーなオプションROMは 4GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 PCIデバイス
が 64ビット対応でも、レガシーなオプションROMを使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機

能しない場合があります。次のいずれかになります。

• [disabled]：64ビット PCIデバイスを 4 GB以上のア
ドレス空間にマッピングしません。

• [enabled]：64ビット PCIデバイスを 4 GB以上のア
ドレス空間にマッピングします。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Memory Mapped IO Above 4Gb Config]

setmemory-mapped-io-above-4gb-config
memory-mapped-io
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説明名前

システムに複数の VGAデバイスがある場合は、VGAグ
ラフィックスデバイスのプライオリティを設定できま

す。次のいずれかになります。

• [onboard]：オンボード VGAデバイスにプライオリ
ティが与えられます。 BIOSポスト画面および OS
ブートはオンボード VGAポートを介して実行され
ます。

• [offboard]：PCIEグラフィックスアダプタにプライ
オリティが与えられます。 BIOSポスト画面および
OSブートは外部グラフィックスアダプタポートを
介して実行されます。

• [onboard-vga-disabled]：PCIEグラフィックスアダプ
タにプライオリティが与えられ、オンボード VGA
デバイスはディセーブルになります。

オンボードVGAがディセーブルなると、
vKVMは機能しません。

（注）

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

Cisco UCSS Bシリーズサーバでは、オンボー
ド VGAデバイスだけがサポートされます。

（注）

[VGA Priority]

set VGAPriority

QPI の BIOS 設定

次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができる QPIの BIOS
設定を示しています。

説明名前

Intel QuickPath Interconnect（QPI）リンク周波数（ギガトランス
ファー/秒（GT/s）単位）。次のいずれかになります。

• 6.4

• 7.2

• 8.0

• [Auto]：QPIリンク周波数は CPUによって決定されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダーの
BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[QPI Link Frequency]

set QPILinkFrequency
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LOM および PCIe スロットの BIOS 設定

次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる USB BIOS設定の一覧
を示します。

説明名前

すべての LOMポートがイネーブルであるか、ディセーブルで
あるか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：すべての LOMポートがディセーブルです。

• [Enabled]：すべての LOMポートがイネーブルです。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダーの
BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[All Onboard LOM Ports]ド

set AllLomPortControl

nで指定された LOMポートでオプション ROMを使用できるか
どうか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：拡張スロット nを使用できません。

• [Enabled]：拡張スロット nを使用できます。

• [UEFI-Only][UEFI_Only]：拡張スロットnはUEFIでのみ使
用できます。

• [Legacy-Only][Legacy_Only]：拡張スロットnはレガシーで
のみ使用できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダーの
BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[LOM Port n OptionROM]

set LomnpromControlPort

オプションROMが SASポートで使用できるかどうか。次のい
ずれかになります。

• [Disabled]：拡張スロットを使用できません。

• [Enabled]：拡張スロットを使用できます。

• [UEFI-Only][UEFI_Only]：拡張スロットはUEFIでのみ使用
できます。

• [Legacy-Only][Legacy_Only]：拡張スロットはレガシーでの
み使用できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダーの
BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[PCIe Slot:SAS OptionROM]

set PcieSASOptionROM
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説明名前

このオプションを使用すると、PCIeスロット nに装着されてい
るアダプタカードの最大速度を制限できます。次のいずれかに

なります。

• [gen1]：最大 2.5 GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速
度が許可されます。

• [gen2]：最大 5 GT/sまでの速度が許可されます。

• [gen3]：最大 8 GT/sまでの速度が許可されます。

• [auto]：最高速度は自動的に設定されます。

• [disabled]：最大速度は制限されません。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダーの
BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[PCIe Slot:n Link Speed]

set PCIe Slot:nLinkSpeed

ブートオプションの BIOS 設定

次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができるブートオプ
ションの BIOS設定を示しています。

説明名前

BIOSでユーザ入力を待機せずに非 EFIベースのブート
オプションを再試行するかどうか。次のいずれかになり

ます。

• [disabled]：ユーザ入力を待機してから非EFIベース
のブートオプションを再試行します。

• [enabled]：ユーザ入力を待機せずに非 EFIベースの
ブートオプションを継続的に再試行します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Boot Option Retry]

set boot-option-retry-config retry
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説明名前

Intel SASEntryRAIDモジュールがイネーブルかどうか。
次のいずれかになります。

• [disabled]：Intel SAS Entry RAIDモジュールはディ
セーブルです。

• [enabled]：Intel SASEntryRAIDモジュールはイネー
ブルです。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Intel Entry SAS RAID]

set intel-entry-sas-raid-config sas-raid

Intel SAS Entry RAIDモジュールをどのように設定する
か。次のいずれかになります。

• [it-ir-raid]：Intel IT/IRRAIDを使用するようRAIDモ
ジュールを設定します。

• [intel-esrtii]：Intel Embedded Server RAID Technology
IIを使用するよう RAIDモジュールを設定します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Intel Entry SAS RAID Module]

set intel-entry-sas-raid-config
sas-raid-module

オンボードソフトウェアRAIDコントローラをサーバで
使用できるかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：ソフトウェアRAIDコントローラを使用
できません。

• [enabled]：ソフトウェア RAIDコントローラを使用
できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Onboard SCU Storage Support]

set onboard-sas-storage-config
onboard-sas-ctrl

サーバ管理 BIOS 設定

次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できるサーバ管理 BIOS設定
の一覧を示します。
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[General Settings]

説明名前

システムエラー（SERR）の発生時に、BIOSがマスク不
能割り込み（NMI）を生成し、エラーをログに記録する
かどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：SERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
することもエラーをログに記録することもしませ

ん。

• [enabled]：SERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
し、エラーをログに記録します。 [AssertNmionPerr]
をイネーブルにする場合は、この設定をイネーブル

にする必要があります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Assert Nmi on Serr]

set assert-nmi-on-serr-config assertion

プロセッサバスパリティエラー（PERR）の発生時に、
BIOSがマスク不能割り込み（NMI）を生成し、エラーを
ログに記録するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：PERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
することもエラーをログに記録することもしませ

ん。

• [enabled]：PERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
し、エラーをログに記録します。この設定を使用す

るには、[Assert Nmi on Serr]をイネーブルにする必
要があります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Assert Nmi on Perr]

set assert-nmi-on-perr-config assertion
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説明名前

BIOSが、定義済みのタイムアウト値を持つウォッチドッ
グタイマーをプログラムするかどうか。タイマーが切

れる前にオペレーティングシステムのブートを完了しな

い場合、CIMCはシステムをリセットし、エラーがログ
に記録されます。次のいずれかになります。

• [disabled]：サーバのブートにかかる時間をトラッキ
ングするためにウォッチドッグタイマーは使用され

ません。

• [enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッチ
ドッグタイマーでトラッキングします。サーバが

事前に定義した時間内にブートしない場合、CIMC
はシステムをリセットし、エラーを記録します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

この機能には、オペレーティングシステムのサポートま

たは Intel管理ソフトウェアが必要です。

[OS Boot Watchdog Timer]

set os-boot-watchdog-timer-config
os-boot-watchdog-timer

ウォッチドッグタイマーが切れた場合にシステムで実行

されるアクション。次のいずれかになります。

• [power-off]：OSブート中にウォッチドッグタイマー
が期限切れになった場合、サーバは電源オフになり

ます。

• [Reset]：OSのブート中にウォッチドッグタイマー
が切れた場合、サーバはリセットされます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

このオプションは、[OSBootWatchdogTimer]をイネーブ
ルにした場合にだけ利用できます。

[OS Boot Watchdog Timer Timeout
Policy]

set os-boot-watchdog-timer-policy-config
os-boot-watchdog-timer-policy
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説明名前

BIOSでウォッチドッグタイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。次のいずれかになります。

• [5-minutes]：ウォッチドッグタイマーは OSブート
開始から 5分後に期限切れになります。

• [10-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 10分後に期限切れになります。

• [15-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 15分後に期限切れになります。

• [20-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 20分後に期限切れになります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

このオプションは、[OSBootWatchdogTimer]をイネーブ
ルにした場合にだけ利用できます。

[OS Boot Watchdog Timer Timeout]

set
os-boot-watchdog-timer-timeout-config
os-boot-watchdog-timer-timeout
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コンソールリダイレクション設定

説明名前

POSTおよび BIOSのブート中に、シリアルポートをコ
ンソールリダイレクションに使用できるようにします。

BIOSのブートが完了し、オペレーティングシステムが
サーバを担当すると、コンソールリダイレクションは関

連がなくなり、無効になります。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：POST中にコンソールリダイレクション
は発生しません。

• [serial-port-a]：POST中のコンソールリダイレクショ
ンのためシリアルポートAをイネーブルにします。
このオプションはブレードサーバおよびラックマウ

ントサーバに対して有効です。

• [serial-port-b]：コンソールリダイレクションのため
シリアルポート Bをイネーブルにし、サーバ管理
タスク実行を許可します。このオプションは、ラッ

クマウントサーバでのみ有効です。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

このオプションをイネーブルにする場合は、

POST中に表示される Quiet Bootのロゴ画面も
ディセーブルにします。

（注）

[Console Redirection]

set console-redir-config console-redir

フロー制御にハンドシェイクプロトコルを使用するかど

うか。送信要求/クリアツーセンド（RTS/CTS）を使用
すると、隠れた端末問題が原因で発生する可能性がある

フレームコリジョンを減らすことができます。次のい

ずれかになります。

• [none]：フロー制御は使用されません。

• [rts-cts]：RTS/CTSがフロー制御に使用されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[Flow Control]

set console-redir-config flow-control
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説明名前

シリアルポートの伝送速度として使用されるボーレー

ト。 [ConsoleRedirection]をディセーブルにした場合は、
このオプションを使用できません。次のいずれかになり

ます。

• [9600]：ボーレート 9600が使用されます。

• [19200]：ボーレート 19200が使用されます。

• [38400]：ボーレート 38400が使用されます。

• [57600]：ボーレート 57600が使用されます。

• [115200]：ボーレート 115200が使用されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[BAUD Rate]

set console-redir-config baud-rate

コンソールリダイレクションに使用される文字フォー

マットのタイプ。次のいずれかになります。

• [pc-ansi]：PC-ANSI端末フォントが使用されます。

• [vt100]：サポートされている vt100ビデオ端末とそ
の文字セットが使用されます。

• [vt100-plus]：サポートされている vt100-plusビデオ
端末とその文字セットが使用されます。

• [vt-utf8]：UTF-8文字セットのビデオ端末が使用さ
れます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[Terminal Type]

set console-redir-config terminal-type
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説明名前

シリアルポートでレガシーなオペレーティングシステ

ム（DOSなど）からのリダイレクションをイネーブルに
するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：コンソールリダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアルポートは、レガシーなオペ

レーティングシステムから認識されません。

• [enabled]：コンソールリダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアルポートは、レガシーなオペ

レーティングシステムから認識できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダー
の BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使
用します。

[Legacy OS Redirect]

set console-redir-config legacy-os-redir

BIOS ポリシー
BIOSポリシーは、サーバまたはサーバグループに対するBIOS設定の設定を自動化するポリシー
です。ルート組織内のすべてのサーバに対して使用可能なグローバル BIOSポリシーを作成する
か、サブ組織の階層に対してだけ使用可能な BIOSポリシーを作成できます。

BIOSポリシーを使用するには、次の手順を実行します。

1 Cisco UCS Managerで BIOSポリシーを作成します。

2 BIOSポリシーを 1つ以上のサービスプロファイルに割り当てます。

3 サービスプロファイルをサーバと関連付けます。

サービスプロファイルの関連付け時に、Cisco UCS Managerはサーバ上の BIOS設定を BIOSポリ
シー内の設定と一致するように変更します。 BIOSポリシーを作成せず、BIOSポリシーをサービ
スプロファイルに割り当てていない場合は、サーバの BIOS設定にそのサーバプラットフォーム
のデフォルトが使用されます。

デフォルトの BIOS 設定
Cisco UCS Managerには、Cisco UCSがサポートするサーバの各タイプのための 1セットのデフォ
ルト BIOS設定が含まれます。デフォルト BIOS設定は、ルート組織だけで使用でき、グローバ
ルです。 Cisco UCSでサポートされている各サーバプラットフォームには、1セットの BIOS設
定だけを適用できます。デフォルト BIOS設定は変更できますが、デフォルト BIOS設定の追加
セットの作成はできません。
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デフォルト BIOS設定の各セットは、サポートされているサーバの特定のタイプに合わせて設計
されており、サービスプロファイルに BIOSポリシーが含まれていない、特定のタイプのすべて
のサーバに適用されます。

Cisco UCS実装にサーバ特定の設定によって満たされない特定の要件がない限り、Cisco UCSドメ
インのサーバの各タイプ用に設計されたデフォルト BIOS設定を使用するよう推奨します。

Cisco UCSManagerにより、これらのサーバプラットフォーム固有のBIOS設定が次のように適用
されます。

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルには、BIOSポリシーはインクルードされま
せん。

• BIOSポリシーでは、特定の設定に対してプラットフォームデフォルトのオプションが設定
されます。

Cisco UCSManagerによって提供されるデフォルトのBIOS設定は変更できます。ただし、デフォ
ルトの BIOS設定に対する変更は、その特定のタイプまたはプラットフォームのすべてのサーバ
に適用されます。特定のサーバのBIOS設定だけを変更する場合は、BIOSポリシーを使用するこ
とを推奨します。

BIOS ポリシーの作成

Cisco UCS Managerは、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定による BIOS設定の変更
を Cisco Integrated Management Controller（CIMC）バッファにプッシュします。これらの変更
はバッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。

設定するサーバでBIOS設定のサポートを確認することをお勧めします。RASメモリのミラー
リングモードなど一部の設定は、すべてのCiscoUCSサーバでサポートされているわけではあ
りません。

（注）

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定した組織で組織モードを開始します。デフォルト組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

BIOSポリシーを指定されたポリシー名で作成し、組織BIOS
ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
bios-policy policy-name

ステップ 2   

CLIコマンドに関する各BIOS設定のオプションの詳細につ
いては、次のトピックを参照してください。

BIOS設定を設定しま
す。

ステップ 3   

• [Main]ページ：メイン BIOS設定, （428ページ）
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目的コマンドまたはアク

ション

• [Processor]ページ：プロセッサの BIOS設定, （430
ページ）

• [Intel Directed IO]ページ： Intel Directed I/Oの BIOS設
定, （443ページ）

• [RAS Memory]ページ： RASメモリの BIOS設定, （
445ページ）

• [Serial Port]ページ：シリアルポートの BIOS設定, （
448ページ）

• [USB]ページ： USBの BIOS設定, （448ページ）

• [PCI Configuration]ページ： PCI設定の BIOS設定, （
453ページ）

• [Boot Options]ページ：ブートオプションの BIOS設
定, （457ページ）

• [Server Management]ページ：サーバ管理 BIOS設定,
（458ページ）

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/bios-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ルート組織下で BIOSポリシーを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create bios-policy biosPolicy3
UCS-A /org/bios-policy* # set numa-config numa-optimization enabled
UCS-A /org/bios-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/bios-policy #

BIOS デフォルトの変更
設定するサーバで BIOS設定のサポートを確認することをお勧めします。 RASメモリのミラーリ
ングモードなど一部の設定は、すべてのCisco UCSサーバでサポートされているわけではありま
せん。

Cisco UCS実装にサーバ特定の設定によって満たされない特定の要件がない限り、Cisco UCSドメ
インのサーバの各タイプ用に設計されたデフォルト BIOS設定を使用するよう推奨します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステッ

プ 1   

サーバデフォルトモードを開始します。UCS-A /system # scope server-defaultsステッ

プ 2   

（任意）すべてのサーバのプラットフォー

ムの説明を表示します。

UCS-A /system/server-defaults # show
platform

ステッ

プ 3   

指定したサーバでサーバデフォルトモード

を開始します。 platform-description引数に、
UCS-A /system/server-defaults # scope
platform platform-description

ステッ

プ 4   
次のフォーマットを使用して show platform
コマンドによって表示されるサーバの説明

を入力します："vendor"モデルリビジョン。

ベンダーは、すべての句読点を含

む show platformコマンドで表示
されるとおり正確に入力する必要

があります。

ヒント

サーバでサーバデフォルト BIOS設定モー
ドを開始します。

UCS-A /system/server-defaults/platform #
scope bios-settings

ステッ

プ 5   

CLIコマンドに関する各 BIOS設定のオプ
ションの詳細については、次のトピックを

参照してください。

BIOS設定を再設定します。ステッ

プ 6   

• [Main]ページ：メイン BIOS設定, （
428ページ）

• [Processor]ページ：プロセッサのBIOS
設定, （430ページ）

• [Intel Directed IO]ページ： Intel Directed
I/Oの BIOS設定, （443ページ）

• [RAS Memory]ページ： RASメモリの
BIOS設定, （445ページ）

• [Serial Port]ページ：シリアルポート
の BIOS設定, （448ページ）

• [USB]ページ： USBの BIOS設定, （
448ページ）

• [PCI Configuration]ページ： PCI設定の
BIOS設定, （453ページ）
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目的コマンドまたはアクション

• [BootOptions]ページ：ブートオプショ
ンの BIOS設定, （457ページ）

• [Server Management]ページ：サーバ管
理 BIOS設定, （458ページ）

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/system/server-defaults/platform/bios-settings
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

次に、プラットフォームの NUMAデフォルト BIOS設定を変更し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope server-defaults
UCS-A /system/server-defaults # show platform

Platform:
Product Name Vendor Model Revision
------------ ---------- ---------- --------
Cisco B200-M1

Cisco Systems, Inc.
N20-B6620-1

0

UCS-A /system/server-defaults # scope platform "Cisco Systems, Inc." N20-B6620-1 0
UCS-A /system/server-defaults/platform # scope bios-settings
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings # set numa-config numa-optimization
disabled
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings* # commit-buffer
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings #

サーバの実際の BIOS 設定の表示
サーバの実際の BIOS設定を表示するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id /
server-id

ステップ 1   

指定したサーバでBIOSモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope biosステップ 2   

指定したサーバでBIOS設定モードを開始
します。

UCS-A /chassis/server/bios # scope
bios-settings

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

BIOS設定を表示します。 show?と入力し
て、 settingで使用可能な値のリストを表
示します。

UCS-A /chassis/server/bios/bios-settings
# show setting

ステップ 4   

次に、シャーシ 1のブレード 3の BIOS設定を表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope bios
UCS-A /chassis/server/bios # scope bios-settings
UCS-A /chassis/server/bios/bios-settings # show intel-vt-config

Intel Vt Config:
Vt
--
Enabled

UCS-A /chassis/server/bios/bios-settings #

CIMC セキュリティポリシー
Cisco UCS Managerは、セキュリティを強化するために次のポリシーを提供しています。

• KVM管理ポリシー

• IPMIアクセスプロファイル

IPMI アクセスプロファイル
このポリシーでは、IPアドレスを使用して、IPMIコマンドを直接サーバに送信できるかどうかを
決定することができます。たとえば、CIMCからセンサーデータを取得するためのコマンドを送
信することができます。このポリシーは、サーバでローカルに認証可能なユーザ名とパスワード

を含む IPMIアクセス、およびこのアクセスが読み取り専用か、読み取りと書き込みであるかを定
義します。

また、IPMIアクセスプロファイルの IPMI over LANを無効または有効にして、リモート接続を制
限することもできます。デフォルトでは、IPMIoverLANは、関連付けされていないすべてのサー
バ、および IPMIアクセスポリシーがないすべてのサーバで無効になっています。 IPMIアクセス
ポリシーを作成すると、デフォルトで、IPMIoverLANが「有効」に設定されます。この値を「無
効」に変更しない場合は、関連するすべてのサーバで IPMI over LANが有効になります。

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。
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IPMI アクセスプロファイルの設定

はじめる前に

次を入手します。

•適切な権限があり、サーバのオペレーティングシステムによる認証が可能なユーザ名

•このユーザ名のパスワード

•ユーザ名と関連付けられている権限

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」を org-nameとして入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された IPMIアクセスプロファイルを作成し、
組織 IPMIアクセスプロファイルモードを開始しま
す。

UCS-A /org # create
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

リモート接続を確立できるかどうかを決定します。UCS-A /org/ipmi-access-profile
# set ipmi-over-lan {disable |
enable}

ステップ 3   

IPMI over LANはデフォルトでは、すべて
の関連付けられていないサーバ上と、IPMI
アクセスポリシーがないすべてのサーバ上

でディセーブルになっています。 IPMIア
クセスポリシーを作成すると、IPMI over
LANはデフォルトでイネーブルに設定さ
れます。値を変更してディセーブルにしな

いと、IPMI over LANは関連するすべての
サーバでイネーブルになります。

（注）

指定されたエンドポイントユーザを作成して、組織

IPMIアクセスプロファイルエンドポイントユーザ
モードを開始します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile
# create ipmi-user
ipmi-user-name

ステップ 4   

IPMIアクセスプロファイル内には、それ
ぞれが独自のパスワードと権限を持つエン

ドポイントユーザを複数作成できます。

（注）

エンドポイントユーザのパスワードを設定します。UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# set password

ステップ 5   

set passwordコマンドの入力後、パスワードの入力
と確認を求められます。セキュリティ上の理由か

ら、入力したパスワードは CLIには表示されませ
ん。
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目的コマンドまたはアクション

エンドポイントユーザが管理権限と読み取り専用権

限のいずれを持つかを指定します。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# set privilege {admin |
readonly}

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。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルを作成し、bobという名前のエン
ドポイントユーザを作成し、bobのパスワードと権限を設定し、トランザクションをコミットし
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # create ipmi-user bob
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set privilege readonly
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #

次の作業

IPMIプロファイルをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

IPMI アクセスプロファイルの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した IPMIアクセスプロファイルを削除
します。

UCS-A /org # delete
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete ipmi-access-profile ReadOnly
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UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

IPMI アクセスプロファイルへのエンドポイントユーザの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードに入るには、「/」をorg-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した IPMIアクセスプロファイルの組織 IPMI
アクセスプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

指定されたエンドポイントユーザを作成して、組

織 IPMIアクセスプロファイルエンドポイント
ユーザモードを開始します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
create ipmi-user ipmi-user-name

ステップ 3   

IPMIアクセスプロファイル内には、そ
れぞれが独自のパスワードと権限を持つ

エンドポイントユーザを複数作成でき

ます。

（注）

エンドポイントユーザのパスワードを設定しま

す。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# set password

ステップ 4   

set passwordコマンドの入力後、パスワードの入
力と確認を求められます。セキュリティ上の理由

から、入力したパスワードは CLIには表示されま
せん。

エンドポイントユーザが管理権限と読み取り専用

権限のいずれを持つかを指定します。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# set privilege {admin |
readonly}

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。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルに aliceという名前のエンドポイ
ントユーザを追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # create ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set privilege readonly
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UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #

IPMI アクセスプロファイルからのエンドポイントユーザの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した IPMIアクセスプロファイルの組織
IPMIアクセスプロファイルモードを開始し
ます。

UCS-A /org # scope
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

IPMIアクセスプロファイルから指定したエ
ンドポイントユーザを削除します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
delete ipmi-user epuser-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルから aliceという名前のエンドポイント
ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile # delete ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile #

KVM 管理ポリシー
このポリシーを使用して、KVM経由でサーバにアクセスするときに vMedia暗号化を有効にする
かどうかを指定できます。

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。
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KVM 管理ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された KVM管理ポリシーを作成し、
組織 KVM管理ポリシーモードを開始しま
す。

UCS-A /org # create
kvm-mgmt-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/kvm-mgmt-policy # set
descr description

ステップ 3   

vMediaの暗号化をイネーブルにするかディ
セーブルにするかを指定します。

UCS-A /org/kvm-mgmt-policy # set
vmedia-encryption {disable | enable}

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。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、KVM_Policy1という名前の KVM管理ポリシーを作成し、vMediaの暗号化をイネーブルに
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create kvm-mgmt-policy KVM_Policy1
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy* # set vmedia-encryption enable
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy #

ローカルディスク設定ポリシーの設定

ローカルディスク設定ポリシー

このポリシーは、ローカルドライブのオンボード RAIDコントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションのSASローカルドライブを設定します。このポリシーでは、ロー
カルディスク設定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すべてのサーバに対し

て、ローカルディスクモードを設定できるようにします。

ローカルディスクモードには次のものがあります。

• [ローカルストレージなし]：ディスクレスサーバまたは SAN専用の設定で使用します。こ
のオプションを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、

ローカルディスクを持つサーバに関連付けることができません。
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• [RAID 0がストライプ済み]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速
スループットを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生する

と、すべてのデータが失われます。

• [RAID 1がミラー済み]：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発
生した場合でも完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの
小さい方の空き容量に等しくなります。

• [任意の設定]：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用します。

• [RAIDなし]：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままに
するサーバ設定で使用します。

[RAIDなし]を選択し、このポリシーをすでに RAIDストレージが設定されているオペレー
ティングシステムを使用するサーバに適用した場合、ディスクの内容は削除されません。

そのため、[RAIDなし]モードの適用後にサーバでの違いがわからないことがあります。よっ
て、ポリシーの RAID設定と、サーバの [インベントリ] > [ストレージ]タブに表示される実
際のディスク設定とが一致しない場合があります。

以前のすべてのRAID設定情報をディスクから削除するには、[RAIDなし]コンフィギュレー
ションモードの適用後にすべてのディスク情報を削除するスクラブポリシーを適用します。

• [RAID 5が部分的にストライプ済み]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化さ
れます。各ディスクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できる

パリティ情報が格納されます。 RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーション
に適切なデータスループットを提供します。

• [RAID 6が部分的にデュアルストライプ済み]：データはアレイのすべてのディスクにストラ
イプ化され、2つのパリティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する
保護を提供します。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• [RAID10がミラーおよびストライプ済み]：RAID10はミラー化されたディスクのペアを使用
して、完全なデータ冗長性と高いスループットレートを提供します。

• [RAID50が部分的にストライプおよびストライプ済み]：データが複数のストライプ化された
パリティディスクセットにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク故障耐

性を提供します。

• [RAID 60部分的にストライプおよびストライプ済み]：データが複数のストライプ化された
パリティディスクセットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク故障耐

性を提供します。

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。このポリシーを有効に

するには、サーバに関連付ける必要があります。

すべてのローカルディスク設定ポリシーに関するガイドライン

ローカルディスク設定ポリシーを作成する前に、次のガイドラインを考慮してください。
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HDD と SSD を混合しない

1台のサーバや RAID設定に、HDDと SSDを使用しないでください。

B200 M1 または M2 のデフォルトローカルディスク設定ポリシーを使用して、B200 M3 にサービス
プロファイルを割り当てないでください。

B200M1およびM2サーバとB200M3サーバのストレージコントローラで提供されるRAID/JBOD
サポートは異なっているため、B200M1またはM2サーバのデフォルトローカルディスク設定ポ
リシーを含むサービスプロファイルをB200M3サーバに割り当てたり、再割り当てを行ったりす
ることはできません。デフォルトのローカルディスク設定ポリシーには、[任意の設定]モードま
たは JBOD設定が含まれます。

JBOD モードのサポート

ローカルディスクの JBODモードをサポートしているのは、B200 M1、B200 M2、B200 M3、
B250 M1、B250 M2、B22 M3ブレードサーバのみです。

（注）

RAID 用に設定されているローカルディスク設定ポリシーに関するガイドライン

MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ用のローカルディスク設定ポリシーに RAID
設定を設定する

ブレードサーバまたは統合されたラックマウントサーバにMegaRAIDコントローラが搭載され
ている場合、そのサーバのサービスプロファイルに含まれるローカルディスク設定ポリシーでド

ライブの RAID設定を設定する必要があります。これを実行するには、そのサーバに定義されて
いる RAIDモードのいずれかを使用して、サービスプロファイルのローカルディスク設定ポリ
シーを設定するか、[任意の設定]モードと LSIユーティリティツールセットを使用して、RAID
ボリュームを作成します。

OSをインストールする前に RAID LUNを設定していないと、インストール時にディスク検出エ
ラーが発生し、「NoDevice Found」といったエラーメッセージが表示される可能性があります。

サーバプロファイルで [任意の設定] モードが指定されている場合、RAID 1 クラスタ移行後にサー
バが起動しない

RAID 1クラスタの移行後、サービスプロファイルをサーバに関連付ける必要があります。サー
ビスプロファイル内のローカルディスク設定ポリシーに RAID 1ではなく [任意の設定]モードが
設定されていると、RAID LUNは、関連付け中およびその後も「非アクティブ」状態のままにな
ります。その結果、サーバは起動できなくなります。

この問題を回避するには、サーバに関連付けるサービスプロファイルに、移行前の元のサービス

プロファイルとまったく同じローカルディスク設定ポリシーが含まれるようにし、[任意の設定]
モードは含まれないようにします。
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MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ上で JBOD モードを使用しない

MegaRAIDストレージコントローラが搭載されたブレードサーバまたは統合ラックマウントサー
バ上で JBODモードまたは JBOD操作を設定または使用しないでください。 JBODモードと操作
は、このサーバで完全に機能するよう設計されていません。

統合されたラックマウントサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

Cisco UCSManagerと統合されているラックマウントサーバは、Cisco UCS Centralサーバ上に存在
するハードドライブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つまでしか設定できません。

統合されたラックマウントサーバ内のローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラの
みにすべて接続される必要があります。 Cisco UCS Managerとの統合では、ローカルハードドラ
イブが単一のラックマウントサーバ内の複数の RAIDコントローラに接続することはサポートさ
れていません。そのため、Cisco UCS Managerと統合されるラックマウントサーバを発注する際
は、単一の RAIDコントローラ構成を要求することを推奨します。

また、サードパーティ製のツールを使用して、ラックマウントサーバ上に複数のRAIDLUNを作
成しないでください。 Cisco UCS Managerでは、そのような設定はサポートされていません。

ブレードサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

ブレードサーバは、サーバ内に存在するドライブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つま
でしか設定できません。ローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラのみにすべて接
続される必要があります。たとえば、B200 M3に LSIコントローラと Intel Patsburgコントローラ
が搭載されていても、LSIコントローラだけが RAIDコントローラして使用できます。

また、サードパーティ製のツールを使用して、ブレードサーバ上に複数のRAIDLUNを作成しな
いでください。 Cisco UCS Managerでは、そのような設定はサポートされていません。

ミラー RAID で選択されるディスクの数は 2 つまでにする

ミラー RAIDで選択されたディスクの数が 2つを超えると、RAID 1は RAID 10 LUNとして作成
されます。この問題は、Cisco UCS B440 M1サーバと B440 M2サーバで発生する可能性がありま
す。

一部のサーバの特定の RAID 設定オプションでは、ライセンスが必要

一部のCisco UCSサーバには、特定のRAID設定オプションのライセンスが必要です。Cisco UCS
Managerで、このローカルディスクポリシーを含むサービスプロファイルとサーバを関連付ける
と、Cisco UCSManagerによって選択されたRAIDオプションに適切なライセンスが備わっている
かが確認されます。問題がある場合は、サービスプロファイルを関連付ける際に、Cisco UCS
Managerに設定エラーが表示されます。

特定の Cisco UCSサーバの RAIDライセンス情報については、そのサーバの『ハードウェアイン
ストールガイド』を参照してください。

B420 M3 サーバでは全コンフィギュレーションモードはサポートされていない

B420 M3サーバでは、ローカルディスク設定ポリシーで、次のような設定オプションはサポート
されていません。
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• RAIDなし

• RAID 6ストライプ化デュアルパリティ

また、B420 M3では JBODモードや操作はサポートされていません。

シングルディスク RAID 0 設定は、一部のブレードサーバではサポートされていない

シングルディスク RAID 0設定は、次のブレードサーバではサポートされていません。

• Cisco UCS B200 M1

• Cisco UCS B200 M2

• Cisco UCS B250 M1

• Cisco UCS B250 M2

ローカルディスク設定ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」を org-nameとして入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ローカルディスク設定ポリシーを作成し、ローカル

ディスク設定ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
local-disk-config-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ローカルディスク設定ポリシーに説明を記入しま

す。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy # set
descr description

ステップ 3   

ローカルディスク設定ポリシーのモードを指定しま

す。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy # set
mode {any-configuration |

ステップ 4   

no-local-storage | no-raid |
raid-0-striped | raid-1-mirrored
| raid-5-striped-parity |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-10-mirrored-and-striped}

サーバは、サービスプロファイルとの関連付けが解

除されても、ローカルディスク設定ポリシー内の設

定を保持するかどうかを指定します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy # set
protect {yes | no}

ステップ 5   

サーバ内の 1つ以上のディスクに障害が発
生すると、[設定の保護]は機能しなくなり
ます。

注意
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目的コマンドまたはアクション

サービスプロファイルがサーバから関連付けを解除

され、新しいサービスプロファイルが関連付けられ

ると、新しいサービスプロファイルの Protect
Configurationプロパティの設定が優先され、前の
サービスプロファイルの設定が上書きされます。

このオプションが有効な状態でサーバと

サービスプロファイルの関連付けを解除

した後、そのサーバに新しいサービスプ

ロファイルを関連付け、そのサービスプ

ロファイル内のローカルディスク設定ポ

リシーに前とは異なるプロパティが含まれ

ていると、サーバから設定不一致のエラー

が返され、関連付けは失敗します。

（注）

FlexFlash SDカードのサポートをイネーブルにする
かを指定します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy # set
flexflash-state {enable | disable}

ステップ 6   

FlexFlash RAIDレポートのサポートをイネーブルに
するかを指定します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy # set
flexflash-raid-reporting-state
{enable | disable}

ステップ 7   

インストールされているSDカードが1つ
だけの場合、FlexFlashインベントリに
RAID状態が [Disabled]、RAIDヘルスが
[NA]と表示されます。

（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。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、ローカルディスク設定ポリシーを設定し、トランザクションをコミットます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create local-disk-config-policy DiskPolicy7
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set mode raid-1-mirrored
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set protect yes
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #
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ローカルディスク設定ポリシーの表示

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドに入るには、「/」を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

ローカルディスクポリシーを表示します。ローカルディ

スクポリシーを設定していない場合は、（create
UCS-A /org # show
local-disk-config-policy
policy-name

ステップ 2   

local-disk-configコマンドで作成された）ローカルディスク
設定が表示されます。

（create local-disk-configコマンドで設定された）ローカル
ディスク定義を表示します。 Serial over LAN定義が設定さ
れていない場合、およびポリシーが（set
local-disk-config-policyコマンドを使用して）設定されてい
る場合、ポリシーが表示されます。

次に、DiskPolicy7というローカルディスク設定ポリシーのローカルディスクポリシー情報を表
示する例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # show local-disk-config-policy DiskPolicy7

Local Disk Config Policy:
Name: DiskPolicy7
Mode: Raid 1 Mirrored
Description:
Protect Configuration: Yes

ローカルディスク設定ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したローカルディスク設定ポリシーを

削除します。

UCS-A /org # delete
local-disk-config-policy policy-name

ステップ 2   
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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。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、DiskPolicy7という名前のローカルディスク設定ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete local-disk-config-policy DiskPolicy7
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

FlexFlash のサポート

概要

Cisco UCS Bシリーズおよび CシリーズM3およびM4サーバは内部セキュアデジタル（SD）メ
モリカードをサポートします。 SDカードは、Cisco Flexible Flashストレージコントローラ（SD
カード用スロットが 2つある PCIベースのコントローラ）によってホストされます。カードに
は、HVと呼ばれる単一のパーティションが含まれます。 FlexFlashがイネーブルの場合、Cisco
UCSManagerには、BIOSとホストオペレーティングシステムの両方に対するUSBドライブとし
て HVパーティションが表示されます。

FlexFlashはデフォルトでディセーブルになっています。サービスプロファイルで使用されるロー
カルディスクポリシーで FlexFlashをイネーブルにできます。 FlexFlashがローカルディスクポ
リシーでイネーブルと定義され、サーバが SDカードをサポートしている場合、FlexFlashコント
ローラはサービスプロファイルを関連付ける際にイネーブルになります。サーバが SDカードを
サポートしていない場合や CIMCバージョンが古い場合は、構成エラーメッセージが表示されま
す。

サポートされるサーバでFlexFlashをディセーブルにすると、ホストの再起動がトリガーされ、再
起動の警告メッセージが表示されます。FlexFlashコントローラは、関連サービスプロファイルの
関連付け解除の一環としてもディセーブルになります。

FlexFlashコントローラはデュアル SDカード用の RAID-1をサポートします。 FlexFlashスクラブ
ポリシーを作成しサーバを再認識することで RAIDペアに新しい SDカードを設定できます。
FlexFlashスクラブポリシーは、両方のカードのHVパーティションを削除し、そのカードを正常
な RAID状態にすることができます。

ペアリングが完了したらすぐにスクラブポリシーをディセーブルにします。（注）

HVパーティションから起動するには、SDカードがサービスプロファイルで使用されるブート
ポリシーで定義されている必要があります。
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FlexFlash ファームウェア管理

FlexFlashコントローラファームウェアは、CIMCイメージの一部としてバンドルされます。CIMC
をアップグレードする際に、最新のファームウェアバージョンがFlexFlashコントローラで使用可
能な場合、コントローラは管理されなくなり、FlexFlashインベントリには、コントローラステー
タスが [Waiting For User Action]、コントローラヘルスが [Old Firmware Running]と表示されます。
FlexFlashコントローラのファームウェアをアップグレードするには、ボードコントローラの更新
を行う必要があります。詳細については、適切な『CiscoUCSB-Series FirmwareManagement Guide
（Cisco UCS Bシリーズのファームウェアの管理ガイド）』を参照してください。

制限事項：

• 16 GBの SDカードのみサポートされます。

•ラックサーバの SDカードをブレードサーバで使用したり、ブレードサーバの SDカードを
ラックサーバで使用することは推奨されません。サーバタイプ間での SDカードの交換は
SDカードのデータ損失につながる可能性があります。

•一部の Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバには、4つのパーティション（HV、
HUU、SCU、ドライバ）を持つ SDカードが搭載されています。Cisco UCSManagerではHV
パーティションのみが表示されます。 FlexFlashスクラブポリシーを使用して、4つのパー
ティションを持つ SDカードを単一 HVパーティションカードに移行できます。

• FlexFlashコントローラは RAID-1同期（ミラー再構築）をサポートしません。 SDカードが
RAIDデグレード状態である場合、あるいはメタデータエラーがコントローラによって報告
された場合は、FlexFlashスクラブポリシーを実行してRAIDのためのカードを組み合わせる
必要があります。 FlexFlashスクラブポリシーの詳細については、スクラブポリシー, （483
ページ）を参照してください。次の条件によって RAIDデグレードやメタデータエラーが
引き起こされる可能性があります。

◦サーバの 1つのスロットにすでに SDカードが装着されているときに、別のスロットに
新しいまたは使用されていた SDカードを挿入する。

◦異なるサーバの 2つの SDカードを挿入する。

•サーバのファームウェアバージョンは、2.2(1a)以上が必要です。

FlexFlash SD カードのサポートのイネーブルまたはディセーブル

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」をorg-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したローカルディスク設定ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope
local-disk-config-policy policy-name

ステップ 2   

FlexFlashSDカードのサポートをイネーブルに
するかを指定します。

UCS-A /org/local-disk-config-policy
# set flexflash-state {enable |
disable}

ステップ 3   

FlexFlashRAIDレポートのサポートをイネーブ
ルにするかを指定します。

UCS-A /org/local-disk-config-policy
# set flexflash-raid-reporting-state
{enable | disable}

ステップ 4   

インストールされている SDカード
が 1つだけの場合、FlexFlashインベ
ントリに RAID状態が [Disabled]、
RAIDヘルスが [NA]と表示されま
す。

（注）

トランザクションをシステムにコミットしま

す。

UCS-A /org/local-disk-config-policy
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、ローカルディスク設定ポリシーデフォルトの FlexFlash SDカードのサポートおよび
FlexFlash RAIDレポートステートをイネーブルにし、システムへのトランザクションをコミット
する方法を示します。

UCS-A# scope org/
UCS-A /org # scope local-disk-config-policy default
UCS-A /org/local-disk-config-policy #set flexflash-state enable
UCS-A /org/local-disk-config-policy# #set flexflash-raid-reporting-state enable
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #

スクラブポリシーの設定

スクラブポリシー

このポリシーは、ディスカバリプロセス中にサーバのローカルデータおよび BIOS設定に何が起
こるか、サーバがいつ再認識されるか、またはサーバとサービスプロファイルの関連付けがいつ

解除されるかを決定します。

ローカルディスクスクラブポリシーは、Cisco UCS Managerによって管理されるハードドラ
イブにのみ適用され、USBドライブなど他のデバイスには適用されません。

（注）

スクラブポリシーの設定によっては、そのようなときに次の処理が行われます。
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ディスクスクラブ

ローカルドライブのデータに対しては、アソシエーションが解除されるときに、次のいずれかが

発生します。

•有効になっている場合は、ローカルドライブ上のすべてのデータが破棄されます。

•無効になっている場合は、ローカルドライブ上のすべてのデータが保持されます（ローカル
ストレージ設定を含む）。

BIOS 設定スクラブ

BIOS設定に対しては、スクラブポリシーを含むサービスプロファイルがサーバからアソシエー
ション解除されるときに、次のいずれかが発生します。

•有効になっている場合は、サーバのすべての BIOS設定が消去され、そのサーバタイプとベ
ンダーに応じた BIOSのデフォルトにリセットされます。

•無効になっている場合は、サーバの既存の BIOS設定が保持されます。

FlexFlash スクラブ

FlexFlashスクラブにより、新規またはデグレードしたSDカードの組み合わせ、FlexFlashメタデー
タの設定エラーの解決、4パーティションの旧式 SDカードから単一パーティション SDカードへ
の移行を実行することができます。スクラブポリシーを含むサービスプロファイルとサーバと

の関連付けが解除されるとき、またはサーバが再認識されるときに、SDカードに対して次のいず
れかが発生します。

•有効になっている場合は、PNUOSフォーマットユーティリティによりSDカードのHVパー
ティションがフォーマットされます。 SDカードが 2枚ある場合、それらカードは RAID-1
ペアになっており、両方のカードの HVパーティションが有効と見なされます。スロット 1
のカードはプライマリ、スロット 2のカードはセカンダリと見なされます。

•無効になっている場合は、既存の SDカード設定が保持されます。

（注） • FlexFlashスクラブを行うと SDカードのHVパーティションが消去されるため、FlexFlash
スクラブを実行する前に、ホストオペレーティングシステム用の適切なユーティリティ

を使用して SDカードの完全バックアップを行うことを推奨します。

•サービスプロファイルのメタデータ設定の不具合を解決するには、FlexFlashスクラブを
実行する前に、ローカルディスク設定ポリシーの FlexFlashを無効にして、サーバが再認
識された後に FlexFlashを有効にする必要があります。

•ペアリングが完了したら、またはメタデータの不具合が解決したら、ただちにスクラブ
ポリシーを無効にしてください。
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スクラブポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドに入るには、「/」を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

スクラブポリシーを指定されたポリシー名で作成し、組織

スクラブポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
scrub-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

スクラブポリシーの説明を記入します。

UCS-A /org/scrub-policy
# set descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含

まれている場合、説明を引用符で括る必要があ

ります。引用符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）

次のように、このスクラブポリシーを使用するサーバでの

ディスクスクラブをイネーブル化またはディセーブル化し

ます。

UCS-A /org/scrub-policy
# set disk-scrub {no |
yes}

ステップ 4   

•有効になっている場合は、ローカルドライブ上のす
べてのデータが破棄されます。

•無効になっている場合は、ローカルドライブ上のす
べてのデータが保持されます（ローカルストレージ

設定を含む）。

次のように、このスクラブポリシーを使用するサーバでの

BIOS設定スクラブをイネーブル化またはディセーブル化
します。

UCS-A /org/scrub-policy
# set bios-settings-scrub
{no | yes}

ステップ 5   

•有効になっている場合は、サーバのすべてのBIOS設
定が消去され、そのサーバタイプとベンダーに応じ

た BIOSのデフォルトにリセットされます。

•無効になっている場合は、サーバの既存のBIOS設定
が保持されます。

次のように、このスクラブポリシーを使用するサーバでの

flexflashスクラブをイネーブル化またはディセーブル化し
ます。

UCS-A /org/scrub-policy
# set flexflash-scrub {no
| yes}

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアク

ション

•有効になっている場合は、PNUOSフォーマットユー
ティリティにより SDカードの HVパーティションが
フォーマットされます。 SDカードが 2枚ある場合、
それらカードは RAID-1ペアになっており、両方の
カードのHVパーティションが有効と見なされます。
スロット 1のカードはプライマリ、スロット 2のカー
ドはセカンダリと見なされます。

•無効になっている場合は、既存の SDカード設定が保
持されます。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/scrub-policy
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ScrubPolicy2という名前のスクラブポリシーを作成し、スクラブポリシーを使用する
サーバでディスクのスクラブをイネーブルにし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create scrub-policy ScrubPolicy2
UCS-A /org/scrub-policy* # set descr "Scrub disk but not BIOS."
UCS-A /org/scrub-policy* # set disk-scrub yes
UCS-A /org/scrub-policy* # set bios-settings-scrub no
UCS-A /org/scrub-policy* # set flexflash-scrub no
UCS-A /org/scrub-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/scrub-policy #

スクラブポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したスクラブポリシーを削除します。UCS-A /org # delete scrub-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、ScrubPolicy2という名前のスクラブポリシーを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete scrub-policy ScrubPolicy2
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

DIMM エラー管理の設定

DIMM の修正可能なエラー処理
CiscoUCSManagerでは、DIMMが事前定義されたウィンドウにおいて修正可能な重大エラーに遭
遇した場合、ステータスが Degradedと表され、機能しないデバイスと見なされます。

DIMMの修正可能なエラー処理機能により、サーバ内のすべてのDIMMに関する修正可能および
修正不可能なメモリエラーをすべてリセットできます。エラー設定をリセットすると、当該DIMM
のエラー数はクリアされ、ステータスは操作可能に変わり、DIMMのセンサー状態がリセットさ
れます。

メモリエラーのリセット

Cisco UCS Managerとベースボード管理コントローラ（BMC）で発生したすべての修正可能およ
び修正不可能なメモリエラーをリセットするには、この手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始

します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定したサーバのサーバモードを開始しま

す。

UCS-A/chassis # scope server
server-num

ステップ 2   

サーバ内のすべてのDIMMで発生した修正
可能および修正不可能なエラーをリセット

します。

UCS-A/chassis/server #
reset-all-memory-errors

ステップ 3   

保留中のすべてのトランザクションをコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、選択されたメモリユニットのメモリエラーをリセットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope server 1
UCS-A/chassis/server # reset-all-memory-errors
UCS-A/chassis/server* # commit-buffer
UCS-A/chassis/server #
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DIMM のブラックリスト化
Cisco UCS Managerで、デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）の状態は、SELイベン
トレコードに基づいています。 BIOSが BIOSポスト中のメモリテスト実行時に修正不可能なメ
モリエラーに遭遇した場合、DIMMは不良と判別されます。不良と判別された DIMMは機能し
ないデバイスと見なされます。

DIMMのブラックリスト化を有効にすると、Cisco UCS Managerはメモリテスト実行メッセージ
をモニタし、DIMM SPDデータ内でメモリエラーに遭遇した DIMMをブラックリストに載せま
す。これにより、ホストは修正不可能な ECCエラーに遭遇した DIMMをマップから外すことが
できます。

DIMM のブラックリストのイネーブル化

メモリポリシーは、Cisco UCSドメインの既存のサーバ、およびメモリポリシーを設定した後で
追加されたサーバに適用できるグローバルポリシーです。

（注） •本グローバルポリシーをサービスプロファイルに追加できません。

• Cisco UCS BシリーズM1ブレードサーバはこの機能をサポートしません。

• Cisco UCS Cシリーズラックサーバへのサポートは今後のリリースで可能になる予定で
す。

はじめる前に

•サーバのファームウェアはリリース 2.2(1)以降である必要があります。

•次の権限のうち 1つを用いてログインする必要があります。

◦ Admin

◦サーバポリシー

◦サーバプロファイルのサーバポリシー

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

グローバルメモリポリシーのメモリポリシー

モードを開始します。

UCS-A /org #
memory-config-policy default

ステップ 2   

DIMMのブラックリストは、ドメインレベルポ
リシーでイネーブルにされ、これらの変更は、

UCS-A /org/memory-config-policy
# set blacklisting enabled

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

その特定のドメイン内のすべてのサーバに適用

されます。

サーバのCIMCがDIMMのブラックリ
ストをサポートしない場合、info level
障害が生成されます。

（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。

UCS-A
/org/memory-config-policy* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、DIMMのブラックリストをイネーブルにする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # scope memory-config-policy default
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy # set blacklisting enabled
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy #
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy # show detail

Memory Config Policy:
Blacklisting: enabled

Serial over LAN ポリシーの設定

Serial over LAN ポリシー
このポリシーは、このポリシーを使用するサービスプロファイルと関連付けられているすべての

サーバに対する Serial over LAN接続の設定を行います。デフォルトでは、Serial over LAN接続は
ディセーブルにされています。

Serial over LANポリシーを実装する場合、IPMIプロファイルを作成することも推奨します。

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。

Serial over LAN ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードに入るには、「/」を org-nameとして
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

Serial over LANポリシーを作成し、組織LANSerial
over LANポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create sol-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/sol-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）

シリアルボーレートを指定します。UCS-A /org/sol-policy # set
speed {115200 | 19200 | 38400 |
57600 | 9600}

ステップ 4   

Serial over LANポリシーをディセーブルまたはイ
ネーブルにします。デフォルトでは、Serial over

UCS-A /org/sol-policy # {disable
| enable}

ステップ 5   

LANポリシーはディセーブルです。ポリシーを適
用する前にイネーブルにする必要があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/sol-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、Sol9600という名前の Serial over LANポリシーを作成し、ポリシーの説明を指定し、速度
を 9,600ボーに設定し、ポリシーをイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create sol-policy Sol9600
UCS-A /org/sol-policy* # set descr "Sets serial over LAN policy to 9600 baud."
UCS-A /org/sol-policy* # set speed 9600
UCS-A /org/sol-policy* # enable
UCS-A /org/sol-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/sol-policy #

Serial over LAN ポリシーの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードに入るには、「/」を org-nameとして入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

（create sol-configコマンドで設定された）Serial over
LAN定義を表示します。 Serial over LAN定義が設定

UCS-A /org # show
sol-policy policy-name

ステップ 2   

されていない場合、およびポリシーが（set sol-policy
コマンドを使用して）設定されている場合、ポリシー

が表示されます。

次に、Sol9600という Serial over LANポリシーの Serial over LAN情報を表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # show sol-policy Sol9600

SOL Policy:
Full Name: Sol9600
SOL State: Enable
Speed: 9600
Description:

Serial over LAN ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された Serial over LANポリシーを削除し
ます。

UCS-A /org # delete sol-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、Sol9600という名前の Serial over LANポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete sol-policy Sol9600
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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サーバ自動構成ポリシーの設定

サーバ自動構成ポリシー

CiscoUCSManagerでは、このポリシーを使用して、新しいサーバの設定方法を決定します。サー
バ自動構成ポリシーを作成すると、新しいサーバの起動時に次の処理が行われます。

1 サーバに対してサーバ自動構成ポリシーの資格認定が実行されます。

2 必要な資格を満たしている場合、サーバは、サーバ自動構成ポリシーで設定されたサービスプ

ロファイルテンプレートから作成されたサービスプロファイルと関連付けられます。そのサー

ビスプロファイルの名前は、Cisco UCS Managerによって付与されるサーバの名前に基づきま
す。

3 サービスプロファイルは、サーバ自動構成ポリシーで設定された組織に割り当てられます。

サーバ自動構成ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」を org-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバ自動構成ポリシーを指定されたポリシー

名で作成し、組織サーバ自動構成ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # create
server-autoconfig-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールド
には表示されません。

（注）

（任意）

サーバを使用する組織を指定します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
destination org org-name

ステップ 4   

（任意）

サーバの資格認定にサーバプールポリシー資格

情報を使用するように指定します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
qualifier server-qual-name

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

サーバのサービスプロファイルインスタンスを

作成するために使用するサービスプロファイル

テンプレートを指定します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
template profile-name

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。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、AutoConfigFinanceというサーバ自動構成ポリシーを作成し、ポリシーに説明を加え、
宛先組織として financeを、サーバプールポリシー資格情報として ServPoolQual22を、サービス
プロファイルテンプレートとして ServTemp2を指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set descr "Server Autoconfiguration Policy for
Finance"
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set destination org finance
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set qualifier ServPoolQual22
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set template ServTemp2
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/server-autoconfig-policy #

サーバ自動構成ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバ自動構成ポリシーを削除し

ます。

UCS-A /org # delete
server-autoconfig-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、AutoConfigFinanceという名前のサーバ自動構成ポリシーを削除し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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サーバディスカバリポリシーの設定

サーバディスカバリポリシー

このディスカバリポリシーは、新しいサーバが追加されたときのシステムの反応を決定します。

サーバディスカバリポリシーを作成する場合、サーバがシャーシに追加されたときに、システム

により詳細なディスカバリを行うのか、または、ユーザがまず新しいサーバを確認する必要があ

るのかどうかを制御できます。デフォルトでは、システムにより完全なディスカバリが実行され

ます。

サーバディスカバリポリシーを作成した場合は、新しいサーバを起動すると次の処理が行われま

す。

1 サーバに対してサーバディスカバリポリシーの資格認定が行われます。

2 サーバが必要な資格を満たしている場合、Cisco UCS Managerはサーバに次の処理を適用しま
す。

•この処理に関して選択されたオプションに応じて、新しいサーバをただちに検出するか、
またはユーザが新しいサーバを確認するまで待機する

•サーバにスクラブポリシーを適用する

サーバディスカバリポリシーの設定

はじめる前に

このポリシーとサーバプールを関連付ける予定がある場合は、サーバプールポリシー資格情報

を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

シャーシディスカバリポリシーは、ルー

ト組織からしかアクセスできません。

（注）

サーバディスカバリポリシーを指定されたポリ

シー名で作成し、組織サーバディスカバリポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create
server-disc-policy policy-name

ステップ 2   

システムが新しいサーバの検出を試みるタイミン

グを指定します。

UCS-A /org/server-disc-policy #
set action {diag | immediate |
user-acknowledged}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

サーバディスカバリポリシーに説明を加えます。

UCS-A /org/chassis-disc-policy
# set descr description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）

（任意）

指定されたサーバプールポリシー資格情報をこの

ポリシーとサーバプールを関連付けるために使用

します。

UCS-A /org/server-disc-policy #
set qualifier qualifier

ステップ 5   

このポリシーが使用するスクラブポリシーを指定

します。スクラブポリシーは、検出時にサーバの

UCS-A /org/server-disc-policy #
set scrub-policy

ステップ 6   

ディスクドライブをきれいにスクラブするかどう

かを定義します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/server-disc-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ServDiscPolExampleという名前のサーバディスカバリポリシーを作成し、すぐに新し
いサーバを検出するように設定し、ポリシーについて説明を加え、サーバプールポリシー資格情

報とスクラブポリシーを指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create server-disc-policy ServDiscPolExample
UCS-A /org/server-disc-policy* # set action immediate
UCS-A /org/server-disc-policy* # set descr "This is an example server discovery policy."
UCS-A /org/server-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
UCS-A /org/server-disc-policy* # set scrub-policy NoScrub
UCS-A /org/server-disc-policy # commit-buffer

次の作業

サーバディスカバリポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方

に含めます。
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サーバディスカバリポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバディスカバリポリシーを削

除します。

UCS-A /org # Delete
server-disc-policy policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-disc-policy #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、ServDiscPolExampleという名前のサーバディスカバリポリシーを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete server-disc-policy ServDiscPolExample
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバ継承ポリシーの設定

サーバ継承ポリシー

このポリシーは、サーバ用のサービスプロファイルを作成するために、サーバディスカバリプ

ロセス中に呼び出されます。このポリシーから作成されたサービスプロファイルはすべて、製造

元でブレードに設定された値を使用します。このポリシーは次の機能を実行します。

•サーバのインベントリの分析

•選択された組織へのサーバの割り当て（設定されている場合）

•製造元でサーバに設定された IDを使って、このサーバのサービスプロファイルを作成

このポリシーを使って作成したサービスプロファイルは他のサーバに移行できません。

サーバ継承ポリシーの設定

VICアダプタが搭載されたブレードサーバまたはラックマウントサーバ（Cisco UCS M81KR仮
想インターフェイスカードなど）、サーバのアイデンティティ値が製造時にサーバハードウェア

に書き込まれていません。その結果、アダプタのアイデンティティは、デフォルトプールから取
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得する必要があります。デフォルトプールに、サーバに割り当てるのに十分なエントリが格納さ

れていない場合、サービスプロファイルの関連付けが設定エラーで失敗します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」を org-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバ継承ポリシーを指定されたポリシー名で

作成し、組織サーバ継承ポリシーモードを開始

します。

UCS-A /org # create
server-inherit-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
set descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールド
には表示されません。

（注）

（任意）

サーバを使用する組織を指定します。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
set destination org org-name

ステップ 4   

（任意）

サーバの資格認定にサーバプールポリシー資格

情報を使用するように指定します。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
set qualifier server-qual-name

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。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、InheritEngineeringという名前のサーバ継承ポリシーを作成し、ポリシーに説明を加え、
宛先組織として engineeringを、サーバプールポリシー資格情報としてServPoolQual22を指定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-inherit-policy InheritEngineering
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set descr "Server Inheritance Policy for Engineering"
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set destination org engineering
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set qualifier ServPoolQual22
UCS-A /org/server-inherit-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/server-inherit-policy #
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サーバ継承ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバ継承ポリシーを削除しま

す。

UCS-A /org # delete
server-inherit-policy policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、InheritEngineeringという名前のサーバ継承ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-inherit-policy InheritEngineering
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバプールポリシーの設定

サーバプールポリシー

このポリシーはサーバディスカバリプロセス中に呼び出されます。これは、サーバプールポリ

シー資格情報により、サーバと、ポリシーで指定されたターゲットプールが一致した場合にどの

ような処理が行われるかを定義します。

サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバプールポリシーがあった場

合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。
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サーバプールポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードに入るには、「/」を org-nameとして
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバプールポリシーを指定された名前で作成

し、組織プールポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
pooling-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

サーバプールポリシーに説明を加えます。

UCS-A /org/pooling-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

サーバプールポリシーで使用するサーバプール

を指定します。プールの完全識別名を指定する必

要があります。

UCS-A /org/pooling-policy # set
pool pool-distinguished-name

ステップ 4   

サーバプールポリシーで使用するサーバプール

修飾子を指定します。

UCS-A /org/pooling-policy # set
qualifier qualifier-name

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。

UCS-A /org/pooling-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ServerPoolPolicy4という名前のサーバプールポリシーを作成し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create pooling-policy ServerPoolPolicy4
UCS-A /org/pooling-policy* # set pool org-root/compute-pool-pool3
UCS-A /org/pooling-policy* # set qualifier ServPoolQual8
UCS-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/pooling-policy #
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サーバプールポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシーを削除しま

す。

UCS-A /org # delete pooling-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、ServerPoolPolicy4という名前のサーバプールポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete pooling-policy ServerPoolPolicy4
UCS-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/pooling-policy #

サーバプールポリシーの資格情報の設定

サーバプールポリシー資格情報

このポリシーは、ディスカバリプロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー

バを資格認定します。資格情報は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリ

シーで設定されたルールです。たとえば、データセンタープールのサーバの最小メモリ容量を指

定するルールを作成できます。

資格情報は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するた

めに使用されます。たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサー

バを 1つ以上のサーバプールに追加したり、自動的にサービスプロファイルと関連付けたりでき
ます。

サーバプールポリシー資格情報を使用すると、次の基準に従ってサーバを資格認定できます。

•アダプタのタイプ

•シャーシの場所

•メモリのタイプと設定

•電源グループ
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• CPUのコア数、タイプ、および設定

•ストレージの設定と容量

•サーバのモデル

実装によっては、サーバプールポリシー資格情報を使用して、次を含む複数のポリシーを設定す

る必要があります。

•自動構成ポリシー

•シャーシディスカバリポリシー

•サーバディスカバリポリシー

•サーバ継承ポリシー

•サーバプールポリシー

サーバプールポリシーの資格情報の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」を org-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバプール資格情報を指定された名前で作

成し、組織サーバ資格情報モードを開始しま

す。

UCS-A /org # create server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例は、ServPoolQual22という名前のサーバプール資格情報を作成し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

次の作業

次のサーバコンポーネントの 1つ以上の資格情報を設定します。

•アダプタ資格情報

•シャーシ資格情報
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•メモリ資格情報

•電源グループ資格情報

•プロセッサ資格情報

•ストレージ資格情報

サーバプールポリシーの資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバプール資格情報を削除し

ます。

UCS-A /org # delete server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例は、ServPoolQual22という名前のサーバプール資格情報を削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

アダプタ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」を org-nameとして入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したサーバプールポリシー資格情報で組織サー

バ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope
server-qual server-qual-name

ステップ 2   

アダプタ資格情報を作成し、組織サーバ資格情報ア

ダプタモードを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
adapter

ステップ 3   

指定されたアダプタタイプのアダプタ容量資格を作

成して、組織サーバ資格アダプタ容量資格情報モー

UCS-A /org/server-qual/adapter
# create cap-qual adapter-type

ステップ 4   

ドを開始します。 adapter-type引数には、次の任意の
値を設定できます。

• fcoe：Fibre Channel over Ethernet

• non-virtualized-eth-if：非仮想化イーサネットイ
ンターフェイス

• non-virtualized-fc-if：非仮想化ファイバチャネ
ルインターフェイス

• path-encap-consolidated：パスカプセル化統合

• path-encap-virtual：パスカプセル化仮想

• protected-eth-if：保護されたイーサネットイン
ターフェイス

• protected-fc-if：保護されたファイバチャネルイ
ンターフェイス

• protected-fcoe：保護された Fibre Channel over
Ethernet

• virtualized-eth-if：仮想化イーサネットインター
フェイス

• virtualized-fc-if：仮想ファイバチャネルインター
フェイス

• virtualized-scsi-if：仮想化 SCSIインターフェイ
ス

選択したアダプタタイプの最大容量を指定します。UCS-A
/org/server-qual/adapter/cap-qual

ステップ 5   

# set maximum {max-cap |
unspecified}

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/server-qual/adapter/cap-qual
# commit-buffer

ステップ 6   
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次の例では、非仮想化イーサネットインターフェイスのアダプタ資格情報を設定し、トランザク

ションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create adapter
UCS-A /org/server-qual/adapter* # create cap-qual non-virtualized-eth-if
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual* # set maximum 2500000000
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual #

アダプタ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」をorg-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で組

織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

サーバプールポリシー資格情報からアダプタ

資格情報を削除します。

UCS-A /org/server-qual # delete
adapter

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServPoolQual22という名前のサーバプールポリシー資格情報からアダプタ資格情報を削除
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete adapter
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

シャーシ資格情報の設定

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」をorg-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で組

織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定されたシャーシ範囲のシャーシ資格情報

を作成し、組織サーバ資格情報シャーシモー

ドを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
chassis min-chassis-num
max-chassis-num

ステップ 3   

指定されたスロット範囲のシャーシスロット

資格情報を作成し、組織サーバ資格情報シャー

シスロットモードを開始します。

UCS-A /org/server-qual/chassis #
create slot min-slot-num
max-slot-num

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。

UCS-A /org/server-qual/chassis/slot
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、シャーシ 1および 2のスロット 1～ 4にシャーシ資格情報を設定し、トランザクショ
ンをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual* # create chassis 1 2
UCS-A /org/server-qual/chassis* # create slot 1 4
UCS-A /org/server-qual/chassis/slot* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/chassis/slot #

シャーシ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定されたシャーシ範囲のシャーシ資格情報

を削除します。

UCS-A /org/server-qual # delete
chassis min-chassis-num
max-chassis-num

ステップ 3   
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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。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、シャーシ 1および 2のシャーシ資格情報を削除し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete chassis 1 2
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

CPU 資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードに入るには、

「/」を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情

報で組織サーバ資格情報モードを開始

します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

CPU資格情報を作成し、組織サーバ資
格情報プロセッサモードを開始しま

す。

UCS-A /org/server-qual # create cpuステップ 3   

プロセッサのアーキテクチャタイプを

指定します。

UCS-A /org/server-qual/cpu # set arch
{any | dual-core-opteron | intel-p4-c |
opteron | pentium-4 | turion-64 | xeon |
xeon-mp}

ステップ 4   

プロセッサの最大コア数を指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/cpu # set
maxcores {max-core-num | unspecified}

ステップ 5   

プロセッサの最小コア数を指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/cpu # setmincores
{min-core-num | unspecified}

ステップ 6   

プロセッサの最大数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # set
maxprocs {max-proc-num | unspecified}

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

プロセッサの最小数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # set
minprocs {min-proc-num | unspecified}

ステップ 8   

スレッドの最大数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # set
maxthreads {max-thread-num |
unspecified}

ステップ 9   

スレッドの最小数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # set
minthreads {min-thread-num |
unspecified}

ステップ 10   

プロセッサのステッピング番号を指定

します。

UCS-A /org/server-qual/cpu # set stepping
{step-num | unspecified}

ステップ 11   

プロセッサモデル名が一致する必要の

ある正規表現を指定します。

UCS-A /org/server-qual/cpu # set
model-regex regex

ステップ 12   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /org/server-qual/cpu #
commit-buffer

ステップ 13   

次の例は、CPU資格を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create processor
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set arch xeon
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxcores 8
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set mincores 4
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxprocs 2
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set minprocs 1
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxthreads 16
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set minthreads 8
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set stepping 5
UCS-A /org/server-qual/cpu* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/cpu #

CPU 資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

プロセッサ資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete
cpu

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、プロセッサの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete cpu
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

電源グループ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定された電源グループ名の電源グループ資

格情報を作成します。

UCS-A /org/server-qual # create
power-group power-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、powergroup1という電源グループの電源グループ資格情報を設定し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create power-group powergroup1
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #
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電源グループ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定された電源グループ資格情報を削除しま

す。

UCS-A /org/server-qual # delete
power-group power-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、powergroup1という電源グループの電源グループ資格情報を削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete power-group powergroup1
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

メモリ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードに入るには、「/」
を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報

で組織サーバ資格情報モードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

メモリ資格情報を作成し、組織サーバ資

格情報メモリモードを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
memory

ステップ 3   

メモリのクロック速度を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
clock {clock-num | unspec}

ステップ 4   

メモリアレイの最大容量を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
maxcap {max-cap-num | unspec}

ステップ 5   

メモリアレイの最小容量を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
mincap {min-cap-num | unspec}

ステップ 6   

メモリデータレートを指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
speed {speed-num | unspec}

ステップ 7   

メモリユニット（メモリ基板にマウント

されているDRAMチップ）の数を指定し
ます。

UCS-A /org/server-qual/memory # set
units {unit-num | unspec}

ステップ 8   

データバスのビット幅を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
width {width-num | unspec}

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。

UCS-A /org/server-qual/memory #
commit-buffer

ステップ 10   

次の例は、メモリ資格情報を設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create memory
UCS-A /org/server-qual/memory* # set clock 1067
UCS-A /org/server-qual/memory* # set maxcap 4096
UCS-A /org/server-qual/memory* # set mincap 2048
UCS-A /org/server-qual/memory* # set speed unspec
UCS-A /org/server-qual/memory* # set units 16
UCS-A /org/server-qual/memory* # set width 64
UCS-A /org/server-qual/memory* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/memory #

メモリ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
510 OL-31133-02   

サーバプールポリシーの資格情報の設定



目的コマンドまたはアクション

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

メモリ資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete
memory

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、メモリの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete memory
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

物理的な資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

物理的な資格情報を作成し、組織サーバ資格

情報物理モードを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
physical-qual

ステップ 3   

モデル名が一致する必要のある正規表現を指

定します。

UCS-A /org/server-qual/physical-qual
# set model-regex regex

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。

UCS-A /org/server-qual/physical-qual
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、物理的な資格情報を作成して設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
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UCS-A /org/server-qual # create physical-qual
UCS-A /org/server-qual/physical-qual* # set model-regex
UCS-A /org/server-qual/physical-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/physical-qual #

物理的な資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

物理的な資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete
physical-qual

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、物理的な資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete physical-qual
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

ストレージ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードに入るには、

「/」を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したサーバプールポリシー資格情

報で組織サーバ資格情報モードを開始

します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

ストレージ資格情報を作成し、組織サー

バ資格情報ストレージモードを開始し

ます。

UCS-A /org/server-qual # create storageステップ 3   

ストレージブロックサイズを指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
blocksize {block-size-num | unknown}

ステップ 4   

使用できるストレージがディスクレス

である必要があるかどうかを指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
diskless {no | unspecified | yes }

ステップ 5   

FlexFlashカードの数を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
flexflash-num-cards {ff_card-num |
unknown}

ステップ 6   

ストレージアレイの最大容量を指定し

ます。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
maxcap {max-cap-num | unknown}

ステップ 7   

ストレージアレイの最小容量を指定し

ます。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
mincap {min-cap-num | unknown}

ステップ 8   

ブロック数を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
numberofblocks {block-num | unknown}

ステップ 9   

ディスク単位の容量を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
perdiskcap {disk-cap-num | unknown}

ステップ 10   

ストレージデバイス数を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set units
{unit-num | unspecified}

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /org/server-qual/storage #
commit-buffer

ステップ 12   

次の例は、ストレージ資格情報を作成および設定し、トランザクションをコミットする方法を示

します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create storage
UCS-A /org/server-qual/storage* # set blocksize 512
UCS-A /org/server-qual/storage* # set maxcap 420000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set mincap 140000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set numberofblocks 287277984
UCS-A /org/server-qual/storage* # set perdiskcap 140000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set units 1
UCS-A /org/server-qual/storage* # set flexflash-num-cards 2
UCS-A /org/server-qual/storage* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/storage #
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ストレージ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

ストレージ資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete
storage

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual/ #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ストレージの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete storage
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定

vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA配置ポリシーは、以下を決定するために使用されます。

•仮想ネットワークインターフェイス接続（vCon）をサーバ上の物理アダプタにマッピングす
る方法。

•各 vConに割り当てることができる vNICまたは vHBAのタイプ。

各 vNIC/vHBA配置ポリシーには、物理アダプタの仮想表現である 4つの vConが含まれていま
す。 vNIC/vHBA配置ポリシーがサービスプロファイルに割り当てられ、サービスプロファイル
がサーバに関連付けられると、vNIC/vHBA配置ポリシーのvConが物理アダプタに割り当てられ、
vNICと vHBAがそれらの vConに割り当てられます。

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSがすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。 4つのアダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCSが vCon1をアダ
プタ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。
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2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
サーバのタイプと選択された仮想スロットマッピングスキーム（[Round Robin]または [Linear
Ordered]）に基づいてvConを割り当てます。使用可能なマッピングスキームの詳細については、
vConのアダプタへの配置, （515ページ）を参照してください。

Cisco UCSは、vConの割り当て後、vNICと vHBAを各 vConの選択プリファレンスに基づいて割
り当てます。これは次のいずれかになります。

• all：設定されたすべての vNICと vHBAが vConに割り当てられます。明示的な割り当て、
割り当て解除、動的のいずれかとなります。これがデフォルトです。

• assigned-only：vNICsと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービスプ
ロファイルやvNICまたはvHBAのプロパティにより、明示的に割り当てることができます。

• exclude-dynamic：動的な vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。 vConは静
的な vNICと vHBAに使用可能で、割り当て解除または明示的な割り当てを行います。

• exclude-unassigned：割り当て解除された vNICや vHBAを vConに割り当てることはできま
せん。 vConは動的な vNICや vHBAの他、明示的に割り当てられた静的な vNICや vHBAに
使用できます。

• [ExcludeusNIC]exclude-usni：Cisco usNICsを vConに割り当てることができません。 vConは
他のすべての設定された vNICと vHBAで使用できます。それらが明示的に vConに割り当
てられているか、未割り当てか、動的であるかについては問いません。

[ExcludeusNIC]exclude-usnicに設定された vConに明示的に割り当てられてい
る SRIOV usNICは割り当てられたままになります。

（注）

vNIC/vHBA配置ポリシーをサービスプロファイルに含めない場合、Cisco UCS Managerはデフォ
ルトで、vConマッピングスキームを [Round Robi]、vNIC/vHBA選択プリファレンスを [All]に設
定し、各アダプタの機能と相対的な処理能力に基づいてvNICとvHBAをアダプタに配分します。

vCon のアダプタへの配置
CiscoUCSは、サービスプロファイル内のすべての vConをサーバ上の物理アダプタにマッピング
します。マッピングの実行方法、およびサーバ内の特定のアダプタへのvConの割り当て方法は、
次の条件によって決まります。

•サーバのタイプ。 2つのアダプタカードを搭載したN20-B6620-2およびN20-B6625-2ブレー
ドサーバは、他のサポートされるラックサーバまたはブレードサーバとは異なるマッピン

グスキームを使用します。

•サーバ内のアダプタの数。

• vNIC/vHBA配置ポリシー内の仮想スロットマッピングスキームの設定（該当する場合）。

vNICおよび vHBAを vConに割り当てるための vNIC/vHBA選択環境設定を設定するときは、こ
の配置を検討する必要があります。
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vConのアダプタへの配置は、アダプタの PCIEスロット番号とは関係ありません。 vConの配
置のために使用されるアダプタ番号は、アダプタの PCIEスロット番号ではなく、サーバ検出
中にそれらに割り当てられる IDです。

（注）

N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレードサーバでの vCon のアダプタへの配置

N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバの場合は、2つのアダプタを左から右に、vCon
を右から左に数えます。これらのブレードサーバの 1台が 1つのアダプタを持つ場合は、Cisco
UCSがすべての vConをそのアダプタに割り当てます。サーバが 2つのアダプタを持つ場合は、
vConの割り当ては仮想スロットマッピングスキームに基づいて行われます。

•方式：Cisco UCSが vCon2と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon3をアダプタ 2に割り当
てます。これがデフォルトです。

•方式：Cisco UCSが vCon3と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon2をアダプタ 2に割り当
てます。

vCon のアダプタへの配置（他のすべてのサポート対象サーバの場合）

N20-B6620-2と N20-B6625-2ブレードサーバに加え、Cisco UCSでサポートされるその他すべて
のサーバにおいて、vConの割り当ては、サーバ内のアダプタの数および仮想スロットマッピング
スキームによって異なります。

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSがすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。 4つのアダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCSが vCon1をアダ
プタ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
選択された仮想スロットマッピングスキーム（「ラウンドロビン」または「線形順序」）に基づ

いて vConを割り当てます。

表 12：ラウンドロビンマッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ1アダプタ2アダプタ12

アダプタ2アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

ラウンドロビンはデフォルトのマッピングスキームです。
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表 13：線形順序マッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ2アダプタ1アダプタ12

アダプタ3アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

Cisco UCS B440 M2ブレードサーバ内の 2つのアダプタで vConポリシーを使用している場合
は、次のマッピングに注意してください。

（注）

•最初に vCon 2からアダプタ 1へのマッピング

• 2番目に vCon 1からアダプタ 2へのマッピング

vCon への vNIC/vHBA の割り当て
Cisco UCS Managerには、vNIC/vHBA配置ポリシーによって vConに vNICおよび vHBAを割り当
てる 2種類のオプション（明示的割り当てと暗黙的割り当て）があります。

vNIC および vHBA の明示的割り当て

明示的割り当てでは、vConを指定してから、vNICまたは vHBAを割り当てるアダプタを指定し
ます。この割り当てオプションは、サーバ上のアダプタに vNICおよび vHBAを配布する方法を
決める必要がある場合に使用します。

明示的割り当ての場合、vConおよび関連付ける vNICと vHBAを設定するには、次の手順を実行
します。

• vCon設定を任意の使用可能なオプションに設定します。vConは、vNIC/vHBA配置ポリシー
を使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービスプロファイルで設定できま

す。 vConで [All]が設定されている場合でも、vNICまたは vHBAをその vConに明示的に割
り当てることができます。

• vNICおよび vHBAを vConに割り当てます。この割り当ては、vNICまたは vHBAの仮想ホ
ストインターフェイス配置プロパティを使用して行うか、サーバに関連付けられているサー

ビスプロファイルで設定できます

vNICや vHBAをそれらのタイプ用に設定されていない vConに割り当てようとすると、CiscoUCS
Managerによって、設定エラーを示すメッセージ表示されます。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 517

vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定



サービスプロファイルの関連付け中、Cisco UCSManagerは、ポリシーの設定に従って vNICおよ
び vHBAを割り当てる前に、設定された vNICおよび vHBAの配置をサーバ内の物理アダプタの
数および機能と比較して検証します。負荷分散は、このポリシーで設定された vConおよびアダ
プタへの明示的な割り当てに基づいて実行されます。

1つ以上の vNICまたは vHBAの割り当てがアダプタでサポートされない場合、CiscoUCSManager
はサービスプロファイルに対してエラーを発生させます。

vNIC および vHBA の暗黙的割り当て

暗黙的割り当てでは、Cisco UCS Managerは vConを決定した後で、アダプタの機能とそれらの相
対的な処理能力に基づいて vNICまたは vHBAを割り当てるアダプタを決定します。この割り当
てオプションは、vNICまたはvHBAを割り当てるアダプタがシステム設定において重要ではない
場合に使用します。

暗黙的割り当ての場合に vConを設定するには、次の手順を実行します。

• vCon設定を [All]、[Exclude Dynamic]、または [Exclude Unassigned]に設定します。 vConは、
vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービスプ
ロファイルで設定できます。

• vCon設定を [Assigned Only]にしないでください。この設定を使用して暗黙的割り当てを実
行することはできません。

• vNICまたは vHBAを vConに割り当てないでください。

サービスプロファイルの関連付け中、Cisco UCS Managerは、サーバ内の物理アダプタの数およ
び機能を検証し、それに従って vNICおよび vHBAを割り当てます。負荷分散はアダプタの機能
に基づいて実行され、vNICおよびvHBAの配置は、システムで決定された実際の順序に従って実
行されます。たとえば、あるアダプタが他のアダプタよりも多くの vNICを処理できる場合、そ
のアダプタにはより多くの vNICが割り当てられます。

アダプタがそのサーバに対して設定されたvNICとvHBAの数をサポートしていない場合は、Cisco
UCS Managerによってサービスプロファイルに対するエラーが生成されます。

デュアルアダプタ環境での vNIC の暗黙的割り当て

各スロットにアダプタカードを搭載したデュアルスロットサーバで暗黙的な vNIC割り当てを使
用する場合、Cisco UCS Managerは通常、次のように vNIC/vHBAを割り当てます。

•サーバの両方のスロットに同じアダプタがある場合、Cisco UCS Managerは、各アダプタに
vNICと vHBAを半分ずつ割り当てます。

•サーバに 1つの非 VICアダプタと 1つの VICアダプタがある場合、Cisco UCS Managerは、
2つの vNICと 2つの vHBAを非 VICアダプタに割り当て、残りの vNICと vHBAを VICア
ダプタに割り当てます。

•サーバに 2つの異なる VICアダプタがある場合、Cisco UCS Managerは、2つのアダプタの
相対的な処理能力に基づいて、vNICと vHBAを比例的に割り当てます。
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次の例は、サポートされるアダプタカードのさまざまな組み合わせに対して、CiscoUCSManager
が vNICと vHBAを割り当てる一般的な方法を示しています。

• 4つの vNICと、2つの Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ（それぞれに 2つ
の vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、Cisco UCS Managerは 2つの vNICを各アダプ
タに割り当てます。

• 50の vNICと、Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタ（2つの vNIC）および Cisco UCS M81KR
仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、
Cisco UCS Managerは、2つの vNICを Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタに割り当て、48の
vNICを Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタに割り当てます。

• 150の vNICと、Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）お
よび Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードアダプタ（256の vNIC）を搭載した
サーバを設定する場合、Cisco UCS Managerは、50の vNICを Cisco UCS M81KR仮想イン
ターフェイスカードアダプタに割り当て、100の vNICを Cisco UCS VIC-1240仮想インター
フェイスカードアダプタに割り当てます。

vNICをファブリックフェールオーバー用に設定し、ダイナミック vNICをサーバ用に設定し
た場合に、この暗黙的な割り当てに対する例外が発生します。

（注）

1つのアダプタが vNICフェールオーバーをサポートしない環境で vNICファブリックフェール
オーバーを含む設定を行った場合、Cisco UCS Managerは、ファブリックフェールオーバーが有
効になっているすべてのvNICを、それらをサポートしているアダプタに暗黙的に割り当てます。
ファブリックフェールオーバー用に設定された vNICのみが設定に含まれている場合、それらを
サポートしてないアダプタには vNICが暗黙的に割り当てられません。一部の vNICがファブリッ
クフェールオーバー用に設定され、一部の vNICがそうでない場合、Cisco UCSManagerは、上記
の比率に従って、すべてのフェールオーバー vNICをそれらをサポートしているアダプタに割り
当て、少なくとも 1つの非フェールオーバー vNICをそれらをサポートしていないアダプタに割
り当てます。

ダイナミック vNICが含まれる設定では、同様の暗黙的な割り当てが発生します。 Cisco UCS
Managerは、すべてのダイナミック vNICをそれらをサポートするアダプタに割り当てます。た
だし、ダイナミック vNICとスタティック vNICの組み合わせでは、少なくとも 1つのスタティッ
ク vNICがダイナミック vNICをサポートしていないアダプタに割り当てられます。
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vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはア

クション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モードを開

始するには、org-nameに /と入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステッ

プ 1   

指定された vNIC/vHBA配置プロファイルを作成し、組織 vConポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
vcon-policy
policy-name

ステッ

プ 2   

（任意）

vNIC/vHBA配置プロファイルの説明を提供します。
UCS-A
/org/vcon-policy # set
descr description

ステッ

プ 3   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字またはスペースを
使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小なり）、
または'（一重引用符）は使用できません。

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれてい

る場合、説明を引用符で括る必要があります。引用符

は、showコマンド出力の説明フィールドには表示されま
せん。

（注）

（任意）

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、
Cisco UCSがすべての vConをそのアダプタに割り当てます。 4つ

UCS-A
/org/vcon-policy # set
mapping-scheme
{round-robin |
linear-ordered}

ステッ

プ 4   

のアダプタを持つサーバの場合は、CiscoUCSが vCon1をアダプタ
1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をア
ダプタ 4に割り当てます。

2つまたは 3つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバ
の場合は、CiscoUCSが選択された仮想スロットマッピングスキー
ムに基づいて、vConを割り当てます。次のいずれかになります。

•方式：2つのアダプタカードを持つサーバの場合は、Cisco
UCSが vCon1と vCon3をアダプタ 1に、vCon2と vCon4をア
ダプタ 2に割り当てます。

3つのアダプタカードを持つサーバの場合は、Cisco UCSが
vCon1をアダプタ 1に、vCon2と vCon4をアダプタ 2に、
vCon3をアダプタ 3に割り当てます。

これがデフォルトのスキームです。

•方式：Cisco UCSが vCon1と vCon2をアダプタ 1に、vCon3
と vCon4をアダプタ 2に割り当てます。
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目的コマンドまたはア

クション

3つのアダプタカードを持つサーバの場合は、Cisco UCSが
vCon1をアダプタ 1に、vCon2をアダプタ 2に割り当て、
vCon3と vCon4をアダプタ 3に割り当てます。

N20-B6620-2およびN20-B6625-2ブレードサーバの場合は、2つの
アダプタを左から右に、vConを右から左に数えます。これらのブ
レードサーバの 1台が 1つのアダプタを持つ場合は、Cisco UCSが
すべての vConをそのアダプタに割り当てます。サーバが 2つのア
ダプタを持つ場合は、vConの割り当ては仮想スロットマッピング
スキームに基づいて行われます。

•方式：Cisco UCSが vCon2と vCon4をアダプタ 1に、vCon1
と vCon3をアダプタ 2に割り当てます。これがデフォルトで
す。

•方式：Cisco UCSが vCon3と vCon4をアダプタ 1に、vCon1
と vCon2をアダプタ 2に割り当てます。

指定された vConに選択プリファレンスを指定します。次のオプ
ションがあります。

UCS-A
/org/vcon-policy # set
vcon {1 | 2 | 3 | 4}

ステッ

プ 5   

• all：設定されたすべての vNICと vHBAが vConに割り当てら
れます。明示的な割り当て、割り当て解除、動的のいずれか

となります。これがデフォルトです。

selection {all |
assigned-only |
exclude-dynamic |
exclude-unassigned}

• assigned-only：vNICsと vHBAを vConに明示的に割り当てる
必要があります。サービスプロファイルやvNICまたはvHBA
のプロパティにより、明示的に割り当てることができます。

• exclude-dynamic：動的な vNICや vHBAを vConに割り当てる
ことはできません。 vConは静的な vNICと vHBAに使用可能
で、割り当て解除または明示的な割り当てを行います。

• exclude-unassigned：割り当て解除された vNICや vHBAを
vConに割り当てることはできません。 vConは動的な vNICや
vHBAの他、明示的に割り当てられた静的な vNICや vHBAに
使用できます。

• [ExcludeusNIC]exclude-usni：Cisco usNICsを vConに割り当て
ることができません。 vConは他のすべての設定された vNIC
とvHBAで使用できます。それらが明示的にvConに割り当て
られているか、未割り当てか、動的であるかについては問い

ません。
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目的コマンドまたはア

クション

[ExcludeusNIC]exclude-usnicに設定された vConに明
示的に割り当てられているSRIOVusNICは割り当て
られたままになります。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A
/org/vcon-policy #
commit-buffer

ステッ

プ 6   

次の例では、Adapter1Allという名前のvNIC/vHBA配置ポリシーを作成し、vConsマッピング方式
を [Linear Ordered]に設定し、割り当てられた vNICおよび vHBAのみがアダプタ 1に配置できる
よう指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vcon-policy Adapter1
UCS-A /org/vcon-policy* # set descr "This profile places all vNICs and vHBAs on adapter 1."
UCS-A /org/vcon-policy* # set mapping-scheme linear-ordered
UCS-A /org/vcon-policy* # set vcon 1 selection assigned-only
UCS-A /org/vcon-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/vcon-policy* #
UCS-A /org #

vNIC/vHBA 配置ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した vNIC/vHBA配置プロファイルを削
除します。

UCS-A /org # delete vcon-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、Adapter1Allという名前の vNIC/vHBA配置プロファイルを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vcon-policy Adapter1All
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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vCon への vNIC の明示的割り当て

はじめる前に

vNIC/vHBA配置ポリシーまたはサービスプロファイルで次のいずれかの値を使用して、vConを
設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

vConで [All]が設定されている場合でも、vNICまたは vHBAをその vConに明示的に割り当てる
ことができます。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

手順

目的コマンドまたはアクション

vConに明示的に割り当てる vNICがあるサービ
スプロファイルを含む組織で組織モードを開始

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

します。ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定したvnicで組織サービスプロファイルモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vnic vnic-name

ステップ 3   

指定した vNICの vCon（仮想ネットワークイン
ターフェイス接続）の配置を設定します。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 4   

いずれかの値を入力すると、CiscoUCSManager
は vNICの割り当て先の vConを判別できます。

vNICの目的の PCI順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vnic #
set order {order-num |
unspecified}

ステップ 5   

有効な値は 0～ 128および未指定です。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、vnic3という vNICの vCon配置を 2に設定し、目的の順序を 10に設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/vnic # set vcon 2
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UCS-A /org/service-profile/vnic* # set order 10
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

vCon への vHBA の明示的割り当て

はじめる前に

vNIC/vHBA配置ポリシーまたはサービスプロファイルで次のいずれかの値を使用して、vConを
設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

vConで [All]が設定されている場合でも、vNICまたは vHBAをその vConに明示的に割り当てる
ことができます。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

手順

目的コマンドまたはアクション

vConに明示的に割り当てるvHBAがあるサービ
スプロファイルを含む組織で組織モードを開始

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

します。ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定した vHBAで組織サービスプロファイル
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vhba vhba-name

ステップ 3   

指定した vHBAの vCon（仮想ネットワークイ
ンターフェイス接続）の配置を設定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 4   

いずれかの値を入力すると、Cisco UCSManager
はvHBAの割り当て先のvConを判別できます。

vHBAの目的の PCI順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vhba #
set order {order-num |
unspecified}

ステップ 5   

有効な順序番号値は0～128および未指定です。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
commit-buffer

ステップ 6   
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次に、vhba3という vHBAの vCon配置を 2に設定し、目的の順序を 10に設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/vhba # set vcon 2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set order 10
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #

ダイナミック vNIC の前にスタティック vNIC を配置
最適なパフォーマンスを得るために、スタティック vNICとスタティック vHBAは、PCIeバス上
のダイナミック vNICの前に配置する必要があります。スタティック vNICとは、スタティック
vNICと vHBAの両方を指します。 Cisco UCS Managerリリース 2.1は、スタティックおよびダイ
ナミック vNICの順序に関する次の機能を備えています。

• Cisco UCS Managerリリース 2.1にアップグレードした後、既存のサービスプロファイル
（Cisco UCSManagerリリース 2.1以前のリリースで定義されたプロファイル）に変更がない
場合は、vNICの順序は変更されません。

• Cisco UCSManagerリリース 2.1へのアップグレード後、vNIC関連の変更によって vNICマッ
プの順序が変更される場合があります。その場合、結果としてすべてのダイナミック vNIC
がスタティック vNICの後に配置されます。

• CiscoUCSManagerリリース 2.1で新しく作成されたサービスプロファイルでは、スタティッ
ク vNICが常にダイナミック vNICの前に順序付けられます。

•上記の動作は、スタティックvNICまたはダイナミックvNICの作成または削除の順番に依存
しません。

• SRIOV対応のサービスプロファイルの場合は、UCSMによって対応する仮想関数（VF）の
前に vNIC物理関数（PF）が挿入されます。この方式では、VFが PCIeバスおよび BDF上
の親 PF vNICの近くに配置され、VFの継続的な増分順序になることが保証されます。

例

Cisco UCS Managerリリース 2.0での当初のデバイス順序
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2

Cisco UCS Managerリリース 2.0での新たなデバイス順序（2つのスタティック vNICを追加）
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4

Cisco UCS Managerリリース 2.1へのアップグレード後（vNIC関連の変更がサービスプロファイ
ルで行われる前）
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4
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Cisco UCS Managerリリース 2.1での新たなデバイス順序（ポリシー数を 2から 4に変更すること
によって 2つのダイナミック vNICを追加）
dyn-vNIC-1 3
dyn-vNIC-2 4
eth-vNIC-1 1
eth-vNIC-2 2
dyn-vNIC-3 5
dyn-vNIC-4 6

多機能 PCIe デバイスとしてのダイナミック vNIC

Cisco UCS Managerバージョン 2.1は、0機能デバイス（すべてのスタティック vNICに対応する
新しい BUS）としてスタティック vNICをプロビジョニングします。多機能ダイナミック vNIC
は、新しいバススロットから最後のスタティック vNIC/vHBAの後に配置されます。

Cisco UCS Managerバージョン 2.1は、新しい StaticZeroモードをサポートしています。（注）

表 14：バージョンの互換性

Cisco UCS Manager

バージョン 2.1
方式：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

Version 2.0
方式：ZeroFunction/MultiFunction

バージョン 1.4
方式：ZeroFunction

スタティック vNICまたは PF
は、バス [0-57]、関数 [0]上に
あります。 SRIOV：対応する
VFが同一バスおよび関数
[1-255]上にあります。
No-SRIOV：ダイナミックvNIC
は、バス [0-57]、関数 [0-7]上
にあります。

< StaticZeroモード>

スタティック vNICおよびダイ
ナミック vNICは、バス
[0-57]、関数 [0-7]上にあります
バス 0、関数 0
バス 0、関数 7

バス 1、関数 0

< MultiFunctionモード >

スタティックおよびダイナミッ

ク vNICはすべて、バス
[0-57]、関数 [0]上にあります。

< ZeroFunctionモード >

Balboaからのアップグレードで
は、バスが <= 57になるまで
BDFの番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunctionモード
のまま）。デバイスが 58台ま
たはプラットフォーム固有の最

大 PCIeバス数を超えるか、
SRIOV設定に変更されると、
StaticZeroモードに切り替わり
ます。

Balboaからのアップグレードで
は、バスが <= 57になるまで
BDFの番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunctionモード
のまま）。

デバイスが 58台を超えると、
MultiFunctionモードに切り替わ
ります。
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Cisco UCS Manager

バージョン 2.1
方式：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

Version 2.0
方式：ZeroFunction/MultiFunction

バージョン 1.4
方式：ZeroFunction

Cisco UCS Managerバージョン
2.0からのアップグレードで
は、BDFの番号の付け直しは
行われません

（ZeroFunction/MultiFunction
モードのまま）。デバイスが

58台またはプラットフォーム
固有の最大 PCIeバス数を超え
るか、SRIOV設定に変更され
ると、StaticZeroモードに切り
替わります。

CIMC マウント vMedia

スクリプト可能な vMedia の使用

Cisco UCSManagerでは、リモートUCSサーバの vMediaデバイス ISOイメージをプロビジョニン
グできます。スクリプト可能な vMediaを使用して、リモートサーバに IMGまたは ISOイメージ
をマウントするようにプログラミングできます。CIMCマウントvMediaを使用すると、メディア
接続を追加することなく、データセンター内の他のマウントメディア間で通信できるようになり

ます。スクリプト可能な vMediaを使用すると、ブラウザを使用せずに仮想メディアデバイスを
制御して、手動で各 UCSサーバを個別にマッピングできます。

スクリプト可能な vMediaは、NFS、CIFS、HTTP、および HTTPSの共有など、複数の共有タイ
プをサポートします。スクリプト可能な vMediaは BIOS設定によって有効になり、Web GUIお
よび CLIインターフェイスを介して設定されます。

Cisco UCS Managerのスクリプト可能な vMediaは次の機能をサポートしています。

•特定の vMediaデバイスからのブート

•マウントされた共有からローカルディスクへのファイルのコピー

• OSドライバのインストールおよび更新

Cisco UCSManagerによるスクリプト可能な vMediaのサポートは、CIMCにマッピングされて
いるデバイスにのみ適用されます。既存の KVMベースの vMediaデバイスはサポートされま
せん。

（注）
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CIMC vMedia ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたポリシー名で vMediaポリシーを
作成します。

UCS-A /org # create vmedia-policy
policy-name

ステップ 2   

指定されたマッピング名で vMediaポリシー
のサブディレクトリを作成します。

UCS-A /org/vmedia-policy* # create
vmedia-mapping mapping -name

ステップ 3   

（任意）

vMediaポリシーの説明を記入します。
UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping #
set descr description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、また

は句読点が含まれている場合、説

明を引用符で括る必要がありま

す。引用符は、showコマンド出
力の説明フィールドには表示され

ません。

（注）

マウントするリモートvMediaイメージタイ
プを指定します。次のオプションがありま

す。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set device type device-type

ステップ 5   

• CDD

• HDD

リモートvMediaのイメージファイル名のタ
イプを指定します。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set image-file image-file-name

ステップ 6   

リモートvMediaのイメージパスを指定しま
す。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set image-path image-path

ステップ 7   

リモートvMediaのマウントプロトコルを指
定します。次のオプションがあります。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set mount-protocol mount-protocol

ステップ 8   

• CIFS

• NFS

• HTTP

• HTTPS
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目的コマンドまたはアクション

リモートvMediaのイメージパスワードを指
定します。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set password

ステップ 9   

リモート vMediaのイメージ IPアドレスを
指定します。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set remote-ip remote-ip

ステップ 10   

vMediaデバイスをマウントするためのユー
ザ IDを指定します。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set user-id user-id

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# commit-buffer

ステップ 12   

次に、vMediaPolicy2という名前の vMediaポリシーを作成し、リモート vMediaのデバイスタイ
プ、マウントプロトコル、イメージの場所を選択し、トランザクションをコミットする例を示し

ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vmedia-policy vmediapolicy2
UCS-A /org/vmedia-policy* # create vmedia-mapping map1
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set descr vmedia-map
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set device-type cdd
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-file-name win2011.iso
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-path cifs
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set mount-protocol cifs
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set password Password:
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set remote-ip 172.41.1.158
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set user-id Adminstrator
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # commit-buffer

vMediaポリシーが作成されると、[Retry on Mount Fail]オプションが [Yes]に設定されます。
次に、[Retry on Mount Fail]オプションを [No]に変更する例を示します。

（注）

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vmedia-policy vmediapolicy2
UCS-A /org/vmedia-policy* # set retry-on-mount-fail No
UCS-A /org/vmedia-policy* # commit-buffer

[Retry on Mount Fail]オプションを [No]に設定すると、「This will disable automatic retry of mount
in case of any vMedia mount failure」という警告メッセージが表示されます。
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第 30 章

サーバブートの設定

この章は、次の項で構成されています。

• ブートポリシー, 531 ページ

• UEFIブートモード, 532 ページ

• UEFIセキュアブート, 533 ページ

• ブートポリシーの作成, 533 ページ

• SANブート, 536 ページ

• LANブート, 539 ページ

• ローカルデバイスブート, 540 ページ

• ブートポリシーの削除, 547 ページ

ブートポリシー

Cisco UCS Managerブートポリシーは、BIOS設定メニューのブート順序をオーバーライドし、次
のことを決定します。

•ブートデバイスの選択

•サーバのブート元である場所

•ブートデバイスの起動順序

たとえば、ローカルディスクや CD-ROM（VMedia）などのローカルデバイスから関連するサー
バを選択するか、または SANブートもしくは LAN（PXE）ブートを選択することができます。

1つ以上のサービスプロファイルに関連付けることができる名前付きブートポリシーを作成する
か、特定のサービスプロファイルに対するブートポリシーを作成できます。ブートポリシーを

有効にするには、ブートポリシーをサービスプロファイルに含め、このサービスプロファイル

をサーバに関連付ける必要があります。サービスプロファイルにブートポリシーを含めない場

合、Cisco UCS Managerによってデフォルトのブートポリシーが適用されます。
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ブートポリシーに対する変更は、そのブートポリシーを含んでいる、更新中のサービスプロ

ファイルテンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。BIOSにブート順
序情報を再書き込みするためのサービスプロファイルとサーバとの再アソシエーションは自

動的にトリガーされます。

（注）

UEFI ブートモード
Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）は、オペレーティングシステムとプラットフォーム
ファームウェア間のソフトウェアインターフェイスを定義する仕様です。CiscoUCSManagerは、
UEFIを使用して BIOSファームウェアインターフェイスを置き換えします。これにより、BIOS
は従来のサポートを提供しながら、UEFIモードで動作できるようになります。

ブートポリシーを作成する際は、レガシーブートモードまたは UEFIブートモードのいずれか
を選択できます。レガシーブートモードは、すべての Cisco UCSサーバでサポートされます。
UEFIブートモードはM3およびM4サーバでのみサポートされ、ユーザは UEFIセキュアブート
モードを有効にすることができます。

UEFIブートモードには以下の制限が適用されます。

• UEFIブートモードは、Cisco UCS BシリーズM3およびM4ブレードサーバと、Cisco UCS
CシリーズM3およびM4ラックサーバでのみサポートされます。

• UEFIブートモードは、次の組み合わせではサポートされません。

◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSブレードおよびラックサーバ上の Gen-3
Emulexおよび QLogicアダプタ。

◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上のすべてのアダプタに対す
る PXEブート。

◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上の Broadcomアダプタに対
する iSCSIブート。

•同じサーバでUEFIブートモードとレガシーブートモードを混在させることはできません。

•ブートポリシーに設定されているブートデバイスにUEFI対応オペレーティングシステムが
インストールされている場合にのみ、サーバは UEFIモードで正常に起動します。互換性の
ある OSが存在しない場合、ブートデバイスは [Boot Order Details]領域の [Actual Boot Order]
タブに表示されません。

•ごくまれですが、UEFIブートマネージャエントリがBIOSNVRAMに正しく保存されなかっ
たため、UEFIブートが成功しない場合があります。 UEFIシェルを使用すると、UEFIブー
トマネージャエントリを手動で入力することができます。この状況は、以下の場合に発生

する可能性があります。
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◦ UEFIブートモードが有効になっているブレードサーバをサービスプロファイルとの関
連付けから解除し、[Equipment]タブまたは前面パネルを使用して、手動でそのブレー
ドサーバに電源を投入した場合。

◦ UEFIブートモードが有効になっているブレードサーバをサービスプロファイルとの関
連付けから解除し、VICファームウェアの直接アップグレードを試みた場合。

◦ UEFIブートモードが有効になっているブレードサーバまたはラックサーバをSANLUN
から起動し、サービスプロファイルを移行した場合。

UEFI セキュアブート
Cisco UCSManagerは、Cisco UCSBシリーズM3およびM4ブレードサーバでUEFIセキュアブー
トをサポートします。 UEFIセキュアブートを有効にすると、すべての実行可能ファイル（ブー
トローダ、アダプタドライバなど）はロードされる前にBIOSによって認証されます。認証され
るには、そのイメージに Cisco認証局（CA）またはMicrosoft CAによる署名が必要です。

UEFIセキュアブートには次の制限が適用されます。

• UEFIブートモードは、ブートポリシーで有効にする必要があります。

• Cisco UCS Managerソフトウェアと BIOSファームウェアは、リリース 2.2以降である必要が
あります。

•ユーザにより生成された暗号キーはサポートされません。

• UEFIセキュアブートは、Cisco UCS Managerでのみ制御できます。

• Cisco UCS Managerの以前のバージョンにダウングレードする必要があり、ブレードサーバ
がセキュアブートモードになっている場合は、ダウングレードを実行する前に、ブレード

サーバの関連付けを解除し、再び関連付ける必要があります。これを行わないと、そのブ

レードサーバは正常に検出されません。

ブートポリシーの作成

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制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。しかし、複数の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含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨します。

はじめる前に

SAN LUNからサーバをブートするブートポリシーを作成し、安定した SANブート操作が必要な
場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべてのロー

カルディスクを最初に削除する必要があります。
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これは、Cisco UCS M3およびM4サーバには適用されません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」をorg-nameとして入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作成し、

組織ブートポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
boot-policy policy-name
[purpose {operational |
utility}]

ステップ 2   

ブートポリシーを作成する場合、operationalオプ
ションを指定します。これにより、サーバは、サー

バにインストールされているオペレーティングシス

テムからブートするようにします。 utilityオプショ
ンは予約されており、シスコの担当者が指示した場

合にのみ使用するようにします。

（任意）

ブートポリシーの説明を記入します。

UCS-A /org/boot-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は showコマンド
出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）

このブートポリシーを使用するサーバが、ブート順

序の変更後に自動的に再起動されるかどうかを指定

します。

UCS-A /org/boot-policy # set
reboot-on-update {no | yes}

ステップ 4   

[yes]を選択すると、CiscoUCSManagerは設定エラー
を表示し、[Boot Order]テーブルにリストされた 1つ

UCS-A /org/boot-policy # set
enforce-vnic-name {no | yes}

ステップ 5   

以上のvNIC、vHBA、iSCSI、vNICがサーバプロファ
イル内のサーバ設定に一致するかどうかをレポート

します。

[no]を選択すると、Cisco UCSManagerはサービスプ
ロファイルからvNIC、vHBA、または iSCSI vNIC
（ブートオプションに適切なもの）を使用します。

このブートポリシーを使用するサーバが UEFIまた
はレガシーブートモードを使用するかどうかを指定

します。

UCS-A /org/boot-policy # set
boot-mode {legacy | uefi}

ステップ 6   
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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。

UCS-A /org/boot-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

指定したブートポリシーでブートセキュリティモー

ドを開始します。

UCS-A /org/boot-policy #
create boot-security

ステップ 8   

セキュアブートがブートポリシーに対してイネーブ

ルにするかを指定します。

UCS-A
/org/boot-policy/boot-security
# set secure-boot {no | yes}

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。

UCS-A
/org/boot-policy/boot-security
# commit-buffer

ステップ 10   

以下の例では、boot-policy-LANという名前のブートポリシーを作成し、このポリシーを使用する
サーバがブート順序が変更されたときに自動的にリブートされないよう指定し、UEFIブートモー
ドを設定し、UEFIブートセキュリティをイネーブルにし、トランザクションをコミットする方
法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy-LAN purpose operational
UCS-A /org/boot-policy* # set descr "Boot policy that boots from the LAN."
UCS-A /org/boot-policy* # set reboot-on-update no
UCS-A /org/boot-policy* # set boot-mode uefi
UCS-A /org/boot-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy # create boot-security
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # set secure-boot yes
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/boot-security #

次の作業

次の 1つ以上のオプションをブートポリシーに設定し、ブート順序を設定します。

• LAN Boot：中央集中型プロビジョニングサーバからブートします。これは、このサーバか
ら、別のサーバ上にオペレーティングシステムをインストールするためによく使用されま

す。

LAN Bootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用 LANブートポリシー設定, （
539ページ）に進みます。

• SANBoot：SANのオペレーティングシステムイメージからブートします。プライマリおよ
びセカンダリ SANブートを指定できます。プライマリブートが失敗した場合、サーバはセ
カンダリからのブートを試行します。

システムに最高のサービスプロファイルモビリティを提供する SANブートポリシーの使用
を推奨します。 SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファ
イルを移動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティングシステムイメージ

からブートします。したがって、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じ

サーバと認識されます。

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 535

ブートポリシーの作成



SANBootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用SANブートポリシー設定, （537
ページ）に進みます。

• VirtualMediaBoot：サーバへの物理CDの挿入を模倣します。これは通常、サーバ上にオペ
レーティングシステムを手動でインストールする場合に使用されます。

Virtual Media Bootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用仮想メディアブートポ
リシー設定, （544ページ）に進みます。

ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定されていて、
オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が誤っている場
合、サーバが SAN LUNではなくローカルディスクからブートする場合があります。

たとえば、Red Hat Linuxがインストールされているサーバで、LVMにデフォルトの LVMが
設定されていて、ブート順序に SAN LUNとローカルディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

SAN ブート
SAN上のオペレーティングシステムイメージから 1つ以上のサーバがブートするように、ブー
トポリシーを設定できます。ブートポリシーにはプライマリとセカンダリの SANブート含める
ことができます。プライマリブートが失敗した場合、サーバはセカンダリからのブートを試行し

ます。

システムに最高のサービスプロファイルモビリティを提供するSANブートの使用を推奨します。
SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファイルを移動すると、移
動後のサーバは、まったく同じオペレーティングシステムイメージからブートします。したがっ

て、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認識されます。

SANブートを使用するには、次の項目が設定されていることを確認してください。

• CiscoUCSドメインが、オペレーティングシステムイメージをホストしているSANストレー
ジデバイスと通信できること。

•オペレーティングシステムイメージが置かれているデバイス上のブートターゲット LUN。

SANブートは、CiscoUCSブレードおよびラックサーバ上のGen-3Emulexアダプタではサポー
トされていません。

（注）
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ブートポリシー用 SAN ブートポリシー設定

ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定されていて、
オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が誤っている場
合、サーバが SAN LUNではなくローカルディスクからブートする場合があります。

たとえば、Red Hat Linuxがインストールされているサーバで、LVMにデフォルトの LVMが
設定されていて、ブート順序に SAN LUNとローカルディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

この手順は、ブートポリシーの作成から直接続いています。

はじめる前に

SANブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

SAN LUNからサーバをブートするブートポリシーを作成し、安定した SANブート操作が必
要な場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべ

てのローカルディスクを最初に削除する必要があります。

これは、Cisco UCS M3およびM4サーバには適用されません。

（注）

リリース 2.2以降では、すべての SANブート関連 CLIコマンドが SANスコープに移動されてい
ます。 org/boot-policy/sanまたは org/service-profile/boot-definition/sanの代わりにストレージス
コープ下のSANブートを使用する以前のリリースからの既存のスクリプトは、更新する必要があ
ります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードに入るには、「/」をorg-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポリシー

モードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーのSANブートを作成し、組織ブー
トポリシーストレージモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy # create
san

ステップ 3   

SANブートのブート順序を設定します。 1～ 16
の整数を入力します。

UCS-A /org/boot-policy/san # set
order order_number

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

SANイメージの場所を作成し、san-imageオプショ
ンが指定されている場合、組織ブートポリシーの

ストレージ SANイメージモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/san #
create san-image {primary |
secondary}

ステップ 5   

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバの拡張
ブート順序を使用している場合は、定義されたブー

ト順序が使用されます。標準ブートモードでは、

「プライマリ」、「セカンダリ」という用語が使

用されている場合これはブート順序を示すもので

はありません。同じデバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャン順序により決定
されます。

SANブートに使用される vHBAを指定します。UCS-A
/org/boot-policy/ssn/san-image #
set vhba vhba-name

ステップ 6   

プライマリまたはセカンダリ SANブートパスを
作成し、組織ブートポリシーの SANパスモード
を開始します。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image #
create path {primary | secondary}

ステップ 7   

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバの拡張
ブート順序を使用している場合は、定義されたブー

ト順序が使用されます。標準ブートモードでは、

「プライマリ」、「セカンダリ」という用語が使

用されている場合これはブート順序を示すもので

はありません。同じデバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャン順序により決定
されます。

ブートイメージへの SANパスに使用される LUN
またはWWNを指定します。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path
# set {lun lun-id | wwn wwn-num}

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path
# commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーに入り、ポリシーの SANブートを作成
し、ブート順序を 1に設定し、vHBA2という名前の vHBAを使用し、LUN 0を使用してプライマ
リパスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy # create san
UCS-A /org/boot-policy/san* # set order 1
UCS-A /org/boot-policy/san* # create san-image primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # create path primary
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UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1用の SANブートを作成し、ブート順序を 1に設定
し、プライマリ SANイメージを作成し、vHBA2という名前の vHBAを使用し、LUN 0を使用し
てプライマリパスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create san
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san* # create san-image primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

LAN ブート
LANの集中プロビジョニングサーバから 1つまたは複数のサーバをブートするブートポリシー
を設定できます。LAN（またはPXE）ブートは、そのLANサーバからサーバにOSをインストー
ルする際に頻繁に使用されます。

LANブートポリシーには、複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、ローカ
ルディスクや仮想メディアブートをセカンダリブートデバイスとして追加できます。

ブートポリシー用 LAN ブートポリシー設定

はじめる前に

LANブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポ

リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーの LANブートを作成し、組
織ブートポリシーLANモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy # create lanステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

LANブートのブート順序を指定します。UCS-A /org/boot-policy/lan # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 4   

プライマリまたはセカンダリ LANブートパ
スを作成し、組織ブートポリシーの LANパ
スモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/lan # create
path {primary | secondary}

ステップ 5   

ブートイメージへの LANパスとして vNIC
を使用するよう指定します。

UCS-A /org/boot-policy/lan/path #
set vnic vnic-name

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。

UCS-A /org/boot-policy/lan/path #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、lab2-boot-policyというブートポリシーに入り、ポリシーにLANブートを作成し、ブー
ト順序を 2に設定し、vNIC1および vNIC2という名前の vNICを使用するプライマリとセカンダ
リのパスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab2-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create lan
UCS-A /org/boot-policy/lan* # set order 2
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC1
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # exit
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path secondary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC2
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/lan/path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

ローカルデバイスブート

Cisco UCS Managerでは、異なるローカルデバイスから起動することができます。

Cisco UCS M3およびM4ブレード/ラックサーバで拡張ブート順序を使用する場合は、最上位
と第 2レベルの両方のブートデバイスを選択できます。標準のブート順序を使用している
Cisco UCSM1とM2のブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルのブートデバイ
スのみを選択できます。

（注）

ローカルディスクブート

サーバにローカルドライブがある場合は、ブートポリシーを設定して、最上位のローカルディ

スクデバイスまたは以下の第 2レベルのデバイスからサーバを起動できます。
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•ローカル LUN

• SDカード

•内蔵 USB

•外部 USB

第 2レベルのデバイスは、Cisco UCS M3およびM4ブレード/ラックサーバで拡張ブート順序
を使用する場合にのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1とM2
のブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルの [Add Local Disk]のみを選択できま
す。

（注）

仮想メディアブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできる仮想メディアデバイスから 1つ以上の
サーバを起動できます。仮想メディアデバイスは、物理 CD/DVDディスク（読み取り専用）ま
たはフロッピーディスク（読み取り書き込み）のサーバへの挿入を疑似的に実行します。このタ

イプのサーバブートは、通常、サーバに手動でオペレーティングシステムをインストールするた

めに使用されます。

第 2レベルのデバイスは、Cisco UCS M3およびM4ブレード/ラックサーバで拡張ブート順序
を使用する場合にのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1とM2
のブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルの [Add CD/DVD]または [Add Floppy]
のみを選択できます。

（注）

リモート仮想ドライブのブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできるリモート仮想ドライブから 1つ以上の
サーバを起動できます。

ブートポリシー用ローカルディスクブートポリシー設定

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制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。しかし、複数の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含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨します。

ブートポリシーには複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、セカンダリブー

トデバイスとして、仮想メディアブートを追加できます。
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リリース 2.2以降では、ブート順序にトップレベルのローカルストレージデバイスを追加す
るには、create localコマンドの後に create local-anyを使用します。ローカルストレージデバ
イスを含む以前のリリースからのポリシーがある場合は、それらはアップグレード中に local-any
を使用するように変更されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブート

ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy policy-nameステッ

プ 2   

ブートポリシーのストレージブートを作

成し、組織ブートポリシーストレージ

モードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy # create storageステッ

プ 3   

ローカルストレージ場所を作成し、ブー

トポリシーのローカルストレージモー

ドを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/storage # create localステッ

プ 4   

ローカルストレージのタイプを指定しま

す。次のいずれかになります。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create
{local-any | local-lun | sd-card | usb-extern |
usb-intern }

ステッ

プ 5   

• [local-any]：ローカルストレージデ
バイスのタイプ。このオプション

は、レガシーまたは UEFIのブート
モードで使用できます。

標準のブート順序を使用し

ている Cisco UCS M1およ
びM2のブレードサーバお
よびラックサーバのみが

local-anyを使用できます。

（注）

• [local-lun]：ローカルのハードディス
クドライブ。

• [sd-card]：SDカード。

• [usb-extern]：外部 USBカード。

• [usb-intern]：内部 USBカード。
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目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSM3およびM4ブレード/ラック
サーバで拡張ブート順序を使用する場合

は、最上位と第 2レベルの両方のブート
デバイスを選択できます。標準のブート

順序を使用している Cisco UCS M1とM2
のブレードサーバとラックサーバの場

合、トップレベルのブートデバイスのみ

を選択できます。

指定したローカルストレージデバイスの

ブート順序を設定します。 1～ 16の整数
を入力します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# set order order_number

ステッ

プ 6   

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバ
の拡張ブート順序を使用している場合は、

定義されたブート順序が使用されます。

標準ブートモードでは、「プライマ

リ」、「セカンダリ」という用語が使用

されている場合これはブート順序を示す

ものではありません。同じデバイスクラ

ス内での実際のブート順序は、PCIeバス
スキャン順序により決定されます。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

次の例では、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーを作成し、そのポリシーのローカル
ハードディスクドライブのブートを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコ
ミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1のローカル SDカードブートを作成し、ブート順序
を 3に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create sd-card
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # set order 3
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UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1のトップレベルのローカルドライブブートを作成
し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create local-any
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

ブートポリシー用仮想メディアブートポリシー設定

仮想メディアでは、USBを有効にする必要があります。 USBの機能に影響する BIOS設定を
変更した場合は、仮想メディアにも影響します。したがって、最適なパフォーマンスを実現

するためには、次の USB BIOSをデフォルト設定のままにしておくことをお勧めします。

（注）

• [Make Device Non Bootable]：[disabled]に設定します。

• [USB Idle Power Optimizing Setting]：[high-performance]に設定します。

はじめる前に

仮想メディアブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードに入るには、「/」をorg-nameとして入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope
boot-policy policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーの指定仮想メディアブートを作成し、

組織ブートポリシーの仮想メディアモードを開始しま

す。次のいずれかになります。

UCS-A /org/boot-policy #
create virtual-media
{read-only | read-only-local |
read-only-remote | read-write

ステップ 3   

• [read-only]：ローカルまたはリモートCD/DVD。こ
のオプションは、レガシーまたは UEFIのブート
モードで使用できます。

| read-write-drive |
read-write-local |
read-write-remote}
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目的コマンドまたはアクション

• [read-only-local]：ローカル CD/DVD。

• [read-only-remote]：リモート CD/DVD。

• [read-write]：ローカルまたはリモートフロッピー
ディスクドライブ。このオプションは、レガシー

または UEFIのブートモードで使用できます。

• [read-write-drive]：リモート USBドライブ。

• [read-write-local]：ローカルフロッピーディスクド
ライブ。

• [read-write-remote]：リモートフロッピーディスク
ドライブ。

CiscoUCSM3およびM4ブレード/ラックサー
バで拡張ブート順序を使用する場合は、最上

位と第 2レベルの両方のブートデバイスを選
択できます。標準のブート順序を使用してい

る Cisco UCS M1とM2のブレードサーバと
ラックサーバの場合、トップレベルのブート

デバイスのみを選択できます。

（注）

仮想メディアブートのブート順序を設定します。 1～
16の整数を入力します。

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media
# set order order_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。UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、lab3-boot-policyという名前のブートポリシーを開始し、CD/DVD仮想メディアブー
トを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab3-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media read-only-local
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # commit-buffer

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。
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CIMC vMedia ブートポリシーの作成
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制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。しかし、複数の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含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作

成し、組織ブートポリシーモードを開始し

ます。

UCS-A /org # create boot-policy
policy-name

ステップ 2   

アクセスと起動が可能なローカルおよびリ

モートのデバイスのリストを表示します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media ?

ステップ 3   

アクセスと起動が可能なローカルおよびリ

モートのデバイスのリストを表示します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media {access |
vMediaMappingName}

ステップ 4   

指定した vMediaに対する vMediaブートデバ
イス構成を作成します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media
read-write-remote-drive
vMediaMap0}

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。

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
commit-buffer

ステップ 6   

次のブート順序を表示します。

ブート仮想メディア：

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
show detail expand

ステップ 7   

順序：1

アクセス：読み取り/書き込みリモートvMedia
ドライブ

名前：vmediaMap0

次に、CIMC vMediaブートポリシーを作成する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy vm-vmediamap-boot
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media
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CIMC vMedia マウントの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモード

を開始します。

UCS-A# scope server chassis_id/blade_idステップ 1   

CIMCモードを開始します。UCS-A# /chassis/server # scope cimcステップ 2   

vMediaマッピングの詳細を表示しま
す。

UCS-A /chassis/server/cimc # show
vmedia-mapping-list detail expand

ステップ 3   

次に、CIMC vMediaのマウントを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/2
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # show vmedia-mapping-list detail expand

vMedia Mapping List:
vMedia Mapping:
Disk Id: 1
Mapping Name: cdd
Device Type: Cdd
Remote IP: 172.31.1.167
Image Path: cifs
Image File Name: ubunt-14.11-desktop-i386.iso
Mount Protocol: Cifs
Mount Status: Mounted
Error: None
Password:
User ID: Adminstrator

UCS-A /chassis/server/cimc #

ブートポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーを削除します。UCS-A /org # delete boot-policy
policy-name

ステップ 2   
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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。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、boot-policy-LANという名前のブートポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete boot-policy boot-policy-LAN
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 31 章

サービスプロファイル更新の遅延展開

この章は、次の項で構成されています。

• サービスプロファイルの遅延展開, 549 ページ

• スケジュールの設定, 553 ページ

• メンテナンスポリシーの設定, 558 ページ

• 保留アクティビティの管理, 560 ページ

サービスプロファイルの遅延展開

サービスプロファイルの変更の一部、またはサービスプロファイルテンプレートの更新は、中

断をともなうことや、サーバのリブートが必要になることがあります。ただし、これらの中断を

ともなう設定変更をいつ実行するかを、遅延展開によって制御できます。たとえば、サービスプ

ロファイルの変更をすぐに展開するか、指定されたメンテナンス時間帯に展開するかを選択でき

ます。また、サービスプロファイルの展開にユーザの明示的な確認応答が必要かどうかを選択で

きます。

遅延展開は、サーバとサービスプロファイルとの関連付けによって発生するすべての設定変更に

使用できます。これらの設定変更は、サービスプロファイルへの変更、サービスプロファイル

に含まれるポリシーへの変更、更新サービスプロファイルテンプレートへの変更によってプロン

プト表示される場合があります。たとえば、サーバ BIOS、RAIDコントローラ、ホスト HBA、
ネットワークアダプタなどのホストファームウェアパッケージや管理ファームウェアパッケー

ジによって、ファームウェアのアップグレードおよびアクティブ化を延期することもできます。

ただし、CiscoUCSManager、ファブリックインターコネクト、I/Oモジュールなど、ファームウェ
アパッケージを使用しないコンポーネントのファームウェアイメージの直接展開を遅延させるこ

とはできません。

遅延展開は、サーバのリブートを必要とする次のアクションに使用できません。

•サーバのサービスプロファイルの最初の関連付け

•サービスプロファイルと別のサーバを関連付けない、サービスプロファイルのサーバから
の関連付けの最終解除
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•サーバの解放

•サーバの再認識

•サーバのリセット

サービスプロファイル変更の展開を遅延させる場合、1つ以上のメンテナンスポリシーを設定
し、各サービスプロファイルにメンテナンスポリシーを設定する必要があります。展開が発生

する時間帯を指定する場合、1つ以上の繰り返しオカレンスまたはワンタイムオカレンスを持つ
スケジュールを少なくとも 1つ作成し、そのスケジュールをメンテナンスポリシーに含める必要
があります。

遅延展開スケジュール

スケジュールには、一連のオカレンスが含まれます。これらのオカレンスは、1回だけ発生させ
るか、または毎週指定した日時に繰り返し発生させることができます。オカレンスの時間長や実

行されるタスクの最大数といった、オカレンスで定義されるオプションにより、サービスプロ

ファイルの変更が展開されるかどうかが決まります。たとえば、最大時間長またはタスク数に達

したため特定のメンテナンス時間帯に変更を展開できない場合、この展開は次のメンテナンス時

間に持ち越されます。

各スケジュールは、Cisco UCSドメインが 1つまたは複数のメンテナンス時間に入っているかど
うか、定期的に確認します。入っている場合、スケジュールはメンテナンスポリシーで指定され

た制限に対し適切な展開を実行します。

スケジュールには、スケジュールに関連付けられたメンテナンス時間を決定する 1つ以上のオカ
レンスが含まれています。オカレンスは次のいずれかになります。

ワンタイムオカレンス

ワンタイムオカレンスは、単一のメンテナンス時間を定義します。これらの時間帯は、そ

の時間帯の最大時間長まで、または時間帯の中で実行可能なタスクの最大数に達するまで継

続されます。

繰り返しオカレンス

繰り返しオカレンスは、一連のメンテナンス時間を定義します。これらの時間帯は、タス

クの最大数に達するまで、またはオカレンスに指定された日の終わりに達するまで継続しま

す。

メンテナンスポリシー

メンテナンスポリシーは、サーバに関連付けられたサービスプロファイル、または 1つ以上の
サービスプロファイルに関連付けられた更新中のサービスプロファイルに対して、サーバのリ

ブートが必要になるような変更が加えられた場合のCiscoUCSManagerの対処方法を定義します。

メンテナンスポリシーは、Cisco UCS Managerでのサービスプロファイルの変更の展開方法を指
定します。展開は、次のいずれかの方法で実行されます。
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•即時

•ユーザが管理者権限で承認したときに実行する

•スケジュールで指定された時間に自動的に実行する

スケジュール済みのメンテナンスウィンドウ中に変更を展開するように設定されているメンテナ

ンスポリシーでは、ポリシーに有効なスケジュールが含まれていることが必要です。この場合、

最初に使用可能なメンテナンスウィンドウ中に変更が展開されます。

メンテナンスポリシーでは、関連付けられたサービスプロファイルに設定変更が加えられた

場合に、サーバの即時リブートは回避できますが、次のアクションの即時実行は回避されま

せん。

（注）

•関連付けられたサービスプロファイルのシステムからの削除

•サーバプロファイルのサーバからの関連付けの解除

•サービスポリシーを使用しないファームウェアアップグレードの直接インストール

•サーバのリセット

保留アクティビティ

Cisco UCSドメインで遅延展開を設定すると、Cisco UCS Managerを使用して保留中のアクティビ
ティすべてを表示することができます。ユーザの確認応答を待っているアクティビティと、スケ

ジュールされたアクティビティを表示できます。

Cisco UCSドメインドメインに保留中のアクティビティがある場合、Cisco UCSManager GUIは管
理者権限を持つユーザがログインしたときに通知します。

Cisco UCS Managerは、すべての保留アクティビティについて次のような情報を表示します。

•展開され、サーバに関連付けられているサービスプロファイルの名前

•展開の影響を受けるサーバ

•展開により発生する中断

•展開によって実行される変更

特定の保留アクティビティをサーバに適用するメンテナンス時間帯を指定することはできませ

ん。メンテナンス時間帯は、保留アクティビティの数およびサービスプロファイルに割り当

てられているメンテナンスポリシーに応じて変化します。ただし、保留アクティビティがユー

ザの確認応答またはメンテナンス時間帯のいずれを待っているかにかかわらず、管理者権限を

持つユーザは、手動で保留アクティビティを開始して、ただちにサーバをリブートできます。

（注）
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遅延展開に関するガイドラインおよび制限事項

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へのすべての変更を元に戻すこ

とはできない

保留中の変更をキャンセルする場合、Cisco UCS Managerはサーバを再起動せずに変更のロール
バックを試みます。ただし、複雑な変更を行った場合、Cisco UCS Managerは変更のロールバッ
クのためサーバを 2回リブートしなければならない場合があります。たとえば、vNICを削除す
ると、Cisco UCS Managerはサービスプロファイルに含まれているメンテナンスポリシーに従っ
てサーバをリブートします。サービスプロファイルで元の vNICを復元しても、この再起動およ
び変更はキャンセルできません。代わりに、CiscoUCSManagerは 2回目の展開とサーバのリブー
トをスケジュールします。

サービスプロファイルの関連付けはメンテナンス時間の境界を超えてもよい

Cisco UCS Managerがサービスプロファイルの関連付けを開始した後、スケジューラとメンテナ
ンスポリシーは手順を制御する方法を持っていません。サービスプロファイルの関連付けが割

り当てられたメンテナンス時間に完了しない場合、プロセスが完了するまで続行されます。たと

えば、いくつかの段階の再試行やその他の問題のため、関連付けが完了しなかった場合に発生す

ることがあります。

保留中のアクティビティの順序を指定できない

スケジュールされた展開は、独立して並行実行されます。展開が発生する順序は指定できませ

ん。また、あるサービスプロファイルの変更を他のものの完了を条件として実行することもでき

ません。

保留中のアクティビティの部分的な展開を実行できない

Cisco UCS Managerは、サーバプロファイルに加えられたすべての変更をスケジュールされたメ
ンテナンス時間に適用します。サービスプロファイルに複数の変更を加えた後にそれらの変更を

別々のメンテナンス時間に振り分けることはできません。サービスプロファイルの変更を展開す

るとき、Cisco UCS Managerはデータベース内の最新の設定に一致するようにサービスプロファ
イルを更新します。

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
552 OL-31133-02   

サービスプロファイルの遅延展開



スケジュールの設定

Creating a Schedule

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters system mode.UCS-A# scope systemステップ 1   

Creates a scheduler and enters scheduler
mode.

UCS-A /system # create scheduler
sched-name

ステップ 2   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /system/scheduler # commit-bufferステップ 3   

The following example creates a scheduler called maintenancesched and commits the transaction:
UCS-A# scope system
UCS-A /system # create scheduler maintenancesched
UCS-A /system/scheduler* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler #

次の作業

Create a one time occurrence or recurring occurrence for the schedule.

スケジュールへのワンタイムオカレンスの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope schedule
sched-name

ステップ 2   

ワンタイムオカレンスを作成します。UCS-A /system/scheduler # create
occurrence one-time occurrence-name

ステップ 3   

このオカレンスを実行する日時を設定しま

す。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
date month day-of-month year hour
minute

ステップ 4   

（任意）

このオカレンスの間に同時実行可能なタス

クの最大数を設定します。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
concur-tasks {unlimited |
max-num-concur-tasks

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

タスクの最大数に達すると、スケジューラ

は新しいタスクをスケジュールする前に、

[minimum interval]プロパティで設定された
時間だけ待機します。

（任意）

このスケジュールオカレンスが実行可能な

時間の最大長を設定します。CiscoUCSは、

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
max-duration {none | num-of-days
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 6   

指定された時間内にできるだけ多くのスケ

ジュールタスクを完了します。

（任意）

システムが新しいタスクを開始するまで待

機する時間の最小長を設定します。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
min-interval {none | num-of-days
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 7   

（任意）

このオカレンスの間に実行可能な、スケ

ジュール設定されたタスクの最大数を設定

します。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
proc-cap {unlimited |max-num-of-tasks}

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/scheduler/one-time #
commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、onetimemaintというワンタイムオカレンスをmaintschedというスケジューラに作成し、
同時実行タスクの最大数を 5に設定し、開始日時を 2011年 4月 1日 11：00に設定し、トランザ
クションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
UCS-A /system/scheduler # create occurrence one-time onetimemaint
UCS-A /system/scheduler/one-time* # set date apr 1 2011 11 00
UCS-A /system/scheduler/one-time* # set concur-tasks 5
UCS-A /system/scheduler/one-time* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler/one-time #

スケジュールへの繰り返しオカレンスの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始します。UCS-A /system # scope schedule
sched-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

繰り返しオカレンスを作成します。UCS-A /system/scheduler # create
occurrence recurring
occurrence-name

ステップ 3   

（任意）

Cisco UCSでこのスケジュールのオカレンスを
実行する曜日を選択します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set day {even-day | every-day | friday
|monday | never | odd-day | saturday
| sunday | thursday | tuesday |
wednesday}

ステップ 4   

デフォルトでは、このプロパティは neverに設
定されています。

（任意）

このオカレンスが開始する時間（時）を指定し

ます。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set hour hour

ステップ 5   

CiscoUCSは、最長期間に到達してい
ない場合でも、すべての繰り返しオ

カレンスを開始されたその日のうち

に終了します。たとえば、開始時刻

を午後 11時に指定し、最長期間を 3
時間に設定した場合、CiscoUCSはオ
カレンスを 11時に開始しますが、午
後 11:59に終了させます。これはわ
ずか 59分後になります。

（注）

（任意）

このオカレンスが開始する時間（分）を指定し

ます。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set minute minute

ステップ 6   

（任意）

このオカレンスの間に同時実行可能なタスクの

最大数を設定します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set concur-tasks {unlimited |
max-num-concur-tasks

ステップ 7   

タスクの最大数に達すると、スケジューラは新

しいタスクをスケジュールする前に、[minimum
interval]プロパティで設定された時間だけ待機
します。

（任意）

このスケジュールオカレンスが実行可能な時

間の最大長を設定します。CiscoUCSは、指定

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set max-duration {none |
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 8   

された時間内にできるだけ多くのスケジュール

タスクを完了します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

システムが新しいタスクを開始するまで待機す

る時間の最小長を設定します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set min-interval {none | num-of-days
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 9   

（任意）

このオカレンスの間に実行可能な、スケジュー

ル設定されたタスクの最大数を設定します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set proc-cap {unlimited |
max-num-of-tasks}

ステップ 10   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例は、maintschedというスケジューラに recurringmaintという繰り返しオカレンスを作成し、
同時実行タスクの最大数を 5に設定し、このオカレンスの実行日を偶数日に設定し、11:05から開
始するように時間を設定してトランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
UCS-A /system/scheduler # create occurrence recurring recurringmaint
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set day even-day
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set hour 11
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set minute 5
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set concur-tasks 5
UCS-A /system/scheduler/recurring* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler/recurring #

スケジュールからのワンタイムオカレンスの削除

これがスケジュールにおける唯一の実行である場合には、そのスケジュールは実行なしで再設定

されます。スケジュールがメンテナンスポリシーに含まれており、そのポリシーがサービスプ

ロファイルに割り当てられている場合、サービスプロファイルに関連付けられているサーバに関

連する保留中のアクティビティは展開できません。保留中のアクティビティを展開するには、1
回限りの実行か繰り返し実行をスケジュールに追加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

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始

します。

UCS-A /system # scope scheduler
sched-name

ステップ 2   

指定されたワンタイムオカレンスを削

除します。

UCS-A /system/scheduler # delete
occurrence one-time occurrence-name

ステップ 3   
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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。

UCS-A /system/scheduler #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、maintschedスケジューラから onetimemaintというワンタイムオカレンスを削除し、ト
ランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
UCS-A /system/scheduler # delete occurrence one-time onetimemaint
UCS-A /system/scheduler* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler #

スケジュールからの繰り返しオカレンスの削除

これがスケジュールにおける唯一の実行である場合には、そのスケジュールは実行なしで再設定

されます。スケジュールがメンテナンスポリシーに含まれており、そのポリシーがサービスプ

ロファイルに割り当てられている場合、サービスプロファイルに関連付けられているサーバに関

連する保留中のアクティビティは展開できません。保留中のアクティビティを展開するには、1
回限りの実行か繰り返し実行をスケジュールに追加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

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始

します。

UCS-A /system # scope scheduler
sched-name

ステップ 2   

指定された繰り返しオカレンスを削除

します。

UCS-A /system/scheduler # delete
occurrence recurring occurrence-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /system/scheduler #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、maintschedスケジューラから onetimemaintという繰り返しオカレンスを削除し、トラ
ンザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
UCS-A /system/scheduler # delete occurrence recurring onetimemaint
UCS-A /system/scheduler* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler #
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スケジュールの削除

このスケジュールがメンテナンスポリシーに含まれている場合、ポリシーはスケジュールなしで

再設定されます。そのポリシーがサービスプロファイルに割り当てられている場合、サービス

プロファイルに関連付けられているサーバに関連する保留中のアクティビティは展開できません。

保留中のアクティビティを展開するには、スケジュールをメンテナンスポリシーに追加する必要

があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラを削除し、スケジューラ

モードを開始します。

UCS-A /system # delete scheduler
sched-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   

次の例は、maintenanceschedというスケジューラを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete scheduler maintenancesched
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

メンテナンスポリシーの設定

メンテナンスポリシーの作成

はじめる前に

このメンテナンスポリシーを遅延展開のために設定する場合は、スケジュールを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドに入るには、「/」を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定されたメンテナンスポリシーを作成し、メンテナンス

ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
maint-policy policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

サービスプロファイルがサーバに関連付けられている場

合、関連付けを完了するにはサーバをリブートする必要が

UCS-A /org/maint-policy #
set reboot-policy
{immediate |

ステップ 3   

あります。 reboot-policyコマンドを指定すると、このメン
timer-automatic |
user-ack} テナンスポリシーを含むすべてのサービスプロファイル

について発生するタイミングを決定できます。有効な値は

次のとおりです。

• immediate：サービスプロファイルが変更されると、
すぐにサーバがリブートします。

• timer-automatic：set schedulerコマンドを使用して、
メンテナンス操作が適用されるタイミングを指定する

スケジュールを選択できます。CiscoUCSはサーバを
リブートし、サービスプロファイルの変更をスケ

ジュールされた時間に完了させます。

• user-ack：変更が適用される前に、ユーザは apply
pending-changesコマンドで明示的に変更を確認する
必要があります。

（任意）

reboot-policyプロパティが timer-automaticに設定された場
合、メンテナンス操作がサーバに適用されるタイミングを

UCS-A /org/maint-policy #
set scheduler
scheduler-name

ステップ 4   

指定するスケジュールを選択する必要があります。 Cisco
UCSはサーバをリブートし、サービスプロファイルの変
更をスケジュールされた時間に完了させます。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/maint-policy #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、maintenanceというメンテナンスポリシーを作成し、サービスプロファイルがサー
バに関連付けられるとすぐにリブートするようシステムを設定し、トランザクションをコミット

します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create maint-policy maintenance
UCS-A /org/maint-policy* # set reboot-policy immediate
UCS-A /org/maint-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/maint-policy #
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メンテナンスポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたメンテナンスポリシーを削除しま

す。

UCS-A /org # delete maint-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、maintenanceという名前のメンテナンスポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete maint-policy maintenance
UCS-A /org/maint-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/maint-policy #

保留アクティビティの管理

保留アクティビティの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファ

イルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

保留中の変更に関する詳細を表示します。UCS-A /org/service-profile # show
pending-changes [detail | expand]

ステップ 3   
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次に、accountingというサービスプロファイルの保留中の変更を表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # show pending-changes detail

Pending Changes:
Scheduler:
Changed by: admin
Acked by:
Mod. date: 2010-09-20T20:36:09.254
State: Untriggered
Admin State: Untriggered
Pend. Changes: 0
Pend. Disr.: 0

UCS-A /org/service-profile #

ユーザの確認応答待ちサービスプロファイル変更の展開

CiscoUCSManager CLIユーザの確認応答待ちの、複数のサービスプロファイルの保留中のすべて
の変更を展開することはできません。複数のサービスプロファイルの保留中のすべての変更を同

時に展開するには、Cisco UCS Manager GUIを使用します。

保留中のアクティビティを確認した後、Cisco UCS Managerが影響のあるサーバをリブートす
ることは禁止できません。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ルート組織モードを開始するには、org-nameに
/と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイ

ルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

保留中の変更をただちに適用します。UCS-A /org/service-profile # apply
pending-changes immediate

ステップ 3   

Cisco UCS Manager保留中のアクティビティの
影響を受けるサーバがただちにリブートしま

す。

次に、accountingというサービスプロファイルの保留中の変更を適用する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # apply pending-changes immediate
UCS-A /org/service-profile #
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スケジュールされたサービスプロファイル変更の即時展開

CiscoUCSManager CLI複数のサービスプロファイルの、スケジュールされているすべての変更を
同時に展開することはできません。複数のサービスプロファイルの、スケジュールされているす

べての変更を同時に展開するには、Cisco UCS Manager GUIを使用します。

保留中のアクティビティを確認した後、Cisco UCS Managerが影響のあるサーバをリブートす
ることは禁止できません。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ルート組織モードを開始するには、org-nameに
/と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイ

ルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

保留中の変更をただちに適用します。UCS-A /org/service-profile # apply
pending-changes immediate

ステップ 3   

Cisco UCS Manager保留中のアクティビティの
影響を受けるサーバがただちにリブートしま

す。

次に、accountingというサービスプロファイルの保留中の変更を適用する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # apply pending-changes immediate
UCS-A /org/service-profile #
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第 32 章

サービスプロファイルの設定

この章の内容は、次のとおりです.

• サーバ IDを上書きするサービスプロファイル, 563 ページ

• サーバ IDを継承するサービスプロファイル, 564 ページ

• サービスプロファイルに関するガイドラインおよび推奨事項, 565 ページ

• インバンドサービスプロファイル, 565 ページ

• サービスプロファイルテンプレート, 571 ページ

• ハードウェアベースのサービスプロファイルの作成, 577 ページ

• サービスプロファイルの vNICの設定, 580 ページ

• サービスプロファイルの vHBAの設定, 583 ページ

• サービスプロファイルのローカルディスクの設定, 585 ページ

• サービスプロファイルの Serial over LANの設定, 586 ページ

• サービスプロファイルブート定義設定, 587 ページ

• サービスプロファイルのファイバチャネルゾーン分割の設定, 593 ページ

• 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の管理, 596 ページ

サーバ ID を上書きするサービスプロファイル
このタイプのサービスプロファイルにより、柔軟性と制御性が最大化されます。このプロファイ

ルを使用すると、アソシエーション時にサーバに設定された ID値を上書きし、CiscoUCSManager
で設定されたリソースプールとポリシーを使用して一部の管理タスクを自動化できます。

このサービスプロファイルは、あるサーバとの関連付けを解除して、別のサーバに関連付けるこ

とができます。この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サーバプールポ

リシーを通じて行うこともできます。 UUIDやMACアドレスなど、新しいサーバの工場出荷時
の設定は、サービスプロファイルでの設定で上書きされます。その結果、サーバでの変更はネッ
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トワークには透過的に行われます。新しいサーバの使用を開始するために、ネットワークでコン

ポーネントやアプリケーションを再設定する必要はありません。

このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを

利用し、管理できるようになります。

• MACアドレスのプール、WWNアドレス、UUIDなどの仮想 ID情報

•イーサネットおよびファイバチャネルアダプタプロファイルポリシー

•ファームウェアパッケージポリシー

•オペレーティングシステムブート順序ポリシー

サービスプロファイルに電源管理ポリシー、サーバプール資格情報ポリシー、または特定のハー

ドウェア設定が必要な別のポリシーが含まれていない場合は、そのサービスプロファイルをCisco
UCSドメインのどのタイプのサーバにも使用できます。

これらのサービスプロファイルは、ラックマウントサーバまたはブレードサーバのどちらかに

関連付けることができます。サービスプロファイルの移行の可否は、サービスプロファイルの

移行制限を選択するかどうかによって決まります。

移行を制限しない場合、既存のサービスプロファイルを移行する前に、Cisco UCS Managerに
よる新規サーバに対する互換性チェックは実行されません。両方のハードウェアが似ていな

い場合、関連付けが失敗することがあります。

（注）

サーバ ID を継承するサービスプロファイル
このハードウェアベースのサービスプロファイルは使用も作成も簡単です。このプロファイル

は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。これは特

定のサーバに関連付けられているため、別のサーバへの移動や移行はできません。

このサービスプロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ

ん。

このサービスプロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID情報および設定情
報を継承し、適用します。

• 2つの NICのMACアドレス

•統合ネットワークアダプタまたは仮想インターフェイスカードについては、2つの HBAの
WWNアドレス

• BIOSバージョン

•サーバの UUID
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このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値

が変更された場合、このサービスプロファイルを通じて継承されたサーバの IDおよび設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

重要

サービスプロファイルに関するガイドラインおよび推奨事項

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含まれるポリシー（ローカ

ルディスク設定ポリシーなど）やプールに固有のガイドラインと推奨事項に加え、以下のガイド

ラインと推奨事項にも留意する必要があります。これらの事項は、サービスプロファイルとサー

バを関連付ける機能に影響します。

ラックマウントサーバで設定できる vNIC 数の制限

CiscoUCSManagerと統合されているラックマウントサーバでは、サポート対象のアダプタ（Cisco
UCS P81E仮想インターフェイスカード（N2XX-ACPCI01）など）ごとに最大 56の vNICを設定
できます。

ラックマウントサーバの電力制限はサポート対象外

電力制限はラックサーバではサポートされません。ラックマウントサーバに関連付けられてい

るサービスプロファイルに電力制御ポリシーを含めた場合、そのポリシーは実行されません。

vNIC に関する QoS ポリシーのガイドライン

QoSポリシーのプライオリティ設定が fc（ファイバチャネルシステムクラス）ではない場合に
のみ、そのポリシーを vNICに割り当てることができます。 QoSポリシーのプライオリティに他
のシステムクラスを設定できます。

vHBA に関する QoS ポリシーのガイドライン

QoSポリシーのプライオリティ設定が fc（ファイバチャネルシステムクラス）である場合にの
み、そのポリシーを vHBAに割り当てることができます。

QoSポリシーのホスト制御設定は vNICにのみ適用されます。 vHBAには影響しません。

インバンドサービスプロファイル

インバンドサービスプロファイルの設定

この手順は、インバンドサービスプロファイルの作成方法を示しています。
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Cisco UCSManager GUIで、[Equipment]タブのサーバ CIMCを使用するようにアウトオブバン
ド設定を設定したすべての Cisco UCS M3およびM4サーバは、インバンドプロファイルに
従って、自動的にインバンドネットワーク（VLAN）および IPv4/IPv6設定を取得します。イ
ンバンドプロファイル設定からネットワークまたは IPプール名を削除すると、サーバのイン
バンド設定がインバンドプロファイルから取得された場合は、サーバからインバンド設定が

削除されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

UCS-A # scope eth-uplinkステップ 1   

インバンドプロファイルコンフィギュ

レーションモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/inband-profile#
scope inband-profile

ステップ 2   

インバンドプロファイルのネットワーク

グループ名を設定します。

UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set
net-group-namevlan-group-name

ステップ 3   

インバンドプロファイルのデフォルト

VLANを設定します。
UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set
default-vlan-namevlan-name

ステップ 4   

インバンドプロファイルのデフォルト IP
を設定します。

UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set
pool-name pool-name

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。

UCS-A /eth-uplink/inband-profile #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、インバンドサービスプロファイル inband-profileを作成し、ネットワークグループ
名を inband-vlan-groupに、デフォルトの VLANを Inband_VLANに、IPプールを inband_defaultに
それぞれ設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A #scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope inband-profile
UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set net-group-name inband-vlan-group
UCS-A /eth-uplink/inband-profile* # set default-vlan-name Inband_VLAN
UCS-A /eth-uplink/inband-profile* # set pool-name inband_default
UCS-A /eth-uplink/inband-profile* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/inband-profile #

インバンド管理サービスプロファイルの設定

この手順は、インバンド管理サービスプロファイルを設定する方法について説明します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

組織コンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定されたサービスプロファ

イルを作成し、サービスプロ

UCS-A /org # create service-profilesp-nameステップ 2   

ファイルのコンフィギュレー

ションモードを開始します。

指定された管理インターフェイ

スを作成し、管理インターフェ

UCS-A /org/service-profile # create mgmt-ifacein-bandステップ 3   

イスコンフィギュレーション

モードを開始します。

管理 VLANを作成し、管理
VLANコンフィギュレーション
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface # create
mgmt-vlan

ステップ 4   

管理 VLANのネットワーク名
を設定します。

UCS-A/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # set
network-name network-name

ステップ 5   

外部 IPプールを作成し、IP
プールコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # create
ext-pooled-ip

ステップ 6   

外部 IPv4プールの名前を設定
します。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip
# set name pool-name

ステップ 7   

IPv4プールコンフィギュレー
ションモードを終了します。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip
# exit

ステップ 8   

外部 IPv6プールを作成し、
IPv6プールコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan #create
ext-pooled-ip6

ステップ 9   

外部 IPv6プールの名前を設定
します。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6
# set name pool-name

ステップ 10   

トランザクションをシステムの

設定にコミットします。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6
# commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、サービスプロファイル名 inband_spを作成し、in-bandという名前の管理インターフェ
イスを設定し、管理 VLANを作成し、ネットワーク名を Inband_VLANに設定し、外部 IPv4プー
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ルを作成してその名前を inband_defaultにし、外部 IPおよび外部 IPv6管理プールを作成し、両方
のプールの名前を inband_defaultに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create service-profile inband_sp
UCS-A /org/service-profile* # create mgmt-iface in-band
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface* # create mgmt-vlan
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name Inband_VLAN
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # set name inband_default
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip6
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # set name inband_default
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface # exit

次の作業

サーバにインバンド管理インターフェイスのサービスプロファイルを関連付けます。

サービスプロファイルからのインバンド設定の削除

この手順では、サービスプロファイルからインバンド設定を削除する方法について説明します。

デフォルト VLAN名とデフォルトプール名を使用して Cisco UCS Managerでインバンドプロ
ファイルが設定されると、サーバ CIMCは、サービスプロファイルから設定を削除してから
1分以内にインバンドプロファイルからインバンド設定を自動的に取得します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

組織コンフィギュレーションモードを開

始します。

UCS-A# scope org /ステップ 1   

組織プロファイルコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

UCS-A/org # scope service-profile
blade1

ステップ 2   

指定されたサービスプロファイルを削除

します。

UCS-A/org/service-profile # delete
mgmt-ifacein-band

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A/org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、サービスプロファイルblade1にスコープし、管理インターフェイスインバンドを削除し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile blade1
UCS-A /org/service-profile # delete mgmt-iface in-band
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UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile

CIMC でのインバンド管理の設定
この手順では、サーバ CIMC上でインバンド管理を設定する方法について説明します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server chassi-numserver-numステップ 1   

CIMCコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

指定された管理インターフェ

イスを作成し、管理インター

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc # create
mgmt-ifacein-band

ステップ 3   

フェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

IPv4状態をスタティックに設
定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # set ipv4 staticステップ 4   

IPv6状態をスタティックに設
定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # set ipv6state
static

ステップ 5   

管理 VLANを作成し、管理
VLANコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # create
mgmt-vlan

ステップ 6   

管理VLANのネットワーク名
を設定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan #
network-name network-name

ステップ 7   

外部 IPv4プールを作成し、
IPv4プールコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan create
ext-pooled-ip

ステップ 8   

外部 IPv4プールの名前を設定
します。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip
# set name pool-name

ステップ 9   

IPv4プールコンフィギュレー
ションモードを終了します。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip
# exit

ステップ 10   

外部 IPv6プールを作成し、
IPv6プールコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan #create
ext-pooled-ip6

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

外部 IPv6プールの名前を設定
します。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6
# set name pool-name

ステップ 12   

トランザクションをシステム

の設定にコミットします。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6
# commit-buffer

ステップ 13   

次の例では、in-bandという名前のサーバ 1のシャーシ 1上で管理インターフェイスを作成し、
IPv4および IPv6状態をスタティックに設定し、管理 VLANを作成します。続いて、ネットワー
ク名を Inband_VLANに、外部 IPを作成してその名前を inband_defaultに、IPv4および IPv6プー
ルを作成してその両方のプールの名前を inband_defaultにそれぞれ設定し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv4 static
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv6state stati
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # create mgmt-vlan
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name Inband_VLAN
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # set name inband_default
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # exit
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # set name inband_default
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 #

CIMC からのインバンド設定の削除
この手順は、サーバ CIMCからインバンド設定を削除する方法について説明します。

デフォルト VLAN名とデフォルトプール名を使用して Cisco UCS Managerでインバンドプロ
ファイルが設定されると、サーバ CIMCは、サービスプロファイルから設定を削除してから
1分以内にインバンドプロファイルからインバンド設定を自動的に取得します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
chassi-numserver-num

ステップ 1   

CIMCコンフィギュレーションモード
を開始します。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたサービスプロファイルを削

除します。

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc
# delete mgmt-ifacein-band

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、server 1の chassis1から in-bandという名前の管理インターフェイスを削除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # delete mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

サービスプロファイルテンプレート

サービスプロファイルテンプレートを使用して、vNICや vHBAの個数などの同じ基本パラメー
タ、および同じプールから取得された ID情報を使ってすばやく複数のサービスプロファイルを
作成できます。

既存のサービスプロファイルに類似した値を持つ 1つのサービスプロファイルだけが必要な
場合は、Cisco UCS Manager GUIでサービスプロファイルを複製できます。

ヒント

たとえば、データベースソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の

サービスプロファイルが必要である場合、手動、または既存のサービスプロファイルから、サー

ビスプロファイルテンプレートを作成できます。その後、このテンプレートを使用して、サー

ビスプロファイルを作成します。

Cisco UCSは、次のタイプのサービスプロファイルテンプレートをサポートしています。

初期テンプレート

初期テンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパティをす

べて継承します。初期のサービスプロファイルテンプレートから作成されたサービスプロ

ファイルはテンプレートにバインドされます。ただし、初期のテンプレートに対して行わ

れた変更は、バインドされたサービスプロファイルに自動的に伝播されません。バインド

されたサービスプロファイルに変更を伝播したい場合は、そのサービスプロファイルをア

ンバインドしてから、再び初期テンプレートにバインドします。
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アップデートテンプレート

アップデートテンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパ

ティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をそのまま保持します。アップデートテ

ンプレートを変更すると、このテンプレートから作成されたサービスプロファイルが自動

的にアップデートされます。

サービスプロファイルテンプレートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameとして /を入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサービスプロファイルテンプレートを

作成し、組織サービスプロファイルモードを開始

します。

UCS-A /org # create
service-profile profile-name
{initial-template |
updating-template}

ステップ 2   

このサービスプロファイルテンプレートを識別す

る一意の profile-nameを入力します。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できま
す。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。

この名前は、同じ組織内のすべてのサービスプロ

ファイルおよびサービスプロファイルテンプレー

トで一意であることが必要です。

指定されたBIOSポリシーをサービスプロファイル
に関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
bios-policy policy-name

ステップ 3   

指定されたブートポリシーをサービスプロファイ

ルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
boot-policy policy-name

ステップ 4   

（任意）

サービスプロファイルに説明を記入します。

UCS-A /org/service-profile # set
descr description

ステップ 5   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、 show
コマンド出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

指定されたダイナミック vNIC接続ポリシーをサー
ビスプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
dynamic-vnic-conn-policy
policy-name

ステップ 6   

管理 IPアドレスをサービスプロファイルに割り当
てる方法を指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
ext-mgmt-ip-state {none |
pooled}

ステップ 7   

次のオプションを使用して管理IPアドレスポリシー
を設定できます。

• None：サービスプロファイルには IPアドレス
が割り当てられません。

• Pooled：サービスプロファイルには、管理 IP
プールから IPアドレスが割り当てられます。

サービスプロファイルテンプレートの管

理 IPアドレスを staticに設定すると、エ
ラーが発生します。

（注）

指定されたホストファームウェアポリシーをサー

ビスプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
host-fw-policy policy-name

ステップ 8   

サーバがUUIDまたはWWNNを取得する方法を指
定します。次のいずれかを実行できます。

UCS-A /org/service-profile # set
identity {dynamic-uuid {uuid |
derived} | dynamic-wwnn

ステップ 9   

•一意の UUIDを
nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn形式で作成
する。

{wwnn | derived} | uuid-pool
pool-name | wwnn-pool
pool-name}

•製造時にハードウェアに焼き付けられたUUID
を取得する。

• UUIDプールを使用する。

•一意のWWNNを hh : hh : hh : hh : hh
: hh : hh : hh形式で作成する。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWNNを取得する。

• WWNNプールを使用する。

指定された IPMIアクセスプロファイルをサービス
プロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 10   

サービスプロファイルに指定された LAN接続ポリ
シーを関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
lan-connectivity-policy-name
policy-name

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

LAN接続ポリシーとローカルで作成され
た vNICを同じサービスプロファイルに
含めることはできません。LAN接続ポリ
シーをサービスプロファイルに追加する

と、すべての既存の vNIC設定が消去さ
れます。

（注）

指定されたローカルディスクポリシーをサービス

プロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
local-disk-policy policy-name

ステップ 12   

指定されたメンテナンスポリシーをサービスプロ

ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
maint-policy policy-name

ステップ 13   

指定された管理ファームウェアポリシーをサービ

スプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
mgmt-fw-policy policy-name

ステップ 14   

指定された電源管理ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
power-control-policy
policy-name

ステップ 15   

指定された SAN接続ポリシーをサービスプロファ
イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
san-connectivity-policy-name
policy-name

ステップ 16   

SAN接続ポリシーとローカルで作成され
た vHBAを同じサービスプロファイルに
含めることはできません。SAN接続ポリ
シーをサービスプロファイルに追加する

と、すべての既存の vHBA設定が消去さ
れます。

（注）

指定されたスクラブポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
scrub-policy policy-name

ステップ 17   

指定した Serial over LANポリシーをサービスプロ
ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
sol-policy policy-name

ステップ 18   

指定された統計情報ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
stats-policy policy-name

ステップ 19   

サービスプロファイルに関連付けられたユーザラ

ベルを指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
user-label label-name

ステップ 20   

指定された vConに選択プリファレンスを指定しま
す。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon {1 | 2} selection {all |
assigned-only | exclude-dynamic
| exclude-unassigned}

ステップ 21   

指定された vNIC/vHBA配置プロファイルをサービ
スプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon-profile policy-name

ステップ 22   
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目的コマンドまたはアクション

サービスプロファイルに vNIC/vHBA配
置プロファイルを割り当てるか、または

サービスプロファイルに vCon選択プリ
ファレンスを設定することができますが、

両方を実行する必要はありません。

（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。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 23   

次の例は、サービスプロファイルテンプレートを作成してトランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServTemp2 updating-template
UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy biospol1
UCS-A /org/service-profile* # set boot-policy bootpol32
UCS-A /org/service-profile* # set descr "This is a service profile example."
UCS-A /org/service-profile* # set dynamic-vnic-conn-policy mydynvnicconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # set ext-mgmt-ip-state pooled
UCS-A /org/service-profile* # set host-fw-policy ipmi-user987
UCS-A /org/service-profile* # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # set ipmi-access-profile ipmiProf16
UCS-A /org/service-profile* # set local-disk-policy localdiskpol33
UCS-A /org/service-profile* # set maint-policy maintpol4
UCS-A /org/service-profile* # set mgmt-fw-policy mgmtfwpol75
UCS-A /org/service-profile* # set power-control-policy powcontrpol13
UCS-A /org/service-profile* # set scrub-policy scrubpol55
UCS-A /org/service-profile* # set sol-policy solpol2
UCS-A /org/service-profile* # set stats-policy statspol4
UCS-A /org/service-profile* # set user-label mylabel
UCS-A /org/service-profile* # vcon-policy myvconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業

•（任意）サービスプロファイルのブート定義を設定します。サービスプロファイルにブー
トポリシーが関連付けられていない場合に限り、このオプションを使用します。

•サービスプロファイルテンプレートからサービスプロファイルインスタンスを作成しま
す。

サービスプロファイルテンプレートからのサービスプロファイルインスタンスの

作成

はじめる前に

サービスプロファイルのインスタンスの作成元になるサービスプロファイルテンプレートがあ

ることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドに入るには、「/」を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定したサービスプロファイルインスタンスを作成し、

組織サービスプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # create
service-profile profile-name
instance

ステップ 2   

このサービスプロファイルテンプレートを識別する一意

の profile-nameを入力します。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できます。 -
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。この名前は、同じ組織内

のすべての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で一意であることが必要です。

元になるサービスプロファイルテンプレートを指定して

サービスプロファイルインスタンスに適用します。サー

UCS-A /org/service-profile
# set src-templ-name
profile-name

ステップ 3   

ビスプロファイルテンプレートからのすべての設定が、

サービスプロファイルインスタンスに適用されます。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/service-profile
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ServProf34という名前のサービスプロファイルインスタンスを作成し、ServTemp2と
いう名前のサービスプロファイルテンプレートを適用し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServProf34 instance
UCS-A /org/service-profile* # set src-templ-name ServTemp2
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業

サーバ、ラックサーバ、またはサーバプールにサービスプロファイルを関連付けます。
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ハードウェアベースのサービスプロファイルの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードに入るには、「/」をorg-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルインスタンスを作

成し、組織サービスプロファイルモードを開始し

ます。

UCS-A /org # create
service-profile profile-name
instance

ステップ 2   

このサービスプロファイルを特定する一意的な

profile-nameを入力します。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できま
す。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。

この名前は、同じ組織内のすべてのサービスプロ

ファイルおよびサービスプロファイルテンプレー

トで一意であることが必要です。

指定された BIOSポリシーをサービスプロファイ
ルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
bios-policy policy-name

ステップ 3   

指定されたブートポリシーをサービスプロファイ

ルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
boot-policy policy-name

ステップ 4   

（任意）

サービスプロファイルに説明を記入します。

UCS-A /org/service-profile # set
descr description

ステップ 5   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）

指定されたダイナミックvNIC接続ポリシーをサー
ビスプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
dynamic-vnic-conn-policy
policy-name

ステップ 6   

管理 IPアドレスをサービスプロファイルに割り当
てる方法を指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
ext-mgmt-ip-state {none | pooled
| static}

ステップ 7   

次のオプションを使用して管理 IPアドレスポリ
シーを設定できます。
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目的コマンドまたはアクション

• None：サービスプロファイルには IPアドレ
スが割り当てられません。

• Pooled：サービスプロファイルには、管理 IP
プールから IPアドレスが割り当てられます。

• Static：サービスプロファイルには、設定さ
れたスタティック IPアドレスが割り当てられ
ます。

指定されたホスト転送ポリシーをサービスプロ

ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
host-fw-policy ipmi-user-name

ステップ 8   

サーバが UUIDまたはWWNNを取得する方法を
指定します。次のいずれかを実行できます。

UCS-A /org/service-profile # set
identity {dynamic-uuid {uuid |
derived} | dynamic-wwnn {wwnn

ステップ 9   

•一意の UUIDを
nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn形式で作成
する。

| derived} | uuid-pool pool-name
| wwnn-pool pool-name}

•製造時にハードウェアに焼き付けられたUUID
を取得する。

• UUIDプールを使用する。

•一意のWWNNを hh : hh : hh : hh : hh
: hh : hh : hh形式で作成する。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWNNを取得する。

• WWNNプールを使用する。

指定された IPMIアクセスプロファイルをサービ
スプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 10   

指定されたローカルディスクポリシーをサービス

プロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
local-disk-policy policy-name

ステップ 11   

指定されたメンテナンスポリシーをサービスプロ

ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
maint-policy policy-name

ステップ 12   

指定された管理転送ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
mgmt-fw-policy policy-name

ステップ 13   

指定された電源管理ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
power-control-policy policy-name

ステップ 14   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたスクラブポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
scrub-policy policy-name

ステップ 15   

指定した Serial over LANポリシーをサービスプロ
ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
sol-policy policy-name

ステップ 16   

指定された統計情報ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
stats-policy policy-name

ステップ 17   

サービスプロファイルに関連付けられたユーザラ

ベルを指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
user-label label-name

ステップ 18   

指定されたvConに選択プリファレンスを指定しま
す。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon {1 | 2} selection {all |
assigned-only | exclude-dynamic
| exclude-unassigned}

ステップ 19   

指定された vNIC/vHBA配置ポリシーをサーバプ
ロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon-policy policy-name

ステップ 20   

サービスプロファイルに vNIC/vHBA配
置プロファイルを割り当てるか、または

サービスプロファイルに vCon選択プリ
ファレンスを設定することができます

が、両方を実行する必要はありません。

（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。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 21   

次の例は、サービスプロファイルインスタンスを作成してトランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServInst90 instance
UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy biospol1
UCS-A /org/service-profile* # set boot-policy bootpol32
UCS-A /org/service-profile* # set descr "This is a service profile example."
UCS-A /org/service-profile* # set ext-mgmt-ip-state pooled
UCS-A /org/service-profile* # set host-fw-policy ipmi-user987
UCS-A /org/service-profile* # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # set ipmi-access-profile ipmiProf16
UCS-A /org/service-profile* # set local-disk-policy localdiskpol33
UCS-A /org/service-profile* # set maint-policy maintpol4
UCS-A /org/service-profile* # set mgmt-fw-policy mgmtfwpol75
UCS-A /org/service-profile* # set power-control-policy powcontrpol13
UCS-A /org/service-profile* # set scrub-policy scrubpol55
UCS-A /org/service-profile* # set sol-policy solpol2
UCS-A /org/service-profile* # set stats-policy statspol4
UCS-A /org/service-profile* # set user-label mylabel
UCS-A /org/service-profile* # vcon-policy myvconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #
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次の作業

•（任意）サービスプロファイルのブート定義を設定します。サービスプロファイルにブー
トポリシーが関連付けられていない場合に限り、このオプションを使用します。

•ブレードサーバ、サーバプール、ラックサーバとサービスプロファイルを関連付けます。

サービスプロファイルの vNIC の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameとして /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービスプロ

ファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定したサービスプロファイルの vNICを作成し、
組織サービスプロファイルの vNICモードを開始し
ます。

UCS-A /org/service-profile #
create vnic vnic-name [eth-if
eth-if-name] [fabric {a | b}]

ステップ 3   

vNICに使用するアダプタポリシーを指定します。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set adapter-policy
policy-name

ステップ 4   

vNICに使用するファブリックを指定します。 vNIC
テンプレートを作成するときにステップ 3でファブ

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set fabric {a | a-b | b | b-a}

ステップ 5   

リックを指定しなかった場合、このコマンドで指定

するオプションがあります。

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 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場合

は、a-b（Aがプライマリ）または b-a（Bがプライ
マリ）を選択します。
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目的コマンドまたはアクション

次の状況下では、vNICのファブリック
フェールオーバーを有効にしないでくださ

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。

•ファブリックフェールオーバーをサ
ポートしないアダプタ（Cisco UCS
82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet
Adapter）があるサーバにこの vNICを
関連付ける予定がある場合。これを

行った場合、Cisco UCS Managerによ
り、サービスプロファイルとサーバを

関連付けたときに設定エラーが生成さ

れます。

vNICの ID（MACアドレス）を指定します。次のい
ずれかのオプションを使用して識別を設定できます。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set identity {dynamic-mac
{mac-addr | derived} |
mac-pool mac-pool-name}

ステップ 6   

•一意のMACアドレスを nn : nn : nn : nn
: nn : nn形式で作成する。

•製造時にハードウェアに焼き付けられたMAC
アドレスを取得する。

• MACプールからMACアドレスを割り当てる。

このvNICで受け入れられる最大伝送単位、つまりパ
ケットサイズ。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set mtu size-num

ステップ 7   

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。

vNICに対応するQoSポリシーがある場合、
ここで指定したMTUは、関連付けられた
QoSシステムクラスで指定されたMTUと
同等以下でなければなりません。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）
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目的コマンドまたはアクション

vNICによって使用されるネットワーク制御ポリシー。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set nw-control-policy
policy-name

ステップ 8   

vNICに相対順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set order {order-num |
unspecified}

ステップ 9   

vNICによって使用される LANピングループ。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set pin-group group-name

ステップ 10   

vNICによって使用されるサービスポリシーの品質。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set qos-policy policy-name

ステップ 11   

vNICによって使用される統計情報収集ポリシー。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set stats-policy policy-name

ステップ 12   

ダイナミック vNIC接続ポリシーを vNICに使用する
ように指定します。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set template-name
policy-name

ステップ 13   

指定された vConに vNICを割り当てます。CiscoUCS
Managerが自動で vNICを割り当てるようにするに
は、 anyキーワードを使用します。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 14   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# commit-buffer

ステップ 15   

次の例は、サービスプロファイルの vNICを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create vnic vnic3 fabric a
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set fabric a-b
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set identity mac-pool MacPool3
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set mtu 8900
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set order 0
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set pin-group EthPinGroup12
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set template-name VnicConnPol3
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set set vcon any
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #
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サービスプロファイルの vHBA の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファイ

ルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

指定したサービスプロファイル用の vHBAを
作成し、組織サービスプロファイルの vHBA
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # create
vhba vhba-name [fabric {a | b}]
[fc-if fc-if-name]

ステップ 3   

vHBAに対し使用するアダプタポリシーを指定
します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set adapter-policy policy-name

ステップ 4   

vHBAを 1つまたはすべての仮想ネットワーク
インターフェイス接続に割り当てます。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set admin-vcon {1 | 2 | any}

ステップ 5   

vHBAのWWPNを指定します。UCS-A /org/service-profile/vhba #
set identity {dynamic-wwpn {wwpn

ステップ 6   

次のいずれかのオプションを使用してストレー

ジ IDを設定できます。
| derived} | wwpn-pool
wwn-pool-name}

•一意のWWPNを hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh
形式で作成します。

WWPNは、20:00:00:00:00:00:00:00～
20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFまたは
50:00:00:00:00:00:00:00～
5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内で指定
できます。

WWPNに Cisco MDSファイバチャネル
スイッチと互換性を持たせる場合は、

WWPNテンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使用します。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWPNからWWPN取得する。

• WWNプールからWWPNを割り当てる。
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目的コマンドまたはアクション

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）を指

定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set max-field-size size-num

ステップ 7   

vHBAの PCIスキャン順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vhba #
set order {order-num | unspecified}

ステップ 8   

ファイバチャネルターゲットに対する永続的

なバインディングをディセーブルまたはイネー

ブルにします。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set pers-bind {disabled | enabled}

ステップ 9   

vHBAに使用する SANピングループを指定し
ます。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set pin-group group-name

ステップ 10   

vHBAに対し使用するQoSポリシーを指定しま
す。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set qos-policy policy-name

ステップ 11   

vHBAに使用する統計情報しきい値ポリシーを
指定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set stats-policy policy-name

ステップ 12   

vHBAに使用するvHBAテンプレートを指定し
ます。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set template-name policy-name

ステップ 13   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
commit-buffer

ステップ 14   

次に、サービスプロファイル用の vHBA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。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create vhba vhba3 fabric b
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set admin-vcon any
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set identity wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set order 0
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set pers-bind enabled
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set template-name SanConnPol3
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #
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サービスプロファイルのローカルディスクの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するに

は、org-nameに /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織

サービスプロファイルモードを開始し

ます。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルのローカルディ

スク設定を作成し、組織サービスプロ

UCS-A /org/service-profile # create
local-disk-config

ステップ 3   

ファイルのローカルディスクコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

（任意）

ローカルディスク設定に説明を記入し

ます。

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config
# set descr description

ステップ 4   

ローカルディスクのモードを指定しま

す。

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config
# set mode {any-configuration |
no-local-storage | no-raid | raid-0-striped |

ステップ 5   

raid-1-mirrored | raid-5-striped-parity |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-10-mirrored-and-striped}

ローカルディスクのパーティションを

作成し、組織サービスプロファイルの

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config
# create partition

ステップ 6   

ローカルディスク設定パーティション

モードを開始します。

（任意）

パーティションの説明を記します。

UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition
# set descr description

ステップ 7   

パーティションのサイズをMB単位で
指定します。

UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition
# set size {size-num | unspecified}

ステップ 8   

パーティションタイプを指定します。UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition

ステップ 9   

# set type {ext2 | ext3 | fat32 | none | ntfs |
swap}
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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。

UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition
# commit-buffer

ステップ 10   

次の例は、サービスプロファイルのローカルディスクを設定し、トランザクションをコミットし

ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile # create local-disk-config
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # set mode raid-1-mirrored
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # create partition
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set size 1000000
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set type ntfs
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition #

サービスプロファイルの Serial over LAN の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファ

イルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルの Serial over LAN設
定を作成し、組織サービスプロファイルの

UCS-A /org/service-profile # create
sol-config

ステップ 3   

SoLコンフィギュレーションモードを開始
します。

サービスプロファイルの Serial over LAN設
定をイネーブルまたはディセーブルにしま

す。

UCS-A /org/service-profile/sol-config
# {disable | enable}

ステップ 4   

（任意）

Serial over LAN設定に説明を加えます。
UCS-A /org/service-profile/sol-config
# set descr description

ステップ 5   

シリアルボーレートを指定します。UCS-A /org/service-profile/sol-config
# set speed {115200 | 19200 | 38400
| 57600 | 9600}

ステップ 6   
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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。

UCS-A /org/service-profile/sol-config
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに Serial over LANを設定し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create sol-config
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # enable
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # set descr "Sets serial over LAN to 9600 baud."
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # set speed 9600
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/sol-config #

サービスプロファイルブート定義設定

サービスプロファイルのブート定義の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」を org-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファイ

ルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルのブート定義を作成し、

組織サービスプロファイルのブート定義モー

ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # create
boot-definition

ステップ 3   

（任意）

ブート定義の説明を記入します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition
# set descr description

ステップ 4   

（任意） ブート順に変更を加えた後に、この

ブート定義を使用するすべてのサーバを自動的

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition
# set reboot-on-update {no | yes}

ステップ 5   

にリブートするかどうかを指定します。デフォ

ルトでは、reboot on updateオプションはディ
セーブルです。
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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。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、サービスプロファイルのブート定義を設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # set descr "This boot definition reboots on
update."
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # set reboot-on-update yes
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition #

次の作業

次の 1つ以上のオプションをブート定義に設定し、ブート順序を設定します。

• LAN Boot：中央集中型プロビジョニングサーバからブートします。これは、このサーバか
ら、別のサーバ上にオペレーティングシステムをインストールするためによく使用されま

す。

LAN Bootオプションを選択した場合は、サービスプロファイルブート定義の LANブート
の設定 , （588ページ）に進みます。

• Storage Boot：SANのオペレーティングシステムイメージからブートします。プライマリ
およびセカンダリ SANブートを指定できます。プライマリブートが失敗した場合、サーバ
はセカンダリからのブートを試行します。

システムに最高のサービスプロファイルモビリティを提供する SANブートの使用を推奨し
ます。 SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファイルを移
動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティングシステムイメージからブー

トします。したがって、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認

識されます。

Storage Bootオプションを選択した場合は、サービスプロファイルブート定義のストレージ
ブートの設定 , （590ページ）に進みます。

• VirtualMediaBoot：サーバへの物理CDの挿入を模倣します。これは通常、サーバ上にオペ
レーティングシステムを手動でインストールする場合に使用されます。

Virtual Media Bootオプションを選択した場合は、サービスプロファイルブート定義の仮想
メディアブートの設定 , （591ページ）に進みます。

サービスプロファイルブート定義の LAN ブートの設定

はじめる前に

サービスプロファイルのブート定義を設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織

サービスプロファイルモードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

組織サービスプロファイルのブート定義

モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
boot-definition

ステップ 3   

サービスプロファイルのブート定義に

LANブートを作成し、サービスプロファ
UCS-A /org/service-profile/boot-definition
# create lan

ステップ 4   

イルのブート定義LANモードを開始しま
す。

LANブートのブート順序を指定します。UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan #
set order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 5   

プライマリまたはセカンダリLANブート
パスを作成し、サービスプロファイルの

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan #
create path {primary | secondary}

ステップ 6   

ブート定義 LANパスモードを開始しま
す。

LANイメージパスに使用する vNICを指
定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan/path
# set vnic vnic-name

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan/path
# commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに入り、サービスプロファイルのブー
ト定義に LANブートを作成し、ブート順序を 2に設定し、プライマリパスを作成し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create lan
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan* # set order 2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path* # set vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path #
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サービスプロファイルブート定義のストレージブートの設定

はじめる前に

サービスプロファイルのブート定義を設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始

します。ルート組織モードに入

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
るには、「/」を org-nameとして
入力します。

指定したサービスで組織サービス

プロファイルモードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   

組織サービスプロファイルのブー

ト定義モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope boot-definitionステッ

プ 3   

サービスプロファイルのブート

定義にストレージブートを作成

UCS-A /org/service-profile/boot-definition # create
storage

ステッ

プ 4   
し、サービスプロファイルのブー

ト定義ストレージモードを開始

します。

ストレージブートのブート順序

を指定します。

UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステッ

プ 5   

ローカルストレージブートまた

は SANイメージブートを作成し
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage # create
{local | san-image {primary | secondary}}

ステッ

プ 6   
ます。 SANイメージブートが作
成されると、サービスプロファ

イルのブート定義ストレージSAN
イメージモードを開始します。

プライマリまたはセカンダリSAN
イメージパスを作成し、サービ

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image #
create path {primary | secondary}

ステッ

プ 7   
スプロファイルのブート定義ス

トレージSANイメージパスモー
ドを開始します。

CiscoUCSM3サーバ、またはM4
サーバの拡張ブート順序を使用し

ている場合は、定義されたブート

順序が使用されます。標準ブー
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目的コマンドまたはアクション

トモードでは、「プライマリ」、

「セカンダリ」という用語が使用

されている場合これはブート順序

を示すものではありません。同

じデバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャ
ン順序により決定されます。

SANイメージパスに使用される
LUNを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# set lun lun-num

ステッ

プ 8   

SANイメージパスに使用される
vHBAを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# set vhba vhba-name

ステッ

プ 9   

SANイメージパスに使用される
WWNを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# set wwn wwn-num

ステッ

プ 10   

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# commit-buffer

ステッ

プ 11   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに入り、サービスプロファイルのブー
ト定義にストレージブートを作成し、ブート順序を 2に設定し、プライマリパスを作成し、トラ
ンザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create san-image primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # set order 2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set lun 27512
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set wwn
20:00:00:00:20:00:00:23
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path #

サービスプロファイルブート定義の仮想メディアブートの設定

はじめる前に

サービスプロファイルのブート定義を設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードに入るには、

「/」を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロ

ファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

組織サービスプロファイルのブート定

義モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
boot-definition

ステップ 3   

サービスプロファイルブート定義に

読み取り専用または読み取りと書き込

UCS-A /org/service-profile/boot-definition #
create virtual-media {read-only | read-write}

ステップ 4   

みの仮想メディアブートを作成し、

サービスプロファイルのブート定義仮

想メディアモードを開始します。

仮想メディアブートのブート順序を指

定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/virtual-media
# set order {1 | 2 | 3 | 4}

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。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/virtual-media
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに入り、サービスプロファイルのブー
ト定義に読み取り専用権限で仮想メディアブートを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create virtual-media read-only
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media* # set order 1
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media #
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サービスプロファイルのブート定義の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファ

イルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルのブート定義を削除

します。

UCS-A /org/service-profile # delete
boot-definition

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、サービスプロファイルのブート定義を削除し、トランザクションをコミットする例を示し

ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # delete boot-definition
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルのファイバチャネルゾーン分割の設定

既存のストレージ接続ポリシーでの vHBA イニシエータグループの設定
この手順では、既存のグローバルファイバチャネルストレージ接続ポリシーを使用すると想定

されています。このサービスプロファイルに対してのみストレージ接続ポリシー定義を作成する

場合は、ローカルストレージ接続ポリシー定義を持つvHBAイニシエータグループの設定,（594
ページ）を参照してください。

すべてのサービスプロファイルで使用できるグローバルファイバチャネルストレージ接続ポリ

シーを作成する方法については、ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの作成, （401ペー
ジ）を参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」を org-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

ファイバチャネルゾーン分割の指定イニシエー

タグループを作成し、サービスプロファイル

のイニシエータグループモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # create
initiator-group group-name

ステップ 3   

イニシエータグループの指定vHBAイニシエー
タを作成します。

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group #
create initiator vhba-name

ステップ 4   

必要に応じて、この手順を繰り返しグループに

2番めの vHBAを追加します。

サービスプロファイルに指定されたストレー

ジ接続ポリシーを関連付けます。

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group #
set storage-connection-policy
policy-name

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。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、ServInst90という名前のサービスプロファイルに対し 2つの vHBAイニシエータを
持つ initGroupZone1という名前の vHBAイニシエータグループを設定し、既存のファイバチャネ
ルストレージ接続ポリシーを保持し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create initiator-group initGroupZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # set storage-connection-policy scpolicyZone1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ローカルストレージ接続ポリシー定義を持つ vHBA イニシエータグループの設定
この手順では、サービスプロファイルにローカルファイバチャネルストレージ接続ポリシーを

作成すると想定しています。既存のストレージ接続ポリシーを使用する場合は、既存のストレー

ジ接続ポリシーでの vHBAイニシエータグループの設定, （593ページ）を参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織

モードを開始します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ルート組織モードに入

るには、「/」を
org-nameとして入力し
ます。

指定したサービスプロ

ファイルで組織サービ

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   
スプロファイルモード

を開始します。

ファイバチャネルゾー

ン分割の指定イニシ

UCS-A /org/service-profile # create initiator-group group-nameステッ

プ 3   
エータグループを作成

し、サービスプロファ

イルのイニシエータグ

ループモードを開始し

ます。

vHBAイニシエータグ
ループの指定 vHBAイ

UCS-A /org/service-profile/initiator-group # create initiator vhba-nameステッ

プ 4   
ニシエータを作成しま

す。

必要に応じて、この手

順を繰り返しグループ

に 2番めの vHBAを追
加します。

指定したストレージ接

続ポリシー定義を作成

UCS-A /org/service-profile/initiator-group # create
storage-connection-def policy-name

ステッ

プ 5   
し、ストレージ接続定

義モードを開始しま

す。

指定したWWPNを持
つストレージターゲッ

UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def #
create storage-target wwpn

ステッ

プ 6   
トエンドポイントを作

成し、ストレージター

ゲットモードを開始し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

ターゲットエンドポイ

ントとの通信に使用す

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-path {a | b}

ステッ

プ 7   
るファブリックイン

ターコネクトを指定し

ます。

ターゲットエンドポイ

ントとの通信に使用す

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-vsan vsan

ステッ

プ 8   
る VSANを指定しま
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。

UCS-A /org/service-profile/initiator-group # commit-bufferステッ

プ 9   

次の例では、ServInst90という名前のサービスプロファイルに対し 2つの vHBAイニシエータを
持つ initGroupZone1という名前の vHBAイニシエータグループを設定し、scPolicyZone1という名
前のローカルストレージ接続ポリシー定義を設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create initiator-group initGroupZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create storage-connection-def scPolicyZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def* # create storage-target

20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target* # set
target-path a
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target* # set
target-vsan default
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/initiator-group #

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の

管理

サービスプロファイルとブレードサーバまたはサーバプールの関連付け

作成時にサービスプロファイルとブレードサーバまたはサーバプールを関連付けなかった場合、

またはサービスプロファイルを関連付けるブレードサーバまたはサーバプールを変更する場合

には、次の手順を実行します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、 org-nameとして
/ を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービス

プロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルを単一のサーバに関連付

けます。または、指定したサーバプールポリシー

UCS-A /org/service-profile #
associate {server chassis-id /
slot-id | server-pool pool-name
qualifier} [restrict-migration]

ステップ 3   

資格情報を使用して、指定したサーバプールに

関連付けます。

オプションの restrict-migrationキーワードを追加
すると、サービスプロファイルは別のサーバに

移行されません。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルとシャーシ 1のスロット 4のサーバを関連
付け、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # associate server 1/4
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルとラックサーバの関連付け

作成時にサービスプロファイルをラックサーバを関連付けなかった場合、またはサービスプロ

ファイルを関連付けるラックサーバを変更する場合には、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」をorg-nameとし
て入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービス

プロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

サービスプロファイルと指定したラックサーバ

を関連付けます。

UCS-A /org/service-profile #
associate server serv-id
[restrict-migration]

ステップ 3   

オプションの restrict-migrationコマンドを追加す
ると、サービスプロファイルは別のサーバに移

行されません。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルとラックサーバ 1を関連付け、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # associate server 1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルとサーバまたはサーバプールの関連付け解除

この手順では、サービスプロファイルとブレードサーバ、ラックサーバ、またはサーバプール

の関連付け解除について説明します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルとサーバまたはサーバ

プールの関連付けを解除します。

UCS-A /org/service-profile #
disassociate

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルとサーバの関連付けを解除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
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UCS-A /org/service-profile # disassociate
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルの名前の変更

サービスプロファイルの名前を変更すると、次のことが起こります。

•サービスプロファイルの以前の名前を参照するイベントログと監査ログは、その名前のま
ま保持されます。

•名前変更の操作を記録する、新しい監査データが作成されます。

•サービスプロファイルの以前の名前で生じたすべての障害データは、新しいサービスプロ
ファイル名に転送されます。

保留中の変更があるサービスプロファイルの名前は変更できません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードに入るには、「/」をorg-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファイルモード

を開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定されたサービスプロファイルの名前を変更します。UCS-A /org/service-profile
# rename-to
new-profile-name

ステップ 3   

このコマンドを入力すると、CLIセッションのコミット
されていないすべての変更が失われることがあるという

警告がされます。続行するには確認のためyを入力しま
す。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できます。 -
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊
文字とスペースは使用できません。この名前は、同じ組

織内のすべての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で一意であることが必要で

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。UCS-A /org/service-profile/
# commit-buffer

ステップ 4   
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次に、ServInst90から ServZoned90にサービスプロファイル名を変更し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # rename-to ServZoned90
Rename is a standalone operation. You may lose any uncommitted changes in this CLI session.
Do you want to continue? (yes/no): y
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルに割り当てられた UUID の、サービスプロファイルテンプ
レートのプールからのリセット

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられている UUIDサフィックスプール
を変更しても、CiscoUCSManagerにより、そのテンプレートにより作成されたサービスプロファ
イルに割り当てられているUUIDは変更されません。CiscoUCSManagerを使用して、新しくサー
ビスプロファイルに割り当てられたプールから UUIDを割り当て、これを関連付けられたサーバ
に反映させるには、UUIDをリセットする必要があります。サービスプロファイルおよび関連付
けられたサーバに割り当てられている UUIDは、次の状況でのみリセットできます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
UUID接尾辞プールから割り当てられた UUIDが含まれている。

• UUID接尾辞プール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空
でない場合です。

• UUIDの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。

手順

目的コマンドまたはアクション

UUIDをリセットする組織でコマンドモードを開
始します。システムにマルチテナント機能が含

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

まれていない場合、ルート組織モードに入るに

は、「/」を org-nameとして入力します。

関連付けられたサーバのUUIDを別のUUID接尾
辞プールにリセットする必要があるサービスプ

ロファイルを入力します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルがプールから UUIDを動
的に取得するように指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
identity dynamic-uuid derived

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   
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次に、サービスプロファイルの UUIDを別の UUID接尾辞プールにリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

vNIC に割り当てられた MAC アドレスの、サービスプロファイルテンプレートの
プールからのリセット

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられているMACプールを変更しても、
Cisco UCS Managerより、そのテンプレートにより作成されたサービスプロファイルに割り当て
られているMACアドレスは変更されません。 Cisco UCS Managerを使用して、新しくサービス
プロファイルに割り当てられたプールからMACアドレスを割り当て、これを関連付けられたサー
バに反映させるには、MACアドレスをリセットする必要があります。サービスプロファイルお
よび関連付けられたサーバに割り当てられているMACアドレスは、次の状況でのみリセットで
きます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
MACプールからMACアドレスが割り当てられている。

• MACプール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でない
場合です。

• MACアドレスの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。

手順

目的コマンドまたはアクション

MACアドレスをリセットするサービスプロファ
イルを含む組織でコマンドモードを開始します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

システムにマルチテナント機能が含まれていない

場合、ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

関連するサーバのMACアドレスを別のMACア
ドレスにリセットする必要があるサービスプロ

ファイルでコマンドモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

MACアドレスをリセットする vNICでコマンド
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile #
scope vnic vnic-name

ステップ 3   

vNICがプールからMACアドレスを動的に取得
するように指定します。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
set identity dynamic-mac derived

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。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

ステップ 5   
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次に、サービスプロファイルで vNICのMACアドレスをリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope vnic dynamic-prot-001
UCS-A /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

vHBA に割り当てられた WWPN の、サービスプロファイルテンプレートのプールか
らのリセット

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられているWWPNプールを変更しても、
Cisco UCS Managerにより、そのテンプレートにより作成されたサービスプロファイルに割り当
てられているWWPNは変更されません。 Cisco UCS Managerを使用して、新しくサービスプロ
ファイルに割り当てられたプールからWWPNを割り当て、これを関連付けられたサーバに反映さ
せるには、WWPNをリセットする必要があります。サービスプロファイルおよび関連付けられ
たサーバに割り当てられているWWPNは、次の状況でのみリセットできます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
WWPNプールからWWPNが割り当てられている。

• WWPNプール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でな
い場合です。

• WWPNの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。

手順

目的コマンドまたはアクション

WWPNをリセットするサービスプロファイル
を含む組織でコマンドモードを開始します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

システムにマルチテナント機能が含まれていな

い場合、ルート組織モードに入るには、「/」
を org-nameとして入力します。

WWPNをリセットする vHBAのサービスプロ
ファイルを入力します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

WWPNをリセットする vHBAでコマンドモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vhba vhba-name

ステップ 3   

vHBAがプールからWWPNを動的に取得する
ように指定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set identity dynamic-wwpnderived

ステップ 4   
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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。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、サービスプロファイルで vHBAのWWPNをリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn derived
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #
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第 33 章

Cisco UCS での電源管理

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCSでの電源管理 , 605 ページ

• ラックサーバの電源管理, 605 ページ

• 電源管理の注意事項, 606 ページ

• 電源ポリシーの設定, 606 ページ

• グローバル制限ポリシーの設定, 607 ページ

• ポリシー方式のシャーシグループの電力制限の設定, 608 ページ

• 手動ブレードレベル電力制限の設定, 613 ページ

Cisco UCSでの電源管理
次の機能のいずれかを設定することで、Cisco UCS Managerで電源を管理できます。

• Cisco UCSドメイン内のすべてのシャーシの電源冗長性

•ポリシー方式のシャーシレベルの電力制限

•手動によるブレードレベルの電力制限

ラックサーバの電源管理

電力制限はラックサーバではサポートされません。
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電源管理の注意事項

CIMCをリセットすると、CIMCがリブートするまでの間、Cisco UCSの電力モニタリング機能が
短時間使用不能になります。通常は 20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限を超え
る可能性があります。非常に低い電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えない

ようにするには、CIMCのリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してくださ
い。

電源ポリシーの設定

電源ポリシー

電源ポリシーは、Cisco UCSドメイン内のすべてのシャーシに電源冗長性を指定するグローバル
ポリシーです。このポリシーは PSUポリシーとも呼ばれます。

電源の冗長性の詳細については、『『CiscoUCS 5108 Server Chassis Hardware InstallationGuide』』
を参照してください。

電源ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドに入るには、「/」を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

PSUポリシーモードを開始します。UCS-A /org # scope
psu-policy

ステップ 2   

次のいずれかの冗長タイプを指定します。UCS-A /org/psu-policy #
set redundancy {grid |
n-plus-1 | non-redund}

ステップ 3   

• grid：シャーシに電力を供給するために 2台の電源
装置が使用されている場合、電源の冗長性を提供し

ます。 1台の電源装置が故障した場合、別の電源回
路に接続された電源モジュールがシャーシに電力を

提供し続けます。

• n-plus-1：冗長性のため、非冗長プラスワン追加電
源を満足させるのに必要な電源数全体にわたって、

シャーシの電源負荷のバランスを保ちます。追加の

電源装置が取り付けられている場合、認識され、オ

フになります。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• non-redund：取り付け済み電源装置全体でシャーシ
の電力負荷のバランスを均等にします。

電源の冗長性の詳細については、Cisco UCS 5108 Server
Chassis Installation Guideを参照してください。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/psu-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、グリッド冗長性を使用するように電源ポリシーを設定し、トランザクションをコミットす

る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope psu-policy
UCS-A /org/psu-policy # set redundancy grid
UCS-A /org/psu-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/psu-policy #

グローバル制限ポリシーの設定

グローバル電力割り当てポリシー

グローバル電力割り当てポリシーは、ポリシー方式のシャーシグループ電力制限または手動によ

るブレードレベル電力制限のいずれを、シャーシ内のすべてのサーバに適用するか指定するグ

ローバルポリシーです。

デフォルトの電力割り当て方法である、ポリシー方式のシャーシグループ電力制限を使用するこ

とを推奨します。

手動によるブレードレベル電力割り当ての設定に変更を加えると、ポリシー方式のシャーシ

グループ電力割り当てで設定されたグループや設定オプションが失われます。

重要

グローバル制限ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

電力制限管理モードを開始します。UCS-A# scope power-cap-mgmtステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定された電力制限管理モードにグローバ

ル制限ポリシーを設定します。

UCS-A /power-cap-mgmt # set
cap-policy {manual-blade-level-cap |
policy-driven-chassis-group-cap}

ステップ 2   

デフォルトでは、グローバル制限ポリシー

は Policy Driven Chassis Group Capに設定さ
れます。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /power-cap-mgmt #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例では、手動ブレードの電力制限にグローバル制限ポリシーを設定し、トランザクションを

コミットします。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # set cap-policy manual-blade-level-cap
UCS-A /power-cap-mgmt* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt #

ポリシー方式のシャーシグループの電力制限の設定

ポリシー方式のシャーシグループの電力制限

グローバル制限ポリシーでポリシー方式の電源シャーシグループ電力制限を選択すると、費用の

かかる電力障害のリスクを冒すことなく、Cisco UCSでサーバのオーバーサブスクリプションを
維持できます。これは、二重のプロセスによって実現されます。シャーシレベルでは、Cisco
UCSは使用可能な電力量を電源グループのメンバに分配します。ブレードレベルでは、シャーシ
に割り当てられた電力量が優先順位に基づいてブレードに分配されます。

サービスプロファイルの関連付けや関連付け解除が実行されるたびに、UCS Managerはシャーシ
内の各ブレードサーバへの電力割り当てを再計算します。必要に応じて、優先順位の低いサービ

スプロファイルの電力が優先順位の高いサービスプロファイルに再分配されます。

データセンターの回路ブレーカーを保護するために、UCS電源グループは 1秒未満で電力を制限
します。ブレードは、シャーシの電力配分が最適化されるまで 20秒間その上限にとどまる必要
があります。これは、必要とされる一時的なスパイクに反応することがないよう、意図的により

ゆっくりとしたタイムスケールで実行されます。

システムは、各スロットのサーバを起動するのに十分な電力をリザーブしています。これは、

スロットが空の場合でも同様です。このリザーブ電力が、より多くの電力を必要とするサー

バで使用されることはありません。電力制限に準拠しないブレードはペナルティを課される

か、シャットダウンされます。

（注）
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電源グループ

電源グループは、すべてが同じ配電ユニット（PDU）から電源を得ているシャーシのセットです。
Cisco UCS Managerでは、1つ以上のシャーシを含む電源グループを作成し、その電源グループに
ACワット単位でピーク電力制限を設定することができます。

シャーシレベルの電力制限を設定するには、以下が必要です。

• IOM、CIMC、および BIOSバージョン 1.4以上

• 2台の PSU

ピーク電力キャップは、特定の電源グループ内のすべてのブレードサーバで使用可能な最大電力

を表すスタティック値です。電源グループにブレードを追加、または電源グループからブレード

を除外し、手動でピーク電力キャップを変更しなかった場合、電源グループはピーク電力キャッ

プを調整して、その電源グループ内のすべてのブレードの基本的な電源投入要件をサポートしま

す。

最低AC 1556ワットが各シャーシに設定されます。これは、満載したシャーシに電源を供給する
ために必要な最低電力量である DC電力 1400ワットに変換されます。

シャーシが電源グループに追加されると、シャーシ内のブレードに関連付けられているすべての

サービスプロファイルもその電源グループの一部になります。同様に、シャーシに新規ブレード

を追加すると、そのブレードは、当然のこととして、シャーシの電源グループの一部になります。

電源グループの作成は、サーバプールの作成とは異なります。ただし、電源修飾子を作成し

てサーバプールポリシーに追加することで、サーバプールに同じ電源グループのメンバを組

み入れることができます。

（注）

シャーシを除外または削除すると、そのシャーシは電源グループから削除されます。

次の表は、電源バジェットの割り当て時および電源グループとの連動時に、表示される可能性の

あるエラーメッセージを示しています。

推奨処置Causeエラーメッセージ

電力制限を AC 1556ワット
（DC1400ワット）以上に増加
します。

このメッセージは、シャーシに

電力制限を割り当てる際に最小

限度を満たしていない場合に表

示されます。

Insufficient budget for
power group
POWERGROUP_NAME
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推奨処置Causeエラーメッセージ

次のいずれかを実行して、電源

バジェットを再度割り当てるこ

とができます。

•電源グループ内のシャー
シまたはブレードを削除

または解放します。

•グループの電源バジェッ
トを増加します。

•グループのブレードに関
連付けられている優先順

位を下げます。

このメッセージは、新しいブ

レードの導入時にブレードの検

出に使用可能なブート電力が不

十分な場合に表示されます。

Insufficient power
available to discover
server Chassis
ID/BladeID

電源グループの作成

はじめる前に

グローバル電力割り当てポリシーが Policy Driven Chassis Group Capに設定されていることを確認
してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

電力制限管理モードを開始します。UCS-A# scope power-cap-mgmtステップ 1   

電源グループを作成し、電源グループ

モードを開始します。

UCS-A /power-cap-mgmt # create
power-group power-group-name

ステップ 2   

電源グループに使用可能な最大ピーク時

電力（W）を指定します。
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group #
set peak {peak-num | disabled |
uninitialized}

ステップ 3   

指定されたシャーシを電源グループに追

加し、電源グループシャーシモードを

開始します。

UCS-A /power-cap-mgmt/power-group #
create chassis chassis-id

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。

UCS-A
/power-cap-mgmt/power-group/chassis #
commit-buffer

ステップ 5   
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次の例は、powergroup1という電力グループを作成し、電源グループの最大ピーク時電力（10000
W）を指定し、シャーシ 1をグループに追加し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # create power-group powergroup1
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group* # set peak 10000
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group* # create chassis 1
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group/chassis* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group/chassis #

電源グループの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

電力制限管理モードを開始します。UCS-A# scope power-cap-mgmtステップ 1   

指定された電源グループを削除しま

す。

UCS-A /power-cap-mgmt # delete
power-group power-group-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定

にコミットします。

UCS-A
/power-cap-mgmt/power-group/chassis #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例は、powergroup1という名前の電源ポリシーを削除し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # delete power-group powergroup1
UCS-A /power-cap-mgmt* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt #

電源制御ポリシー

CiscoUCSは、電力制御ポリシーの優先順位設定をブレードのタイプおよび設定と共に使用して、
シャーシ内の各ブレードに対する初期電力割り当てを計算します。通常の動作中、シャーシ内の

アクティブなブレードは、同じシャーシ内のアイドルブレードから電力を借りることができま

す。すべてのブレードがアクティブで、電力制限に到達した場合は、優先順位が高い電力制御ポ

リシーを備えたサービスプロファイルが、優先順位の低い電力制御ポリシーを備えたサービスプ

ロファイルよりも優先されます。

優先順位は 1～ 10の段階にランク付けされており、1が最も高い優先順位、10が最も低い優先順
位を表します。デフォルトの優先順位 5です。

ミッションクリティカルなアプリケーションには、no-capという特殊な優先順位も使用できま
す。優先順位を no-capに設定すると、Cisco UCSが特定のサーバの未使用電力を利用するのを回
避できます。この設定を行うと、サーバタイプに対して許可されている最大の電力容量がサーバ

に割り当てられます。
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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。

（注）

電力制御ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

電力制御ポリシーを作成し、電力制御ポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create
power-control-policy
power-control-pol-name

ステップ 2   

電力制御ポリシーにプライオリティを指定

します。

UCS-A /org/power-control-policy # set
priority {priority-num | no-cap}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/power-control-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、powerpolicy15という電力制御ポリシーを作成し、プライオリティをレベル 2に設定
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create power-control-policy powerpolicy15
UCS-A /org/power-control policy* # set priority 2
UCS-A /org/power-control policy* # commit-buffer
UCS-A /org/power-control policy #

次の作業

サービスプロファイルに電力制御ポリシーを含めます。
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電力制御ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された電力制御ポリシーを削除します。UCS-A /org # delete
power-control-policy
power-control-pol-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、powerpolicy15という名前の電力制御ポリシーを削除し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete power-control-policy powerpolicy15
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

手動ブレードレベル電力制限の設定

手動によるブレードレベルの電力制限

手動によるブレードレベルの電力制限がグローバル制限ポリシーで設定されている場合は、Cisco
UCSドメインドメインの各ブレードサーバに対して電力制限を設定できます。

次の設定オプションを使用できます。

イネーブル

サーバが一度に消費可能な最大電力量を指定できます。この最大値には、0～ 1100 Wの任
意の量を指定できます。

ディセーブル

サーバに対して電力使用量の制限を課しません。サーバは、必要なだけ電力を使用できま

す。

サーバの電力使用量が瞬間的に上昇し、設定されている最大値以上になった場合でも、CiscoUCS
Managerによってサーバが切断またはシャットダウンされることはありません。代わりに、Cisco
UCS Managerは、サーバにとって適切な量まで電力を低減します。この削減により、サーバの速
度（CPU速度など）が低下する可能性があります。
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手動によるブレードレベル電力制限は、[Equipment] > [Policies] > [Global Policies] > [Global Power
Allocation Policy]の順に設定します。電力制御ポリシーで設定された優先順位は関係ありませ
ん。

（注）

サーバのブレードレベル電力制限の設定

はじめる前に

グローバル電力割り当てポリシーがManual Blade Level Capに設定されていることを確認してくだ
さい。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始しま

す。

UCS-A# scope server chassis-id
/ server-id

ステップ 1   

次のいずれかの電力使用量レベルにサーバをコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server # set
power-budget committed
{disabled | watts}

ステップ 2   

• disabled：サーバの電力使用量を制限しま
せん。

• watts：サーバの電力使用量の上限をユーザ
が指定できます。この設定を選択した場合

は、サーバが使用できる最大ワット数を入

力します。範囲は 0～ 10000000 W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。

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   

（任意）電力使用量レベル設定を表示します。UCS-A /chassis/server # show
power-budget

ステップ 4   

次に、サーバの電力使用量を最大1000Wに設定し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # set power-budget committed 1000
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server # show power-budget
Power Budget:

Committed (W): 1100
Oper Committed (W): Disabled

UCS-A /chassis/server #
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ブレードレベル電力制限の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id /
server-id

ステップ 1   

サーバで収集された電力使用量の統計情

報を表示します。

UCS-A /chassis/server # show statsステップ 2   

次に、サーバの電力使用量を表示する例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # show stats

Mb Power Stats:
Time Collected: 2010-04-15T21:18:04.992
Monitored Object: sys/chassis-1/blade-2/board
Suspect: No
Consumed Power (W): 118.285194
Input Voltage (V): 11.948000
Input Current (A): 9.900000
Thresholded: Input Voltage Min

UCS-A /chassis/server #
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第 VI 部

システム管理
• タイムゾーンの管理, 619 ページ

• シャーシの管理, 625 ページ

• ブレードサーバの管理, 633 ページ
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第 34 章

タイムゾーンの管理

この章は、次の項で構成されています。

• タイムゾーン, 619 ページ

• 時間帯の設定, 619 ページ

• NTPサーバの追加, 621 ページ

• NTPサーバの削除, 622 ページ

• システムクロックの手動設定, 622 ページ

タイムゾーン

Cisco UCSでは、Cisco UCS Managerで正しい時刻を表示するために、ドメイン固有のタイムゾー
ン設定とNTPサーバが必要です。これらの両方をCisco UCSドメインに設定しないと、時間が正
確に表示されません。

時間帯の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

この時点で、大陸、国、およびタイムゾーン領

域に対応する番号を入力するように求められま

す。プロンプトごとに適切な情報を入力します。

UCS-A /system/services # set
timezone

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ロケーション情報の指定を完了すると、プロンプ

トが表示され、正しいタイムゾーン情報が設定

されているか確認するよう求められます。確認

する場合は 1（yes）を入力し、操作をキャンセ
ルする場合は 2（no）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。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

システムモードを開始します。UCS-A /system/services # exitステップ 5   

EXECモードを開始します。UCS-A /system/services # exitステップ 6   

設定されているタイムゾーンを表示します。UCS-A /system/services # show
timezone

ステップ 7   

次に、太平洋標準時領域にタイムゾーンを設定し、トランザクションをコミットし、設定したタ

イムゾーンを表示する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa 4) Arctic Ocean 7) Australia 10) Pacific Ocean
2) Americas 5) Asia 8) Europe
3) Antarctica 6) Atlantic Ocean 9) Indian Ocean
#? Artic ocean
Please enter a number in range.
#? 2
Please select a country.
1) Anguilla 18) Ecuador 35) Paraguay
2) Antigua & Barbuda 19) El Salvador 36) Peru
3) Argentina 20) French Guiana 37) Puerto Rico
4) Aruba 21) Greenland 38) St Kitts & Nevis
5) Bahamas 22) Grenada 39) St Lucia
6) Barbados 23) Guadeloupe 40) St Pierre & Miquelon
7) Belize 24) Guatemala 41) St Vincent
8) Bolivia 25) Guyana 42) Suriname
9) Brazil 26) Haiti 43) Trinidad & Tobago
10) Canada 27) Honduras 44) Turks & Caicos Is
11) Cayman Islands 28) Jamaica 45) United States
12) Chile 29) Martinique 46) Uruguay
13) Colombia 30) Mexico 47) Venezuela
14) Costa Rica 31) Montserrat 48) Virgin Islands (UK)
15) Cuba 32) Netherlands Antilles 49) Virgin Islands (US)
16) Dominica 33) Nicaragua
17) Dominican Republic 34) Panama
#? 45
Please select one of the following time zone regions.
1) Eastern Time
2) Eastern Time - Michigan - most locations
3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
5) Eastern Standard Time - Indiana - most locations
6) Eastern Standard Time - Indiana - Crawford County
7) Eastern Standard Time - Indiana - Starke County
8) Eastern Standard Time - Indiana - Switzerland County
9) Central Time
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10) Central Time - Michigan - Wisconsin border
11) Central Time - North Dakota - Oliver County
12) Mountain Time
13) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
14) Mountain Time - Navajo
15) Mountain Standard Time - Arizona
16) Pacific Time
17) Alaska Time
18) Alaska Time - Alaska panhandle
19) Alaska Time - Alaska panhandle neck
20) Alaska Time - west Alaska
21) Aleutian Islands
22) Hawaii
#? 16

The following information has been given:

United States
Pacific Time

Therefore timezone 'America/Los_Angeles' will be set.
Local time is now: Fri May 15 07:39:25 PDT 2009.
Universal Time is now: Fri May 15 14:39:25 UTC 2009.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services # exit
UCS-A /system # exit
UCS-A# show timezone
Timezone: America/Los_Angeles (Pacific Time)
UCS-A#

NTP サーバの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

指定したホスト名、IPv4または IPv6アド
レスの NTPサーバを使用するようシステ
ムを設定します。

UCS-A /system/services # create
ntp-server {hostname |
ip-addr|ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、IPアドレス192.168.200.101を持つNTPサーバを設定し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create ntp-server 192.168.200.101
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #
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次の例では、IPアドレス 4001::6を持つ NTPサーバを設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create ntp-server 4001::6
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

NTP サーバの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

指定したホスト名、IPv4または IPv6ア
ドレスの NTPサーバを削除します。

UCS-A /system/services # delete
ntp-server {hostname | ip-addr|ip6-addr}

ステップ 3   

次に、IPアドレス 192.168.200.101の NTPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # delete ntp-server 192.168.200.101
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

次に、IPv6アドレス 4001::6の NTPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # delete ntp-server 4001::6
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

システムクロックの手動設定

システムクロックの変更はただちに反映されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

システムクロックを設定します。UCS-A /system/services # set clock mon
date year hour min sec

ステップ 3   

次に、システムクロックを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # set clock apr 14 2010 15 27 00
UCS-A /system/services #
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第 35 章

シャーシの管理

この章は、次の項で構成されています。

• シャーシの削除および解放に関するガイドライン, 625 ページ

• シャーシの確認, 626 ページ

• シャーシの稼働中止, 626 ページ

• シャーシの削除, 627 ページ

• シャーシの再稼働, 627 ページ

• シャーシの番号付け直し, 628 ページ

• ロケータ LEDの切り替え, 630 ページ

シャーシの削除および解放に関するガイドライン

CiscoUCSManagerを使ってシャーシを削除するか解放するかを決定する場合は、次のガイドライ
ンを考慮してください。

シャーシの稼働中止

解放は、シャーシが物理的に存在し接続しているときに、一時的に設定から削除する場合に実行

します。解放されたシャーシは最終的に再稼働することが予測されるので、シャーシの情報部分

は、将来の使用に備え、Cisco UCS Managerによって保持されます。

シャーシの削除

削除は、システムから物理的にシャーシを削除する（取り外す）場合に実行します。シャーシの

物理的な削除が完了した後、その設定を Cisco UCS Managerから削除できます。

シャーシが物理的に存在し接続しているときは、Cisco UCS Managerから削除できません。（注）
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削除したシャーシを再び設定に追加する場合は、それを再び接続して検出する必要があります。

再検出時、Cisco UCSManagerによって以前の IDとは異なる新しい IDがシャーシに割り当てられ
ます。

シャーシの確認

シャーシをファブリックインターコネクトに接続するリンクの数を増減させた場合は、次の手順

を実行します。シャーシを確認することにより、Cisco UCS Managerがリンク数の変化を認識し
ていること、および使用可能なリンクすべてでトラフィックがフローしていることを確認できま

す。

ファブリックインターコネクト上でポートを有効または無効にした後、1分以上待ってからシャー
シを再認識させます。シャーシを再認識させるのが早すぎると、シャーシからのサーバトラフィッ

クのピン接続が、有効または無効にしたポートに対する変更を使用して更新されないことがあり

ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定シャーシを認識します。UCS-A# acknowledge chassis
chassis-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、シャーシ 2を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge chassis 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシの稼働中止

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシを解放します。UCS-A# decommission chassis
chassis-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

稼働が停止するまでには、数分間かかります。
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次の例では、シャーシ 2を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission chassis 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show chassis

Chassis:
Chassis Overall Status Admin State
---------- ------------------------ -----------

1 Operable Acknowledged
2 Accessibility Problem Decommission

UCS-A #

シャーシの削除

はじめる前に

次の手順を実行する前に、シャーシを物理的に取り外します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシを削除します。UCS-A# remove chassis chassis-numステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

削除が完了するまでに数分かかる場合があります。

次に、シャーシ 2を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# remove chassis 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシの再稼働

この手順により、シャーシがコンフィギュレーションに再度追加され、このシャーシにシャーシ

ディスカバリポリシーが適用されます。この手順を実行すると、シャーシおよびシャーシ内のす

べてのサーバにアクセスできるようになります。

はじめる前に

再稼働するシャーシに関する次の情報を収集します。

•ベンダー名

•モデル名

•シリアル番号
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシを再稼働します。UCS-A# recommission chassis
vendor-name model-name serial-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次に、Cisco UCS 5108シャーシを再稼働し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# show chassis

Chassis:
Chassis Overall Status Admin State
---------- ------------------------ -----------

1 Accessibility Problem Decommission

UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GNNN
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシの番号付け直し

Cisco UCS Managerを通じたブレードサーバの番号の再設定はできません。ブレードサーバ
に割り当てられる IDは、シャーシ内のその物理スロットで決まります。ブレードサーバの番
号を再設定するには、サーバをシャーシ内の別のスロットに物理的に移動する必要がありま

す。

（注）

はじめる前に

シャーシ間で IDを交換する場合は、まず両方のシャーシを解放し、シャーシ解放 FSMが完了す
るのを待ってから、番号の再設定手順に進みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシに関する情報を表示します。UCS-A# show chassis inventoryステップ 1   

シャーシインベントリに以下

が含まれていないことを確認

してください。

ステップ 2   •番号を付け直すシャーシ

•使用する番号を持つシャーシ

これらのシャーシのいずれかがシャーシインベン

トリにリストされている場合は、これらのシャーシ

をデコミッションします。続行前に、デコミッショ
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目的コマンドまたはアクション

ン FSMが完了し、シャーシがシャーシインベント
リにリストされなくなるまで待機する必要がありま

す。これには数分かかる場合があります。

どのシャーシがデコミッションされたかを確認する

には、show chassis decommissionedコマンドを発行
します。

指定したシャーシを再稼働し、番号を付け直しま

す。

UCS-A# recommission chassis
vendor-name model-name
serial-num [chassis-num]

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 4   

次に、2つの Cisco UCSシャーシ（シャーシ 7および 8）をデコミッションし、IDを切り替え、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# show chassis inventory

Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

1 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GAAA 0
2 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GBBB 0
3 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GCCC 0
4 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GDDD 0
5 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GEEE 0
6 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GFFF 0
7 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GGGG 0
8 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GHHH 0
9 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GIII 0
10 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GJJJ 0
11 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GKKK 0
12 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GLLL 0
13 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GMMM 0
14 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GNNN 0

UCS-A# decommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GHHH
UCS-A*# commit-buffer
UCS-A# decommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GIII
UCS-A*# commit-buffer
UCS-A# show chassis inventory

Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

1 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GAAA 0
2 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GBBB 0
3 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GCCC 0
4 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GDDD 0
5 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GEEE 0
6 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GFFF 0
7 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GGGG 0
10 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GJJJ 0
11 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GKKK 0
12 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GLLL 0
13 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GMMM 0
14 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GNNN 0

UCS-A# show chassis decommissioned
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Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

8 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GHHH 0
9 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GIII 0

UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GHHH 9
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GIII 8
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show chassis inventory

Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

1 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GAAA 0
2 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GBBB 0
3 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GCCC 0
4 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GDDD 0
5 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GEEE 0
6 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GFFF 0
7 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GGGG 0
8 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GIII 0
9 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GHHH 0
10 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GJJJ 0
11 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GKKK 0
12 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GLLL 0
13 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GMMM 0
14 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GNNN 0

ロケータ LED の切り替え

シャーシのロケータ LED の電源投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

シャーシロケータ LEDの電源を投入し
ます。

UCS-A /chassis # enable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のロケータ LEDの電源を投入し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis # enable locator-led
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #
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シャーシのロケータ LED の電源切断

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

シャーシロケータ LEDの電源を切断し
ます。

UCS-A /chassis # disable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のロケータ LEDの電源を切断し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis # disable locator-led
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #
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第 36 章

ブレードサーバの管理

この章は、次の項で構成されています。

• ブレードサーバ管理, 634 ページ

• ブレードサーバの削除および解放に関するガイドライン, 635 ページ

• 予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項, 636 ページ

• ブレードサーバのブート, 637 ページ

• ブレードサーバのシャットダウン, 638 ページ

• ブレードサーバの電源再投入, 639 ページ

• ブレードサーバのハードリセットの実行, 640 ページ

• ブレードサーバの認識, 641 ページ

• シャーシからのブレードサーバの削除, 641 ページ

• ブレードサーバの解放, 642 ページ

• ブレードサーバのロケータ LEDの電源投入, 642 ページ

• ブレードサーバのロケータ LEDの電源切断, 643 ページ

• ブレードサーバの CMOSのリセット, 644 ページ

• ブレードサーバの CIMCのリセット, 644 ページ

• ブレードサーバの破損した BIOSの復旧, 645 ページ

• ブレードサーバからの NMIの発行, 646 ページ

• ヘルス LEDアラーム, 647 ページ

• ヘルス LEDステータスの表示, 647 ページ
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ブレードサーバ管理

Cisco UCS Managerを使用して Cisco UCSドメインのすべてのブレードサーバを管理および監視
できます。電源状態の変更など一部のブレードサーバ管理タスクは、サーバおよびサービスプ

ロファイルから行うことができます。

残りの管理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。

シャーシ内のブレードサーバスロットが空の場合、そのスロットに関する情報、エラー、および

障害が Cisco UCSManagerから提供されます。サーバミスマッチエラーを解決し、そのスロット
内のブレードサーバを Cisco UCS Managerで再検出するために、スロットを再認識させることも
できます。

Cisco UCS B460 M4 ブレードサーバの管理
Cisco UCS B460 M4ブレードサーバは、Cisco UCS拡張コネクタで接続された 2台の Cisco UCS
B260最大幅ブレードサーバから構成されています。各ブレードサーバはノードと呼ばれ、マス
ターノードまたはスレーブノードになることができます。

各 Cisco UCS B460 M4ブレードサーバには 2つの異なるノードが存在するため、以下について注
意する必要があります。

•マスターノードは常に、最も大きな番号が付いたスロットのノードです。

• Cisco UCS B460ブレードサーバが Cisco UCS Managerで参照される際は、マスターのスロッ
ト番号が参照されます。

• Cisco UCS B460 M4ブレードサーバから Cisco UCS拡張コネクタを取り外すと、Cisco UCS
Manager GUIの [Physical Display]領域に、両方のマスターノードスロットと両方のスレーブ
ノードスロットに [Needs Resolution]が表示されます。

•ヘルス LEDには、マスターノードとスレーブノードの個々の状態、および両方のノードを
組み合せた状態が表示されます。複合ヘルスLEDには常に、最も状態が悪いノードのステー
タスが表示されます。ヘルス LEDアラームは個別に表示されます。

• Cisco UCS Manager GUIでは、マスターまたはスレーブノードのロケータ LEDのオン/オフ
を切り替えることができます。 Cisco UCS Manager CLIでは、ロケータ LEDのオン/オフを
個々に切り替えるか、両方のロケータLEDのオン/オフを同時に切り替えることができます。

• Cisco UCS B460M4ブレードサーバに対する電力制限はサーバレベルで適用され、各ノード
は合計値の 2分の 1に制限されます。

•ファームウェアを更新すると、マスターとスレーブノードの両方が同時に更新されます。
個々のノードのファームウェアは更新できません。

•ローカルディスク構成はマスターノードでのみサポートされます。

• CiscoUCSB460ブレードサーバは、マスターまたはスレーブノードによって生成されたSEL
ログを区別しません。ログは同じページに表示され、スロット番号で区別されます。
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• Cisco UCS Manager GUIでは、[Storage]タブの [Local Disk Configuration Policy]と [Actual Disk
Configurations]領域に、Cisco UCS B460ブレードサーバのマスターノードのデータだけが表
示されます。スレーブノード用のフィールドは表示されません。

Cisco UCS B460 M4 ブレードサーバへのアップグレード
Cisco UCS B260 M4ブレードサーバがある場合、アップグレードキットを購入して Cisco UCS
B460 M4ブレードサーバにすることができます。詳細については、該当の『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。

はじめる前に

2台の Cisco UCS B260 M4ブレードサーバと Cisco UCSスケーラビリティコネクタが必要です。

手順

ステップ 1 既存の Cisco UCS B260M4ブレードサーバがサービスプロファイルに関連付けられていないこと
を確認します。

ステップ 2 1台目のブレードサーバの上か下のシャーシに 2台目の Cisco UCS B260 M4ブレードサーバを挿
入します。

2台目のブレードサーバにCiscoUCSスケーラビリティターミネータが付いていない場
合は、1台目のブレードサーバのターミネータを使用します。

（注）

ステップ 3 両方の Cisco UCS B260 M4ブレードサーバを停止させます。

ステップ 4 ファームウェアを同期させます。

自動的に新しいサーバを更新するには、UCSCisco UCS Managerの [Firmware Auto Sync Server]ポ
リシーを使用します。詳細については、適切な『Cisco UCS B-Series Firmware Management Guide
（Cisco UCS Bシリーズのファームウェアの管理ガイド）』を参照してください。

ステップ 5 Cisco UCSスケーラビリティコネクタを Cisco UCSスケーラビリティターミネータで置き換えま
す。

スロットのプレゼンスはミスマッチに変わりますが、検出はトリガーされません。

ステップ 6 新しい Cisco UCS B460 M4ブレードサーバを再認識します。

ブレードサーバの削除および解放に関するガイドライン

Cisco UCS Managerを使ってブレードサーバを削除するか解放するかを決定する場合は、次のガ
イドラインを考慮してください。
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ブレードサーバの解放

解放は、ブレードサーバが物理的に存在し接続しているときに、一時的に設定から削除する場合

に実行します。解放されたブレードサーバは最終的に再稼働することが予測されるので、サーバ

の情報部分は、将来の使用に備え、Cisco UCS Managerによって保持されます。

ブレードサーバの削除

削除は、ブレードサーバをシャーシから接続解除して、サーバから物理的に削除する（取り外

す）場合に実行します。ブレードサーバが物理的に存在し、シャーシに接続しているときは、

Cisco UCS Managerから削除できません。ブレードサーバの物理的な削除が完了した後、その設
定を Cisco UCS Managerから削除できます。

削除時、そのブレードサーバへのアクティブリンクは無効化され、すべてのエントリがデータ

ベースから削除されます。サーバは検出時に割り当てられたすべてのサーバプールから自動的に

削除されます。

自動的に削除されるのは、検出時に自動的にサーバプールに追加されたサーバだけです。サー

バプールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。

（注）

削除したブレードサーバを再び設定に追加する場合は、それを再び接続して検出する必要があり

ます。 Cisco UCS Managerに再導入したサーバは、新しいサーバとして処理され、詳細な検出プ
ロセスが実施されます。このため、Cisco UCS Managerによって以前とは異なる新しい IDがサー
バに割り当てられることがあります。

予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項

サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合は、サーバの物理的な [Power]また
は [Reset]ボタンなど、サーバの電源状態を変更するために使用可能な手段をすべて使用できま
す。

サーバがサービスプロファイルに関連付けられているか、サービスプロファイルに割り当てられ

ている場合は、サーバの電源状態の変更は次の方法でのみ行う必要があります。

• Cisco UCS Manager GUIで、サーバに関連付けられたサーバまたはサービスプロファイルの
[General]タブに移動し、[Actions]領域で [Boot Server]または [Shutdown Server]を選択しま
す。

• Cisco UCS Manager CLIで、サーバ、またはサーバに関連付けられたサービスプロファイル
に対して power upまたは power downコマンドを使用します。
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電源がオフになっている関連サーバには、次のオプションのいずれも使用しないでください。重要

• GUIの [Reset]

• CLIの cycle cycle-immediateまたは reset hard-reset-immediate

•サーバの物理的な [Power]または [Reset]ボタン

現在電源がオフになっているサーバに対して、リセットまたはサイクルを実施するか、サーバの

物理的な [Power]ボタンを使用すると、サーバの実際の電力状態がサービスプロファイルで必要
とされる電源状態の設定と同期しなくなる可能性があります。サーバと Cisco UCS Manager間の
通信が中断した場合や、サービスプロファイルの設定が変更されると、CiscoUCSManagerによっ
て、必要とされる電源状態がサービスプロファイルからサーバに適用される場合があり、この結

果予期しない電源変更が発生する可能性があります。

電源の同期に関する問題は、次に示すように予期しないサーバの再起動につながる可能性があり

ます。

通信が中断された後のサーバの

電源状態

現在のサーバの電源状態サービスプロファイルで必要

とされる電源状態

電源オンPowered OffUp

電源オン

実行中のサーバは、

サービスプロファイ

ルに必要とされる電

源状態に関係なく

シャットダウンされ

ません。

（注）

電源オンDown

ブレードサーバのブート

はじめる前に

ブレードサーバまたはサーバプールにサービスプロファイルを関連付けます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」を org-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたブレー

ドサーバをブートします。

UCS-A /org/service-profile #
power up

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたブレードサーバを
ブートし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ブレードサーバのシャットダウン

この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムによりサーバをシャッ

トダウンする場合、Cisco UCS Managerにより、この OSのグレースフルシャットダウンシーケ
ンスがトリガーされます。

はじめる前に

ブレードサーバまたはサーバプールにサービスプロファイルを関連付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

サービスプロファイルに関連付けられたブレー

ドサーバをシャットダウンします。

UCS-A /org/service-profile #
power down

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたブレードサーバをシャッ
トダウンし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ブレードサーバの電源再投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したブレードサーバでシャーシサーバモード

を開始します。

UCS-A# scope server
chassis-num / server-num

ステップ 1   

ブレードサーバの電源を再投入します。UCS-A /chassis/server # cycle
{cycle-immediate | cycle-wait}

ステップ 2   

ブレードサーバの電源再投入をただちに開始する

には、cycle-immediateキーワードを使用します。
保留中のすべての管理操作が完了した後に電源再

投入が開始されるようスケジュールするには、

cycle-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A# commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4の電源をただちに再投入し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # cycle cycle-immediate
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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ブレードサーバのハードリセットの実行

サーバをリセットすると、Cisco UCS Managerにより、リセットライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オ

ペレーティングシステムでグレースフルシャットダウンがサポートされていない場合、サーバ電

源の再投入が行われます。 Cisco UCS Managerに、サーバをリセットする前にすべての管理操作
を完了させるオプションでは、これらの操作がサーバのリセット前に完了するかどうかは保証さ

れていません。

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[Reset]を使用しないでください。

この手順を使用して電源投入を続けると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期

しなくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを

電源切断状態から安全にリブートするには、[Cancel]をクリックし、[Boot Server]アクション
を選択します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始しま

す。

UCS-A# scope server
chassis-num / server-num

ステップ 1   

ブレードサーバのハードリセットを実行します。UCS-A /chassis/server # reset
{hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

ステップ 2   

サーバのハードリセットをただちに開始するに

は、hard-reset-immediateキーワードを使用しま
す。保留中のすべての管理操作が完了した後にハー

ドリセットが開始されるようスケジュールするに

は、hard-reset-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のハードリセットをただちに実行し、トランザクションを
コミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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ブレードサーバの認識

CiscoUCSManagerにサーバ、およびそのサーバのすべてのエンドポイントを再検出させる必要が
ある場合は、次の手順を実行します。たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していな

かった状態から抜け出せなくなっている場合に、この手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

選択されたブレードサーバを認識しま

す。

UCS-A# acknowledge server
chassis-num / server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、シャーシ 2のサーバ 4を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシからのブレードサーバの削除

はじめる前に

次の手順を実行する前に、サーバをシャーシから物理的に取り外します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したブレードサーバを削除します。UCS-A# remove server chassis-num /
server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4を削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# remove server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #
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次の作業

ブレードサーバを物理的に取り付けなおす場合は、スロットを再認識して、Cisco UCS Manager
にこのサーバを再検出させる必要があります。

詳細については、ブレードサーバの認識, （641ページ）を参照してください。

ブレードサーバの解放

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたブレードサーバを解放しま

す。

UCS-A# decommission server
chassis-num / server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、シャーシ 2のブレードサーバ 4を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

ブレードサーバのロケータ LED の電源投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-num
/ server-num

ステップ 1   

ブレードサーバのロケータ LEDの電源を投入し
ます。CiscoUCSB460M4ブレードサーバの場合
は、次のキーワードを追加できます。

UCS-A /chassis/server # enable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

ステップ 2   

• multi-master：マスターノードのみに対して
LEDを点灯します。

• multi-master：スレーブノードのみに対して
LEDを点灯します。
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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。

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のロケータ LEDの電源を投入し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # enable locator-led
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 7のロケータ LEDの電源を投入し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 2/7
UCS-A /chassis/server # enable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバのロケータ LED の電源切断

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始しま

す。

UCS-A# scope server chassis-num
/ server-num

ステップ 1   

ブレードサーバのロケータ LEDの電源を切断し
ます。 Cisco UCS B460 M4ブレードサーバの場
合は、次のキーワードを追加できます。

UCS-A /chassis/server # disable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

ステップ 2   

• multi-master：マスターノードのみに対して
LEDを消灯します。

• multi-master：スレーブノードのみに対して
LEDを消灯します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のロケータ LEDの電源を切断し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 2/4
UCS-A /chassis/server # disable locator-led
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UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 7のロケータ LEDの電源を切断し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 2/7
UCS-A /chassis/server # disable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバの CMOS のリセット
非常に珍しいケースですが、サーバのトラブルシューティング時に、CMOSのリセットが必要に
なることがあります。この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシサーバモー

ドを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num /
server-num

ステップ 1   

ブレードサーバの CMOSをリセットし
ます。

UCS-A /chassis/server # reset-cmosステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のCMOSをリセットし、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset-cmos
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバの CIMC のリセット
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー

バのトラブルシューティング時に、CIMCのリセットが必要になることがあります。この手順は、
通常のサーバメンテナンスには含まれません。 CIMCのリセット後、サーバは、そのサーバで実
行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。

CIMCをリセットすると、CIMCがリブートするまでの間、Cisco UCSの電力モニタリング機能が
短時間使用不能になります。通常は 20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限を超え
る可能性があります。非常に低い電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えない

ようにするには、CIMCのリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してくださ
い。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシサーバモー

ドを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num /
server-num

ステップ 1   

シャーシサーバCIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope CIMCステップ 2   

ブレードサーバのCIMCをリセットしま
す。

UCS-A /chassis/server/CIMC # resetステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server/CIMC #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4の CIMCをリセットし、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # scope CIMC
UCS-A /chassis/server/cimc # reset
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

ブレードサーバの破損した BIOS の復旧
非常に珍しいケースですが、ブレードサーバの問題により、破損した BIOSの復旧が必要になる
ことがあります。この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。 BIOSの復旧後、
ブレードサーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使用してブート

します。

はじめる前に

サーバ上で破損している BIOSの復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて
いる USBストレージをすべて取り外します。外部 USBドライブが vMediaからサーバに取り
付けられた、またはマップされている場合、BIOSの回復に失敗します。

重要
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシ内の指定したブレード

サーバでシャーシサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-id /
server-id

ステップ 1   

指定した BIOSバージョンをロードし、ア
クティブにします。

UCS-A /chassis/server # recover-bios
version

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、BIOSを復旧する例を示します。
UCS-A# scope server 1/7
UCS-A /chassis/server # recover-bios S5500.0044.0.3.1.010620101125
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバからの NMI の発行
システムが応答しないままになっており、CiscoUCSManagerで、CIMCからNonMaskable Interrupt
（NMI）を BIOSまたはオペレーティングシステムに発行する必要がある場合は、次の手順を実
行します。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティングシステム

応じて、コアダンプまたはスタックトレースが作成されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

UCS-A /chassis/server # diagnostic-interruptステップ 2   

保留中のすべてのトランザクショ

ンをコミットします。

UCS-A /chassis/server* # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のサーバ 4から NMIを送信し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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ヘルス LED アラーム
ブレードヘルス LEDは、各Cisco UCS Bシリーズブレードサーバの前面にあります。Cisco UCS
Managerでは、センサー故障が発生すると、ブレードヘルスLEDが緑色からオレンジ色またはオ
レンジ色の点滅に変化します。

ヘルス LEDアラームには次の情報が表示されます。

説明名前

アラームの重大度。次のいずれかになります。

• [Critical]：ブレードヘルスLEDがオレンジで点滅します。

• [Minor]：ブレードヘルス LEDがオレンジに点灯します。

[Severity]カラム

アラームの簡単な説明。[Description]カラム

アラームをトリガーしたセンサーの ID。[Sensor ID]カラム

アラームをトリガーしたセンサーの名前。[Sensor Name]カラム

ヘルス LED ステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id /
blade-id

ステップ 1   

選択したサーバのヘルスLEDおよびセン
サーアラームを表示します。

UCS-A /chassis/server # show
health-led expand

ステップ 2   

次の例では、シャーシ 1サーバ 1のヘルスLEDステータスとセンサーアラームを表示する方法を
示します。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # show health-led
Health LED:

Severity: Minor
Reason:: P0V75_STBY:Voltage Threshold Crossed;TEMP_SENS_FRONT:Temperature Threshold

Crossed;
Color: Amber
Oper State:: On

Sensor Alarm:
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Severity: Minor
Sensor ID: 7
Sensor Name: P0V75_STBY
Alarm Desc: Voltage Threshold Crossed

Severity: Minor
Sensor ID: 76
Sensor Name: TEMP_SENS_FRONT
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed

Severity: Minor
Sensor ID: 91
Sensor Name: DDR3_P1_D2_TMP
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed

UCS-A /chassis/server #
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第 37 章

ラックマウントサーバの管理

この章は、次の項で構成されています。

• ラックマウントサーバ管理, 650 ページ

• ラックマウントサーバの削除および解放に関するガイドラインと推奨事項, 650 ページ

• 予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項, 651 ページ

• ラックマウントサーバのブート, 652 ページ

• ラックマウントサーバのシャットダウン, 653 ページ

• ラックマウントサーバの電源再投入, 653 ページ

• ラックマウントサーバのハードリセットの実行, 654 ページ

• ラックマウントサーバの認識, 655 ページ

• ラックマウントサーバの解放, 656 ページ

• ラックマウントサーバの番号付け直し, 656 ページ

• ラックマウントサーバの削除, 658 ページ

• ラックマウントサーバのロケータ LEDの電源投入, 659 ページ

• ラックマウントサーバのロケータ LEDの電源切断, 659 ページ

• ラックマウントサーバの CMOSのリセット, 660 ページ

• ラックマウントサーバの CIMCのリセット, 660 ページ

• ラックマウントサーバの破損した BIOSの復旧, 661 ページ

• ラックマウントサーバのステータスの表示, 662 ページ

• ラックマウントサーバからの NMIの発行, 662 ページ
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ラックマウントサーバ管理

Cisco UCS Managerを使用して、Cisco UCSドメインに統合されているすべてのラックマウント
サーバを管理およびモニタすることができます。電力制限を除くすべての管理およびモニタリン

グ機能がラックマウントサーバでサポートされます。電源状態の変更など一部のラックマウント

サーバ管理タスクは、サーバとサービスプロファイルの両方から行うことができます。残りの管

理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。

Cisco UCS Managerは、検出した各ラックマウントサーバの情報、エラー、および障害を提供し
ます。

サポート対象の Cisco UCSラックマウントサーバを Cisco UCSManagerに統合する方法につい
ては、使用している Cisco UCS Managerのリリースに応じた Cisco UCS Cシリーズサーバのイ
ンストールガイドを参照してください。

ヒント

ラックマウントサーバの削除および解放に関するガイドラインと推奨

事項

Cisco UCS Managerを使ってラックマウントサーバを削除するか解放するかを決定する場合は、
次のガイドラインを考慮してください。

ラックマウントサーバの解放

解放は、ラックマウントサーバが物理的に存在し接続しているときに、一時的に設定から削除す

る場合に実行します。解放されたラックマウントサーバは最終的に再稼働することが予測される

ので、サーバの情報部分は、将来の使用に備え、Cisco UCS Managerによって保持されます。

ラックマウントサーバの削除

削除は、ラックマントサーバをファブリックエクステンダから接続解除して、システムから物理

的に削除する（取り外す）場合に実行します。ラックマウントサーバが物理的に存在し、ファブ

リックエクステンダに接続しているときは、Cisco UCS Managerから削除できません。ラックマ
ウントサーバの接続を解除した後、その設定を Cisco UCS Managerから削除できます。

削除時、管理インターフェイスは接続解除され、すべてのエントリがデータベースから削除され

ます。サーバは検出時に割り当てられたすべてのサーバプールから自動的に削除されます。

自動的に削除されるのは、検出時に自動的にサーバプールに追加されたサーバだけです。サー

バプールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。

（注）

削除したラックマウントサーバを再び設定に追加する場合は、それを再び接続して検出する必要

があります。 Cisco UCS Managerに再導入したサーバは、新しいサーバとして処理され、詳細な
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検出プロセスが実施されます。このため、Cisco UCS Managerによって以前とは異なる新しい ID
がサーバに割り当てられることがあります。

予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項

サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合は、サーバの物理的な [Power]また
は [Reset]ボタンなど、サーバの電源状態を変更するために使用可能な手段をすべて使用できま
す。

サーバがサービスプロファイルに関連付けられているか、サービスプロファイルに割り当てられ

ている場合は、サーバの電源状態の変更は次の方法でのみ行う必要があります。

• Cisco UCS Manager GUIで、サーバに関連付けられたサーバまたはサービスプロファイルの
[General]タブに移動し、[Actions]領域で [Boot Server]または [Shutdown Server]を選択しま
す。

• Cisco UCS Manager CLIで、サーバ、またはサーバに関連付けられたサービスプロファイル
に対して power upまたは power downコマンドを使用します。

電源がオフになっている関連サーバには、次のオプションのいずれも使用しないでください。重要

• GUIの [Reset]

• CLIの cycle cycle-immediateまたは reset hard-reset-immediate

•サーバの物理的な [Power]または [Reset]ボタン

現在電源がオフになっているサーバに対して、リセットまたはサイクルを実施するか、サーバの

物理的な [Power]ボタンを使用すると、サーバの実際の電力状態がサービスプロファイルで必要
とされる電源状態の設定と同期しなくなる可能性があります。サーバと Cisco UCS Manager間の
通信が中断した場合や、サービスプロファイルの設定が変更されると、CiscoUCSManagerによっ
て、必要とされる電源状態がサービスプロファイルからサーバに適用される場合があり、この結

果予期しない電源変更が発生する可能性があります。

電源の同期に関する問題は、次に示すように予期しないサーバの再起動につながる可能性があり

ます。

通信が中断された後のサーバの

電源状態

現在のサーバの電源状態サービスプロファイルで必要

とされる電源状態

電源オンPowered OffUp
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通信が中断された後のサーバの

電源状態

現在のサーバの電源状態サービスプロファイルで必要

とされる電源状態

電源オン

実行中のサーバは、

サービスプロファイ

ルに必要とされる電

源状態に関係なく

シャットダウンされ

ません。

（注）

電源オンDown

ラックマウントサーバのブート

はじめる前に

ラックマウントサーバとサービスプロファイルを関連付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードに入るには、「/」を org-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたラッ

クマウントサーバをブートします。

UCS-A /org/service-profile #
power up

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたラックマウントサー
バをブートし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #
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ラックマウントサーバのシャットダウン

この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムによりサーバをシャッ

トダウンする場合、Cisco UCS Managerにより、この OSのグレースフルシャットダウンシーケ
ンスがトリガーされます。

はじめる前に

ラックマウントサーバとサービスプロファイルを関連付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたラッ

クマウントサーバをシャットダウンします。

UCS-A /org/service-profile #
power down

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたラックマウントサーバを
シャットダウンし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ラックマウントサーバの電源再投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
server-num

ステップ 1   

ラックマウントサーバの電源を再投入します。UCS-A /server # cycle
{cycle-immediate | cycle-wait}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ラックマウントサーバの電源再投入をただちに開始

するには、cycle-immediateキーワードを使用しま
す。保留中のすべての管理操作が完了した後に電源

再投入が開始されるようスケジュールするには、

cycle-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2の電源をただちに再投入し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # cycle cycle-immediate
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバのハードリセットの実行

サーバをリセットすると、Cisco UCS Managerにより、リセットライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オ

ペレーティングシステムでグレースフルシャットダウンがサポートされていない場合、サーバ電

源の再投入が行われます。 Cisco UCS Managerに、サーバをリセットする前にすべての管理操作
を完了させるオプションでは、これらの操作がサーバのリセット前に完了するかどうかは保証さ

れていません。

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[Reset]を使用しないでください。

この手順を使用して電源投入を続けると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期

しなくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを

電源切断状態から安全にリブートするには、[Cancel]をクリックし、[Boot Server]アクション
を選択します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
server-num

ステップ 1   

ラックマウントサーバのハードリセットを実行しま

す。

UCS-A /server # reset
{hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ラックマウントサーバのハードリセットをただちに

開始するには、hard-reset-immediateキーワードを
使用します。保留中のすべての管理操作が完了した

後にハードリセットが開始されるようスケジュール

するには、hard-reset-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のハードリセットをただちに実行し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバの認識

CiscoUCSManagerにサーバ、およびそのサーバのすべてのエンドポイントを再検出させる必要が
ある場合は、次の手順を実行します。たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していな

かった状態から抜け出せなくなっている場合に、この手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたラックマウントサーバを認識

します。

UCS-A# acknowledge server
server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、ラックマウントサーバ 2を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge server 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #
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ラックマウントサーバの解放

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたラックマウントサーバを解放

します。

UCS-A# decommission server
server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、ラックマウントサーバ 2を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission server 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

ラックマウントサーバの番号付け直し

はじめる前に

サーバ間で IDを交換する場合は、まず両方のサーバを解放し、サーバ解放 FSMが完了するのを
待ってから、番号の再設定手順に進みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

サーバに関する情報を表示します。UCS-A# show server
inventory

ステップ 1   

サーバインベントリに以下

が含まれていないことを確認

してください。

ステップ 2   •番号を付け直すラックマウントサーバ

•使用する番号を持つラックマウントサーバ

これらのラックマウントサーバのいずれかがサーバ

インベントリにリストされている場合は、これらの

サーバをデコミッションします。続行前に、デコミッ

ションFSMが完了し、ラックマウントサーバがサー
バインベントリにリストされなくなるまで待機する

必要があります。これには数分かかる場合がありま

す。
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目的コマンドまたはアクション

どのサーバがデコミッションされたかを確認するに

は、show server decommissionedコマンドを発行しま
す。

指定したラックマウントサーバをリコミッションし、

番号を付け直します。

UCS-A# recommission server
vendor-name model-name
serial-numnew-id

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 4   

次の例では、ID 2のラックマウントサーバをデコミッションし、IDを 3に変更し、そのサーバを
リコミッションし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# show server inventory

Server Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status Ackd Memory (MB)
Ackd Cores
------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ----------------
----------
1/1 UCSB-B200-M3 V01 FCH1532718P Equipped 131072
16
1/2 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DF Equipped 131072
16
1/3 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DL Equipped 114688
16
1/4 UCSB-B200-M3 V01 Empty
1/5 Empty
1/6 Empty
1/7 N20-B6730-1 V01 JAF1432CFDH Equipped 65536
16
1/8 Empty
1 R200-1120402W V01 QCI1414A02J N/A 49152
12
2 R210-2121605W V01 QCI1442AHFX N/A 24576 8
4 UCSC-BSE-SFF-C200 V01 QCI1514A0J7 N/A 8192 8

UCS-A# decommission server 2
UCS-A*# commit-buffer
UCS-A# show server decommissioned

Vendor Model Serial (SN) Server
----------------- ---------- ----------- ------
Cisco Systems Inc R210-2121605W QCI1442AHFX 2

UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "R210-2121605W" QCI1442AHFX 3
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show server inventory

Server Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status Ackd Memory (MB)
Ackd Cores
------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ----------------
----------
1/1 UCSB-B200-M3 V01 FCH1532718P Equipped 131072
16
1/2 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DF Equipped 131072
16
1/3 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DL Equipped 114688
16
1/4 UCSB-B200-M3 V01 Empty
1/5 Empty
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1/6 Empty
1/7 N20-B6730-1 V01 JAF1432CFDH Equipped 65536
16
1/8 Empty
1 R200-1120402W V01 QCI1414A02J N/A 49152
12
3 R210-2121605W V01 QCI1442AHFX N/A 24576 8
4 UCSC-BSE-SFF-C200 V01 QCI1514A0J7 N/A 8192 8

ラックマウントサーバの削除

はじめる前に

次の手順を実行する前に、ラックマウントサーバとファブリックエクステンダを接続している

CIMC LOMケーブルを物理的に外します。ハイアベイラビリティ構成の場合は、両方のケーブ
ルを外します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバを削除し

ます。

UCS-A# remove server server-numステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次に、ラックマウントサーバ 4を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# remove server 4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

次の作業

ラックマウントサーバを物理的に再接続する場合、CiscoUCSManagerに再検出させるには、サー
バを再認識する必要があります。

詳細については、ラックマウントサーバの認識, （655ページ）を参照してください。
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ラックマウントサーバのロケータ LED の電源投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

ラックマウントサーバのロケータ LEDの
電源を投入します。

UCS-A /server # enable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のロケータLEDの電源を投入し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # enable locator-led
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバのロケータ LED の電源切断

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

ラックマウントサーバのロケータ LEDの
電源を切断します。

UCS-A /server # disable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のロケータLEDの電源を切断し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # disable locator-led
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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ラックマウントサーバの CMOS のリセット
非常に珍しいケースですが、サーバのトラブルシューティング時に、CMOSのリセットが必要に
なることがあります。この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。

手順

目的コマンドまたはアクション

ラックマウントサーバでサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

ラックマウントサーバの CMOSをリセッ
トします。

UCS-A /server # reset-cmosステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のCMOSをリセットし、トランザクションをコミットする例を示
します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset-cmos
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバの CIMC のリセット
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー

バのトラブルシューティング時に、CIMCのリセットが必要になることがあります。この手順は、
通常のサーバメンテナンスには含まれません。 CIMCのリセット後、サーバは、そのサーバで実
行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

サーバ CIMCモードを開始します。UCS-A /server # scope CIMCステップ 2   

ラックマウントサーバの CIMCをリセッ
トします。

UCS-A /server/CIMC # resetステップ 3   
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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。

UCS-A /server/CIMC #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ラックマウントサーバ 2の CIMCをリセットし、トランザクションをコミットする例を示
します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # scope CIMC
UCS-A /server/cimc # reset
UCS-A /server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc #

ラックマウントサーバの破損した BIOS の復旧
非常に珍しいケースですが、ラックマウントサーバの問題により、破損した BIOSの復旧が必要
になることがあります。この手順は、ラックマウントサーバの通常メンテナンスには含まれませ

ん。BIOSの復旧後、ラックマウントサーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファー
ムウェアを使用してブートします。

はじめる前に

サーバ上で破損している BIOSの復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて
いる USBストレージをすべて取り外します。外部 USBドライブが vMediaからサーバに取り
付けられた、またはマップされている場合、BIOSの回復に失敗します。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-idステップ 1   

指定したBIOSバージョンをロードし、ア
クティブにします。

UCS-A /server # recover-bios versionステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、BIOSを復旧する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # recover-bios S5500.0044.0.3.1.010620101125
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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ラックマウントサーバのステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSドメイン内のすべてのサーバの
ステータスを表示します。

UCS-A# show server statusステップ 1   

次の例では、Cisco UCSドメイン内のすべてのサーバのステータスを表示します。番号が 1およ
び 2のサーバは、ラックマウントサーバであるため、表にスロットが示されていません。

Server Slot Status Availability Overall Status Discovery
--------------------------------------------------------------------
1/1 Equipped Unavailable Ok Complete
1/2 Equipped Unavailable Ok Complete
1/3 Equipped Unavailable Ok Complete
1/4 Empty Unavailable Ok Complete
1/5 Equipped Unavailable Ok Complete
1/6 Equipped Unavailable Ok Complete
1/7 Empty Unavailable Ok Complete
1/8 Empty Unavailable Ok Complete
1 Equipped Unavailable Ok Complete
2 Equipped Unavailable Ok Complete

ラックマウントサーバからの NMI の発行
システムが応答しないままになっており、CiscoUCSManagerで、CIMCからNonMaskable Interrupt
（NMI）を BIOSまたはオペレーティングシステムに発行する必要がある場合は、次の手順を実
行します。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティングシステム

応じて、コアダンプまたはスタックトレースが作成されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

UCS-A /chassis/server # diagnostic-interruptステップ 2   

保留中のすべてのトランザクショ

ンをコミットします。

UCS-A /chassis/server* # commit-bufferステップ 3   
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次に、シャーシ 2のサーバ 4から NMIを送信し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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第 38 章

CIMC セッション管理

この章は、次の項で構成されています。

• CIMCセッション管理, 665 ページ

CIMC セッション管理
Cisco UCSManager内のKVM、vMedia、および SoLセッションを表示および終了できます。管理
者権限を持つユーザは、任意のユーザのKVM、vMedia、およびSoLセッションを切断できます。
. Cisco Integrated Management Controller（CIMC）により、セッション情報が Cisco UCS Managerに
提供されます。 Cisco UCS Managerは CIMCからイベントを取得すると、そのセッションテーブ
ルを更新し、すべてのユーザに情報を表示します。

セッション情報は次のとおりです。

•名前：セッションを開始したユーザの名前。

•セッション ID：セッションに関連付けられた ID。ブレードのセッション IDの形式は [unique
identifier] _ [chassis id] _ [Blade id]です。ラックのセッション IDの形式は [unique identifier] _
0 _ [Rack id]です。

•セッションタイプ：KVM、vMedia、または SoL。

•ユーザの権限レベル：読み取り/書き込み、読み取り専用、または付与。

•管理状態：アクティブまたは非アクティブ。値は、セッションがアクティブの場合はアク
ティブです。値は、セッション終了コマンドが発行されたが、セッションが終了していない

場合は非アクティブとなります。この状況は、サーバの FSMが別の操作で進行中である場
合、または CIMCへの接続が失われた場合に発生します。

•送信元アドレス：セッションが開かれたコンピュータの IPアドレス。

•サービスプロファイル：セッションに関連付けられたサービスプロファイル。 CIMCセッ
ションのサービスプロファイルの属性値は、セッションがサービスプロファイルから提供

された IPアドレスで開くときにだけ表示されます。
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•サーバ：セッションに関連付けられたサーバの名前。

•ログイン時刻：セッションが開始された日時。

•最終更新時刻：セッション情報が CIMCにより更新された最終時刻。

新しいセッションは通常、ユーザがKVM、vMedia、またはSOLに接続するときに追加されます。
Pnuos vMediaセッションは、ユーザ名 __vmediausr__を用いたサーバ検出時にセッションテーブ
ルに表示されます。

CIMCセッションデータは Cisco UCSManager GUIの [CIMC Sessions]タブで使用できます。ユー
ザによって終了された CIMCセッションは、適切な詳細とともにログに記録された監査です。

このガイドに記載されている GUIおよび CLIタスクを実行するには、2.1(2a)以上の CIMCイ
メージバージョンがブレードサーバのセッション管理サポートに必要です。 1.5(1l)以上の最
新の CIMCイメージバージョンが、ラックサーバに必要です。

（注）

ローカルユーザにより開かれた CIMC セッションの表示
ローカルユーザにより開かれたすべてのCIMCセッションまたは特定のローカルユーザにより開
かれた CIMCセッションを表示するには、このタスクを実行します。

特定のサーバまたはサービスプロファイルオプションの CIMCセッションの表示は CLIにあ
りません。これは、GUIで使用できます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

ローカルユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions local

ステップ 2   

特定のローカルユーザにより開かれたすべ

ての CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions local user-name

ステップ 3   

次に、以下を表示する例を示します。

•ローカルユーザにより開かれたすべての CIMCセッション

•特定のローカルユーザにより開かれた CIMCセッション
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•特定のローカルユーザにより開かれた CIMCセッションの詳細

All sessions opened by local users:
UCS-A # scope security
UCS-A /security # show cimc-sessions local

Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
42_1_1 Kvm admin 10.106.22.117 Active
4_1_5 Kvm admin 10.106.22.117 Active
5_1_5 Vmedia admin 10.106.22.117 Active

Session opened by a specific local user:
UCS-A /security # show cimc-sessions local admin
Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
42_1_1 Kvm admin 10.106.22.117 Active

Details of session opened by a specific local user:
UCS-A /security # show cimc-sessions local admin detail
Session ID 42_1_1

Type: Kvm
User: admin
Source Addr: 10.106.22.117
Login Time: 2013-06-28T06:09:53.000
Last Updated Time: 2013-06-28T06:21:52.000
Admin State: Active
Priv: RW
Server: sys/chassis-1/blade-1
Service Profile:

リモートユーザにより開かれた CIMC セッションの表示
リモートユーザにより開かれたすべてのCIMCセッションまたは特定のリモートユーザにより開
かれた CIMCセッションを表示するには、このタスクを実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

リモートユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions remote

ステップ 2   

特定のリモートユーザにより開かれたすべ

ての CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions remote user-name

ステップ 3   

次に、以下を表示する例を示します。

•リモートユーザにより開かれたすべての CIMCセッション

•特定のリモートユーザにより開かれた CIMCセッション
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•特定のリモートユーザにより開かれた CIMCセッションの詳細

All sessions opened by remote users:
UCS-A # scope security
UCS-A /security # show cimc-sessions remote

Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
43_1_1 Kvm administrator 10.106.22.117 Active
6_1_5 Kvm test-remote 10.106.22.117 Active
7_1_5 Vmedia test-remote 10.106.22.117 Active

Session opened by a specific remote user:
UCS-A /security # show cimc-sessions remote administrator

Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
43_1_1 Kvm administrator 10.106.22.117 Active

Details of session opened by a specific remote user:
UCS-A /security # show cimc-sessions remote administrator detail
Session ID 43_1_1

Type: Kvm
User: administrator
Source Addr: 10.106.22.117
Login Time: 2013-06-28T06:09:53.000
Last Updated Time: 2013-06-28T06:21:52.000
Admin State: Active
Priv: RW
Server: sys/chassis-1/blade-1
Service Profile:

IPMI ユーザにより開かれた CIMC セッションの表示
IPMIユーザにより開かれた CIMCセッションを表示するには、次の手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

IPMIアクセスプロファイル名を入力
します。

UCS-A /org # scope ipmi-access-profile
profile-name

ステップ 2   

IPMIユーザ名を入力します。UCS-A /org/ipmi-access-profile # scope
ipmi-user user-name

ステップ 3   

指定された IPMIユーザによって開か
れたすべてのCIMCセッションを表示
します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# show cimc-sessions

ステップ 4   

次の例では、IPMIユーザにより開かれたすべてのCIMCセッションを表示する方法を示します。
UCS-A # scope org Finance
UCS-A /org* # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # scope ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user # show cimc-sessions
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Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- --------------
45_1_1 sol alice 10.106.22.117 Active

サーバの CIMC セッションのクリア
このタスクでは、サーバで開かれたすべての CIMCセッションをクリアする方法を示します。
セッションタイプとユーザ名に基づいて、サーバの CIMCセッションをクリアすることもできま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

シャーシの特定のブレードサーバの

CIMCセッションをクリアします。
UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server chassis-id/blade-id

ステップ 2   

特定のラックサーバの CIMCセッショ
ンをクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server Rack-server-id

ステップ 3   

サーバの特定のタイプのCIMCセッショ
ンをクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server server-id type
session-type

ステップ 4   

サーバの特定のユーザのCIMCセッショ
ンをクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server server-id user-name
user-name

ステップ 5   

最初の例では、サーバのすべての CIMCセッションをクリアする方法を示します。 2番目の例で
は、サーバの特定のタイプの CIMCセッションをクリアする方法を示します。 3番目の例では、
サーバの特定のユーザの CIMCセッションをクリアする方法を示します。
UCS-A /security # scope security
UCS-A /security # terminate cimc-sessions server 2/1
This will close KVM sessions. Are you sure? (yes/no):yes
UCS-A /security

UCS-A # scope security
UCS-A /security # terminate cimc-sessions server 2/1 type kvm
This will close KVM sessions. Are you sure? (yes/no):yes

UCS-A # scope security
UCS-A /security # terminate cimc-sessions server 2/1 user-name test-user
This will close KVM sessions. Are you sure? (yes/no):yes

ローカルユーザにより開かれたすべての CIMC セッションのクリア
このタスクでは、ローカルユーザにより開かれたセッションをクリアする方法を示します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

ローカルユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションをクリアします。
UCS-A /security # terminate
cimc-sessions local-user user-name

ステップ 2   

ローカルユーザにより開かれた特定のセッ

ションタイプのすべてのCIMCセッション
をクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions local-user user-name type
{kvm | vmedia sol | all}

ステップ 3   

次の例では、ローカルユーザにより開かれた CIMCセッションをクリアする方法を示します。
UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# terminate cimc-sessions local-user testuser
This will close cimc sessions. Are you sure? (yes/no):yes
UCS-A /security#

リモートユーザにより開かれたすべての CIMC セッションのクリア
このタスクでは、リモートユーザにより開かれた CIMCセッションをクリアする方法を示しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

リモートユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションをクリアします。
UCS-A /security # terminate
cimc-sessions remote-user user-name

ステップ 2   

リモートユーザにより開かれた特定のセッ

ションタイプのすべてのCIMCセッション
をクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions remote-user user-name
type {kvm | vmedia sol | all}

ステップ 3   

次の例では、リモートユーザにより開かれたすべての CIMCセッションをクリアする方法を示し
ます。

UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# terminate cimc-sessions remote-user testuser
This will close cimc sessions. Are you sure? (yes/no):yes
UCS-A /security#
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ローカルユーザにより開かれた特定の CIMC セッションのクリア
このタスクでは、ローカルユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアする方法を
示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

ローカルユーザモードを開始します。UCS-A /security # scope local-user
user-name

ステップ 2   

選択した CIMCセッションをクリアし
ます。

UCS-A /security/local user # terminate
cimc-session session-id

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/local user* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ローカルユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアし、トランザク
ションをコミットする方法を示します。

UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# scope local-user admin
UCS-A /security/local user # terminate cimc-session 6_1_2
UCS-A /security/local user*# commit-buffer
UCS-A /security/local user#

リモートユーザにより開かれた特定の CIMC セッションのクリア
このタスクでは、リモートユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアする方法を
示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

リモートユーザモードを開始します。UCS-A /security # scope remote -user
user-name

ステップ 2   

選択した CIMCセッションをクリアし
ます。

UCS-A /security/remote user # terminate
cimc-session session-id

ステップ 3   
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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コミットします。UCS-A /security/remote user* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、リモートユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアし、トランザク
ションをコミットする方法を示します。

UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# scope remote-user admin
UCS-A /security/remote user # terminate cimc-session 6_1_3
UCS-A /security/remote user*# commit-buffer
UCS-A /security/remote user#

IPMI ユーザにより開かれた CIMC セッションのクリア
IPMIユーザにより開かれた CIMCセッションをクリアするには、次の手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

IPMIアクセスプロファイル名を入
力します。

UCS-A /org # scope ipmi-access-profile
profile-name

ステップ 2   

IPMIユーザを入力します。UCS-A /org/ipmi-access-profile # scope
ipmi-user user-name

ステップ 3   

IPMIユーザによって開かれた特定
のCIMCセッションを終了します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #
terminate cimc-sessions session-id

ステップ 4   

変更をコミットします。UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user *
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、IPMIユーザによって開かれた特定のCIMCセッションをクリアし、変更をコミット
する方法を示します。

UCS-A # scope org Finance
UCS-A /org* # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # scope ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user # terminate cimc-sessions 5_1_2
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
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第 39 章

I/O モジュールの管理

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCS Manager GUIの I/Oモジュール管理 , 673 ページ

• I/Oモジュールのリセット, 673 ページ

Cisco UCS Manager GUIの I/O モジュール管理
Cisco UCS Manager GUIによって Cisco UCSドメインのすべての I/Oモジュールを管理およびモニ
タできます。

I/O モジュールのリセット

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを
開始します。

UCS-A /chassis # scope iom {a b}ステップ 2   

IOMをリセットします。UCS-A /chassis/iom # resetステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/iom # commit-bufferステップ 4   
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次に、ファブリック Aの IOMをリセットし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom a
UCS-A /chassis/iom # reset
UCS-A /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A /chassis/iom #
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第 40 章

設定のバックアップと復元

この章は、次の項で構成されています。

• バックアップおよびエクスポートの設定, 675 ページ

• バックアップタイプ, 676 ページ

• バックアップ操作の考慮事項と推奨事項, 676 ページ

• Import Configuration, 678 ページ

• インポート方法, 678 ページ

• システムの復元, 679 ページ

• バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザロール, 679 ページ

• バックアップ操作の設定, 679 ページ

• スケジュールバックアップの設定, 684 ページ

• インポート操作の設定, 690 ページ

• ファブリックインターコネクトの設定の復元, 694 ページ

• 設定の削除, 696 ページ

バックアップおよびエクスポートの設定

Cisco UCS Managerからバックアップを実行する場合は、システム設定全体またはその一部のス
ナップショットを作成し、ファイルをネットワーク上の場所にエクスポートします。 Cisco UCS
Managerを使用して、サーバにデータをバックアップすることはできません。

バックアップは、システムが起動されて動作している間に実行できます。バックアップ操作で

は、管理プレーンからの情報だけが保存されます。バックアップは、サーバまたはネットワーク

トラフィックには影響しません。
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バックアップタイプ

Cisco UCSManagerおよびCisco UCS Centralで、次のバックアップのタイプのうちの 1つ以上を実
行できます。

• [Full state]：システム全体のスナップショットが含まれるバイナリファイル。このバックアッ
プにより生成されたファイルを使用して、ディザスタリカバリ時にシステムを復元できま

す。このファイルにより、元のファブリックインターコネクト上で設定を復元または再構

築できます。また、別のファブリックインターコネクト上で設定を再現することもできま

す。このファイルは、インポートには使用できません。

Full Stateバックアップファイルを使用した場合にのみ、バックアップファイ
ルのエクスポート元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを

復元できます。

（注）

• [All configuration]：すべてのシステム設定と論理設定が含まれる XMLファイル。このバッ
クアップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を元のファブリックインター

コネクトまたは別のファブリックインターコネクトにインポートできます。このファイル

は、システムの復元には使用できません。このファイルには、ローカル認証されたユーザの

パスワードは含まれません。

• [Systemconfiguration]：ユーザ名、ロール、ロケールなどのすべてのシステム設定が含まれる
XMLファイル。このバックアップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を
元のファブリックインターコネクトまたは別のファブリックインターコネクトにインポー

トできます。このファイルは、システムの復元には使用できません。

• [Logical configuration]：サービスプロファイル、VLAN、VSAN、プール、ポリシーなどのす
べての論理設定が含まれる XMLファイル。このバックアップにより生成されたファイルを
使用して、これらの設定を元のファブリックインターコネクトまたは別のファブリックイ

ンターコネクトにインポートできます。このファイルは、システムの復元には使用できませ

ん。

バックアップ操作の考慮事項と推奨事項

バックアップ操作を作成する前に、次のことを考慮してください。

バックアップの場所

バックアップ場所とは、Cisco UCS Managerでバックアップファイルをエクスポートする
ネットワーク上の宛先またはフォルダのことです。バックアップ操作は、バックアップファ

イルを保存する場所ごとに 1つしか保持できません。
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バックアップファイル上書きの可能性

ファイル名を変更しないでバックアップ操作を再実行すると、サーバ上にすでに存在する

ファイルが Cisco UCS Managerによって上書きされます。既存のバックアップファイルが
上書きされるのを回避するには、バックアップ操作内のファイル名を変更するか、既存の

ファイルを別の場所にコピーします。

バックアップの複数のタイプ

同じ場所に対して複数種類のバックアップを実行し、エクスポートできます。バックアッ

プ操作を再実行する前に、バックアップタイプを変更する必要があります。バックアップ

タイプの識別を容易にし、また既存のバックアップファイルが上書きされるのを回避する

ために、ファイル名を変更することを推奨します。

スケジュールバックアップ

バックアップ操作を前もって作成し、そのバックアップの実行準備が整うまで管理状態を

ディセーブルのままにしておくことができます。 Cisco UCSManagerは、バックアップ操作
の管理状態がイネーブルに設定されるまで、バックアップ操作を実行したり、コンフィギュ

レーションファイルを保存したり、エクスポートしたりしません。

増分バックアップ

Cisco UCS Managerまたは Cisco UCS Centralの増分バックアップを実行できません。

完全な状態のバックアップの暗号化

パスワードなどの機密情報がクリアテキストでエクスポートされることがないように、完

全な状態のバックアップは暗号化されます。

スケジュールバックアップ

次のタイプのバックアップをスケジュールするように Cisco UCSにポリシーを設定できます。

• Fullステート

• Allコンフィギュレーション

他のタイプのバックアップはスケジュールできません。

Full State バックアップポリシー

Full Stateバックアップポリシーを使用すると、システム全体のスナップショットの定期的な Full
Stateバックアップをスケジュールすることができます。Full Stateバックアップを行う間隔は、日
単位、週単位、または隔週単位で設定できます。

CiscoUCSManagerは、リモートサーバ上のバックアップファイルの最大数を維持します。maxfiles
パラメータは、Cisco UCS Managerを Cisco UCS Centralに登録するときに使用されます。maxfiles
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パラメータは Cisco UCS Centralでユーザが設定できるパラメータで、Cisco UCS Centralに保存す
るバックアップファイルの数を制御します。

CiscoUCSManagerがCiscoUCSCentralに登録されておらず、ユーザがリモートバックアップサー
バにバックアップファイルを保存している場合、バックアップファイルは Cisco UCS Managerに
よって管理されません。リモートマシンのサーバ管理者は、ディスク使用率を監視してバック

アップファイルのローテンションを行い、新しいバックアップファイル用の領域を確保する必要

があります。

All Configuration エクスポートポリシー

AllConfigurationバックアップポリシーでは、定期的なバックアップをスケジュールし、すべての
システム設定と論理設定をエクスポートできます。このバックアップには、ローカル認証された

ユーザのパスワードは含まれません。AllConfigurationバックアップを行う間隔は、日単位、週単
位、または隔週単位で設定できます。

Cisco UCSは、リモートサーバ上のバックアップファイルの最大数を維持します。この数を超え
ると、Cisco UCSは最も古いバックアップファイルを上書きします。

Import Configuration
Cisco UCSからエクスポートされたコンフィギュレーションファイルをインポートできます。
ファイルは、同じ Cisco UCSからエクスポートされたものである必要はありません。

インポート機能は、すべてのコンフィギュレーションファイル、システムコンフィギュレーショ

ンファイル、および論理コンフィギュレーションファイルで使用できます。インポートは、シ

ステムがアップ状態で、稼働中に実行できます。インポート操作によって情報が変更されるの

は、管理プレーンだけです。インポート操作によって行われる一部の変更（サーバに割り当てら

れた vNICに対する変更など）により、サーバのリブートまたはトラフィックを中断する他の動
作が行われることがあります。

インポート操作はスケジュールできません。ただし、インポート操作を前もって作成し、そのイ

ンポートの実行準備が整うまで管理状態をディセーブルのままにしておくことはできます。Cisco
UCSでは、管理状態がイネーブルに設定されるまで、コンフィギュレーションファイルに対する
インポート操作は実行されません。

インポート操作は、コンフィギュレーションバックアップファイルを保存する場所ごとに 1つし
か保持できません。

インポート方法

次のいずれかの方法により、Cisco UCSを介してシステム設定をインポートしてアップデートで
きます。

• [Merge]：インポートされたコンフィギュレーションファイルの情報は、既存の設定情報と
比較されます。 情報が一致しない場合は、インポートしたコンフィギュレーションファイ

ルの情報によって Cisco UCSドメインの情報が上書きされます。
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• [Replace]：現在の設定情報が、インポートされたコンフィギュレーションファイルの情報で
一度に 1つのオブジェクトについて置き換えられます。

システムの復元

この復元機能は、ディザスタリカバリに使用できます。

Cisco UCSからエクスポートされた任意の完全な状態のバックアップファイルからシステム設定
を復元できます。このファイルは、復元するシステム上の Cisco UCSからエクスポートされたも
のでなくてもかまいません。別のシステムからエクスポートされたバックアップファイルを使用

して復元する場合、ファブリックインターコネクト、サーバ、アダプタ、および I/Oモジュール
またはFEX接続を含めて、同じまたは同様のシステム設定およびハードウェアを持つシステムを
使用することを強く推奨します。ハードウェアまたはシステム設定が一致しない場合、復元され

たシステムが完全には機能しないことがあります。 2つのシステムの I/Oモジュールリンク間ま
たはサーバ間に不一致がある場合は、復元操作後にシャーシまたはサーバまたはその両方を確認

します。

この復元機能は、完全な状態のバックアップファイルにだけ使用できます。完全な状態のバック

アップファイルはインポートできません。復元は、初期システムセットアップで実行します。

Full Stateバックアップファイルを使用した場合にのみ、バックアップファイルのエクスポー
ト元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを復元できます。

（注）

バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザロール

バックアップ操作とインポート操作を作成し、実行するには、管理ロールを持つユーザアカウン

トが必要です。

バックアップ操作の設定

バックアップ操作の作成

はじめる前に

バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスおよび認証クレデンシャルを取得しま
す。
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手順

目的コマンドまたはア

クション

システムモードを開始します。UCS-A# scope
system

ステッ

プ 1   

バックアップ操作を作成します。次のいずれかの構文を使用して

バックアップするファイルの URLを指定します。
UCS-A /system #
create backup URL
backup-type
{disabled | enabled}

ステッ

プ 2   

• ftp:// username@hostname / path

• scp:// username@hostname / path

• sftp:// username@hostname / path

• tftp:// hostname : port-num / path

backup-type引数には、次のいずれかの値を指定できます。

• all-configuration：サーバ関連、ファブリック関連、システム
関連の設定をバックアップします

• logical-configuration：ファブリック関連およびサービスプロ
ファイル関連の設定をバックアップします

• system-configuration：システム関連の設定をバックアップし
ます

• full-state：ディザスタリカバリのために完全な状態をバック
アップします

（注） •完全な状態のバックアップファイルはインポー
ト操作を使用してインポートできません。こ

れらは、ファブリックインターコネクトの設

定を復元するためにのみ使用されます。

• Full Stateバックアップファイルを使用した場
合にのみ、バックアップファイルのエクスポー

ト元のシステムと同じバージョンを実行して

いるシステムを復元できます。

複数のバックアップ操作を保存できますが、各ホスト名につき 1
種類の操作だけが保存されます。

enableキーワードを使用した場合、バックアップ操作は
commit-bufferコマンドを入力するとすぐに自動実行されます。
disableキーワードを使用すると、バックアップ操作はイネーブル
にされるまで実行されません。バックアップ操作をイネーブルに
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目的コマンドまたはア

クション

する場合、バックアップ操作を作成するときに使用したホスト名

を指定する必要があります。

トランザクションをコミットします。UCS-A /system #
commit-buffer

ステッ

プ 3   

次の例では、ホスト名 host35に対する disabled all-configurationバックアップ操作を作成し、トラ
ンザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system* # create backup scp://user@host35/backups/all-config9.bak all-configuration
disabled
Password:
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

バックアップ操作の実行

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名でシステムバックアップモー

ドを開始します。

UCS-A /system # scope backup
hostname

ステップ 2   

バックアップ操作をイネーブルにします。

FTP、SCP、SFTPを使用するバック
アップ操作では、パスワードの入力を

求められます。トランザクションを

コミットする前にパスワードを入力し

ます。

（注）

UCS-A /system/backup # enableステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/backup #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、host35というバックアップ操作をイネーブルにし、SCPプロトコルのパスワードを入力し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope backup host35
UCS-A /system/backup # enable
Password:
UCS-A /system/backup* # commit-buffer
UCS-A /system/backup #
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バックアップ操作の変更

バックアップ操作を修正して、別のバックアップタイプのファイルをその場所に保存したり、前

のバックアップファイルが上書きされないようにファイル名を変更したりすることができます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名でシステムバックアップモードを開

始します。

UCS-A /system # scope
backup hostname

ステップ 2   

（任意）

トランザクションのコミット時にバックアップ操作が自

動的に実行されないようにするために、イネーブルに

なっているバックアップ操作をディセーブルにします。

UCS-A /system/backup #
disable

ステップ 3   

（任意）

トランザクションをコミットすると、ただちにバック

アップ操作が実行されるようにします。

UCS-A /system/backup #
enable

ステップ 4   

（任意）

バックアップ操作の説明を指定します。

説明にスペース、特殊文字、または句読点が

含まれている場合、説明を引用符で括る必要

があります。引用符は、showコマンド出力
の説明フィールドには表示されません。

（注）

UCS-A /system/backup #
set descr description

ステップ 5   

（任意）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを指

定します。

UCS-A /system/backup #
set protocol {ftp | scp | sftp
| tftp}

ステップ 6   

（任意）

バックアップする設定ファイルの名前を指定します。

UCS-A /system/backup #
set remote-file filename

ステップ 7   

（任意）

作成するバックアップファイルのタイプを指定します。

backup-type引数には、次のいずれかの値を指定できま
す。

UCS-A /system/backup #
set type backup-type

ステップ 8   

• all-configuration：サーバ、ファブリック、および
システム関連の設定をバックアップします

• logical-configuration：ファブリックおよびサービ
スプロファイルの関連の設定をバックアップしま

す
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• system-configuration：システム関連の設定をバッ
クアップします

• full-state：ディザスタリカバリのために完全な状
態をバックアップします

（注） •完全な状態のバックアップファイル
はインポート操作を使用してイン

ポートできません。これらは、ファ

ブリックインターコネクトの設定を

復元するためにのみ使用されます。

• Full Stateバックアップファイルを使
用した場合にのみ、バックアップ

ファイルのエクスポート元のシステ

ムと同じバージョンを実行している

システムを復元できます。

（任意）

vHBAWWPN、vNICMAC、WWNN、UUIDなど、プー
ルから抽出された ID値をバックアップで保存するかど
うかを指定します。

UCS-A /system/backup #
set preserve-pooled-values
{no | yes}

ステップ 9   

（任意）

システムがリモートサーバへのログインに使用する必

要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTPプ
ロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /system/backup #
set user username

ステップ 10   

（任意）

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促さ
れます。

UCS-A /system/backup #
set password

ステップ 11   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定します。

この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合には適用
されません。

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/backup #
commit-buffer

ステップ 12   

次に、説明を追加し、host35バックアップ操作のプロトコル、ユーザ名、およびパスワードを変
更し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope backup host35
UCS-A /system/backup # set descr "This is a backup operation for host35."
UCS-A /system/backup* # set protocol sftp
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UCS-A /system/backup* # set user UserName32
UCS-A /system/backup* # set password
Password:
UCS-A /system/backup* # set preserve-pooled-values no
UCS-A /system/backup* # commit-buffer
UCS-A /system #

バックアップ操作の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名のバックアップ操作

を削除します。

UCS-A /system # delete backup
hostname

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   

次に、host35というホスト名のバックアップ操作を削除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete backup host35
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

スケジュールバックアップの設定

Full State バックアップポリシーの設定

はじめる前に

バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスおよび認証クレデンシャルを取得しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameとして /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

AllConfigurationエクスポートポリシーモードを開始し
ます。

UCS-A /org # scope
backup-policy default

ステップ 2   

バックアップポリシーが格納されている場所のホスト

名、IPv4または IPv6アドレスを指定します。これは、
UCS-A /org/backup-policy #
set hostname {hostname |
ip-addr | ip6-addr}

ステップ 3   

サーバ、ストレージアレイ、ローカルドライブ、また

はファブリックインターコネクトがネットワーク経由

でアクセス可能な任意の読み取り/書き込みメディアな
どがあります。

IPv4または IPv6アドレスではなくホスト名を
使用する場合、でDNSサーバを設定する必要
があります。CiscoUCSドメインがCiscoUCS
Centralに登録されていないか、DNS管理が
[Local]に設定されている場合は、Cisco UCS
Managerで DNSサーバを設定します。 Cisco
UCSドメイン Cisco UCS Centralに登録されて
いないか、DNS管理が [Global]に設定されて
いる場合は、Cisco UCS Centralで DNSサーバ
を設定します。

（注）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを指

定します。

UCS-A /org/backup-policy #
set protocol {ftp | scp | sftp |
tftp}

ステップ 4   

システムがリモートサーバへのログインに使用する必

要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTPプ
ロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /org/backup-policy #
set user username

ステップ 5   

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促さ
れます。

UCS-A
/system/backup-policy # set
password

ステップ 6   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定します。

この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合には適用
されません。

バックアップファイルのフルパスを指定します。この

フィールドには、ファイル名とパスを含めることがで

UCS-A
/system/backup-policy # set
remote-file filename

ステップ 7   

きます。ファイル名を省略すると、バックアップ手順

によって、ファイルに名前が割り当てられます。

ポリシーの管理状態を指定します。次のいずれかにな

ります。

UCS-A
/system/backup-policy # set
adminstate {disabled |
enabled}

ステップ 8   

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 685

スケジュールバックアップの設定



目的コマンドまたはアクショ

ン

• [enabled]：CiscoUCSManagerは、[Schedule]フィー
ルドで指定されたスケジュールを使用してバック

アップファイルをエクスポートします。

• [disabled]：CiscoUCSManagerはファイルをエクス
ポートしません。

Cisco UCS Managerがバックアップファイルをエクス
ポートする頻度を指定します。

UCS-A
/system/backup-policy # set
schedule {daily | weekly |
bi-weekly}

ステップ 9   

バックアップポリシーの説明を指定します。UCS-A
/system/backup-policy # set
descr description

ステップ 10   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字また
はスペースを使用できます。`（アクセント記号）、
\（円記号）、^（カラット）、"（二重引用符）、=（等
号）、>（大なり）、<（小なり）、または'（一重引用
符）は使用できません。

トランザクションをコミットします。UCS-A /backup-policy #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、週単位のバックアップのための full stateバックアップポリシーを設定し、トランザ
クションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope backup-policy default
UCS-A /org/backup-policy # set hostname host35
UCS-A /org/backup-policy* # set protocol scp
UCS-A /org/backup-policy* # set user UserName32
UCS-A /backup-policy* # set password
Password:
UCS-A /backup-policy* # set remote-file /backups/full-state1.bak
UCS-A /backup-policy* # set adminstate enabled
UCS-A /backup-policy* # set schedule weekly
UCS-A /backup-policy* # set descr "This is a full state weekly backup."
UCS-A /backup-policy* # commit-buffer
UCS-A /backup-policy #

All Configuration エクスポートポリシーの設定

はじめる前に

バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスおよび認証クレデンシャルを取得しま
す。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameとして /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

AllConfigurationエクスポートポリシーモードを開始し
ます。

UCS-A /org # scope
cfg-export-policy default

ステップ 2   

コンフィギュレーションファイルが格納されている場

所のホスト名、IPv4または IPv6アドレスを指定しま
UCS-A /org/cfg-export-policy
# set hostname {hostname |
ip-addr | ip6-addr}

ステップ 3   

す。これは、サーバ、ストレージアレイ、ローカルド

ライブ、またはファブリックインターコネクトがネッ

トワーク経由でアクセス可能な任意の読み取り/書き込
みメディアなどがあります。

IPv4または IPv6アドレスではなくホスト名を
使用する場合、で DNSサーバを設定する必
要があります。 Cisco UCSドメインが Cisco
UCSCentralに登録されていないか、DNS管理
が [Local]に設定されている場合は、CiscoUCS
Managerで DNSサーバを設定します。 Cisco
UCSドメイン Cisco UCS Centralに登録されて
いないか、DNS管理が [Global]に設定されて
いる場合は、Cisco UCS CentralでDNSサーバ
を設定します。

（注）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを指

定します。

UCS-A /org/cfg-export-policy
# set protocol {ftp | scp | sftp
| tftp}

ステップ 4   

システムがリモートサーバへのログインに使用する必

要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTPプ
ロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /org/cfg-export-policy
# set user username

ステップ 5   

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促さ
れます。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set password

ステップ 6   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定します。

この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合には適用
されません。

エクスポートされたコンフィギュレーションファイル

のフルパスを指定します。このフィールドには、ファ

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set remote-file filename

ステップ 7   

イル名とパスを含めることができます。ファイル名を

省略すると、バックアップ手順によって、ファイルに

名前が割り当てられます。
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーの管理状態を指定します。次のいずれかにな

ります。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set adminstate {disabled |
enabled}

ステップ 8   

• [enabled]：CiscoUCSManagerは、[Schedule]フィー
ルドで指定されたスケジュールを使用して設定情

報をエクスポートします。

• [disabled]：CiscoUCSManagerは情報をエクスポー
トしません。

Cisco UCSManagerが設定情報をエクスポートする頻度
を指定します。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set schedule {daily | weekly
| bi-weekly}

ステップ 9   

コンフィギュレーションエクスポートポリシーの説明

を指定します。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set descr description

ステップ 10   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字また
はスペースを使用できます。`（アクセント記号）、
\（円記号）、^（カラット）、"（二重引用符）、=（等
号）、>（大なり）、<（小なり）、または'（一重引用
符）は使用できません。

トランザクションをコミットします。UCS-A /cfg-export-policy #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、週単位のバックアップのための all configurationエクスポートポリシーを設定し、ト
ランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope cfg-export-policy default
UCS-A /org/cfg-export-policy # set hostname host35
UCS-A /org/cfg-export-policy* # set protocol scp
UCS-A /org/cfg-export-policy* # set user UserName32
UCS-A /cfg-export-policy* # set password
Password:
UCS-A /cfg-export-policy* # set remote-file /backups/all-config9.bak
UCS-A /cfg-export-policy* # set adminstate enabled
UCS-A /cfg-export-policy* # set schedule weekly
UCS-A /cfg-export-policy* # set descr "This is an all configuration backup."
UCS-A /cfg-export-policy* # commit-buffer
UCS-A /cfg-export-policy #
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バックアップ/エクスポートの設定リマインダの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameとして /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

バックアップ/エクスポート設定ポリシーモード
を開始します。

UCS-A /org # scope
backup-exp-policy

ステップ 2   

既存のバックアップ/エクスポートの設定ポリシー
を表示します。

UCS-A /org/backup-exp-policy #
show

ステップ 3   

ポリシーの管理状態を指定します。次のいずれか

になります。

UCS-A /org/backup-exp-policy #
set adminstate {disable | enable}

ステップ 4   

• [enable]：Cisco UCSManagerは、指定された
時間内にバックアップが行われない場合にエ

ラーを生成します。

• [disable]：CiscoUCSManagerは、指定された
時間内にバックアップが行われなくてもエ

ラーを生成しません。

バックアップを行うよう通知されるまでの日数を

指定します。 1～ 365の整数を入力します。デ
フォルト値は 30日間です。

UCS-A /org/backup-exp-policy #
set frequency Number_of_Days

ステップ 5   

トランザクションをコミットします。UCS-A /org/backup-exp-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、現在のバックアップ/エクスポートの設定ポリシーを確認し、リマインダの頻度を変更し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope backup-exp-policy
UCS-A /org/backup-exp-policy # set frequency 5
UCS-A /org/backup-exp-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/backup-exp-policy #
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インポート操作の設定

インポート操作の作成

Full Stateコンフィギュレーションファイルはインポートできません。次のコンフィギュレーショ
ンファイルのいずれもインポートできます。

• Allコンフィギュレーション

•システム設定

• Logicalコンフィギュレーション

はじめる前に

コンフィギュレーションファイルのインポートに必要な次の情報を収集します。

•バックアップサーバの IPアドレスおよび認証クレデンシャル

•バックアップファイルの完全修飾名

手順

目的コマンドまたはアク

ション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

インポート操作を作成します。次のいずれかの構文を使用し

てインポートされるファイルの URLを指定します。
UCS-A /system # create
import-config URL
{disabled | enabled}
{merge | replace}

ステップ 2   

• ftp:// username@hostname / path

• scp:// username@hostname / path

• sftp:// username@hostname / path

• tftp:// hostname : port-num / path

複数のインポート操作を保存できますが、各ホスト名につき

1種類の操作だけが保存されます。

enableキーワードを使用した場合、インポート操作は
commit-bufferコマンドを入力するとするに自動実行されま
す。 disableキーワードを使用すると、インポート操作はイ
ネーブルにされるまで実行されません。インポート操作をイ

ネーブルにする場合、インポート操作を作成するときに使用

したホスト名を指定する必要があります。
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目的コマンドまたはアク

ション

mergeキーワードを使用すると、設定情報が既存の情報とマー
ジされます。競合する場合、現在のシステム上の情報が、イ

ンポート設定ファイル内の情報に置き換えられます。replace
キーワードを使用すると、システムはインポート設定ファイ

ル内の各オブジェクトを取得し、現在のコンフィギュレー

ション内の対応するオブジェクトを上書きします。

（任意）

インポート操作の説明を記入します。

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれ

ている場合、説明を引用符で括る必要があります。

引用符は、showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

UCS-A
/system/import-config#
set descr description

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A
/system/import-config #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、現在のコンフィギュレーションを置き換えるディセーブル状態のホスト名 host35のイ
ンポート操作を作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system* # create import-config scp://user@host35/backups/all-config9.bak disabled
replace
Password:
UCS-A /system/import-config* # commit-buffer
UCS-A /system/import-config #

インポート操作の実行

Full Stateコンフィギュレーションファイルはインポートできません。次のコンフィギュレーショ
ンファイルのいずれもインポートできます。

• Allコンフィギュレーション

•システム設定

• Logicalコンフィギュレーション

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したホスト名でシステムバック

アップモードを開始します。

UCS-A /system # scope import-config
hostname

ステップ 2   

インポート操作をイネーブルにします。UCS-A /system/import-config # enableステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/import-config #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、host35というホスト名に対しインポート操作をイネーブルにし、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope import-config host35
UCS-A /system/import-config # enable
UCS-A /system/import-config* # commit-buffer
UCS-A /system/import-config #

インポート操作の変更

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名でシステムインポートコンフィギュ

レーションモードを開始します。

UCS-A /system # scope
import-config hostname

ステップ 2   

（任意）

トランザクションのコミット時にインポート操作が自

動的に実行されないようにするために、イネーブルに

なっているインポート操作をディセーブルにします。

UCS-A /system/import-config
# disable

ステップ 3   

（任意）

トランザクションをコミットすると、ただちにイン

ポート操作が実行されるようにします。

UCS-A /system/import-config
# enable

ステップ 4   

（任意）

インポート操作に使用する次のいずれかのアクション

タイプを指定します。

UCS-A /system/import-config
# set action {merge |
replace}

ステップ 5   

•Merge：設定情報が既存の情報とマージされま
す。競合する場合、現在のシステム上の情報が、

インポート設定ファイル内の情報に置き換えら

れます。
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目的コマンドまたはアクション

• Replace：インポート設定ファイル内の各オブジェ
クトが採用され、現在の設定内の対応するオブ

ジェクトは上書きされます。

（任意）

インポート操作の説明を記入します。

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示されません。

（注）

UCS-A /system/import-config
# set descr description

ステップ 6   

（任意）

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促
されます。

UCS-A /system/import-config
# set password

ステップ 7   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定しま

す。この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合に
は適用されません。

CiscoUCSManagerでは、このパスワードは
保存されません。したがって、インポート

操作をイネーブルにしてただちに実行する

場合を除き、このパスワードを入力する必

要はありません。

（注）

（任意）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを

指定します。

UCS-A /system/import-config
# set protocol {ftp | scp | sftp
| tftp}

ステップ 8   

（任意）

インポートする設定ファイルの名前を指定します。

UCS-A /system/import-config
# set remote-file filename

ステップ 9   

（任意）

システムがリモートサーバへのログインに使用する

必要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTP
プロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /system/import-config
# set user username

ステップ 10   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/import-config
# commit-buffer

ステップ 11   

次に、説明を追加し、host35インポート操作のパスワード、プロトコル、およびユーザ名を変更
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope import-config host35
UCS-A /system/import-config # set descr "This is an import operation for host35."
UCS-A /system/import-config* # set password
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Password:
UCS-A /system/import-config* # set protocol sftp
UCS-A /system/import-config* # set user jforlenz32
UCS-A /system/import-config* # commit-buffer
UCS-A /system/import-config #

インポート操作の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名のインポート操作を

削除します。

UCS-A /system # delete import-config
hostname

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   

次に、host35というホスト名のインポート操作を削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete import-config host35
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

ファブリックインターコネクトの設定の復元

はじめる前に

システムコンフィギュレーションを復元するために必要な次の情報を収集します。

•ファブリックインターコネクト管理ポートの IPv4アドレスとサブネットマスク、または
IPv6アドレスとプレフィックス

•デフォルトのゲートウェイの IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

•バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスと認証クレデンシャル

• Full Stateバックアップファイルの完全修飾名

システムを復元するには、Full Stateコンフィギュレーションファイルへのア
クセスが必要です。その他のタイプのコンフィギュレーションファイルや

バックアップファイルでは、システムを復元できません。

（注）
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手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトがオフの場合はオンにします。

ファブリックインターコネクトがブートする際、Power On Self-Testのメッセージが表示されま
す。

ステップ 3 インストール方式プロンプトで、 console と入力します。

ステップ 4 restore と入力して、完全な状態のバックアップから設定を復元します。

ステップ 5 yと入力して、完全な状態のバックアップから復元することを確定します。

ステップ 6 ファブリックインターコネクトの管理ポートの IPアドレスを入力します。

ステップ 7 ファブリックインターコネクトの管理ポートのサブネットマスクを入力します。

ステップ 8 デフォルトゲートウェイの IPアドレスを入力します。

ステップ 9 バックアップコンフィギュレーションファイルを取得する際に使用する、次のいずれかのプロト

コルを入力します。

• scp

• ftp

• tftp

• sftp

ステップ 10 バックアップサーバの IPアドレスを入力します。

ステップ 11 完全な状態のバックアップファイルのフルパスおよびファイル名を入力します。

Full Stateバックアップファイルを使用した場合にのみ、バックアップファイルのエク
スポート元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを復元できます。

（注）

ステップ 12 バックアップサーバにアクセスするためのユーザ名とパスワードを入力します。

ファブリックインターコネクトがバックアップサーバにログインし、指定された完全な状態の

バックアップファイルのコピーを取得し、システム設定を復元します。クラスタ設定の場合、セ

カンダリファブリックインターコネクトを復元する必要はありません。セカンダリファブリッ

クインターコネクトがリブートすると、Cisco UCSはただちにその設定をプライマリファブリッ
クインターコネクトと同期させます。

次に、FTPを使用して 20.10.20.10のバックアップサーバから取得された Backup.bakファイルか
らシステム設定を復元する例を示します。

Enter the configuration method. (console/gui) ? console

Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? restore

NOTE:
To configure Fabric interconnect using a backup file on a remote server,
you will need to setup management interface.
The management interface will be re-configured (if necessary),
based on information stored in the backup file.
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Continue to restore this Fabric interconnect from a backup file (yes/no) ? yes

Physical Switch Mgmt0 IPv4 address : 192.168.10.10

Physical Switch Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.255.0

IPv4 address of the default gateway : 192.168.10.1

Enter the protocol to get backup file (scp/ftp/tftp/sftp) ? scp
Enter the IP address of backup server: 20.10.20.10
Enter fully qualified backup file name: Backup.bak
Enter user ID: user
Enter password:
Retrieved backup configuration file.

Configuration file - Ok

Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect
UCS-A login:

設定の削除

必要な場合に限り設定を削除してください。設定を削除すると、設定が完全に削除され、シ

ステムが未設定の状態でリブートします。その後、バックアップファイルから設定を復元す

る必要、または初期システムセットアップを実行する必要があります。

注意

手順

目的コマンドまたはアクション

ローカル管理 CLIを開始します。UCS-A# connect local-mgmtステップ 1   

設定を削除します。UCS-A(local-mgmt)# erase
configuration

ステップ 2   

設定の削除を確認するプロンプトが表示されま

す。 yesと入力すると、設定は削除され、シス
テムが未設定の状態でリブートします。

次に、設定を削除する例を示します。

UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# erase configuration
All UCS configurations will be erased and system will reboot. Are you sure? (yes/no): yes
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第 41 章

失われたパスワードの復旧

この章は、次の項で構成されています。

• aminアカウントのパスワードの復旧, 697 ページ

• ファブリックインターコネクトのリーダーシップロールの決定, 698 ページ

• スタンドアロン設定の adminアカウントパスワードの復旧, 698 ページ

• クラスタ設定の adminアカウントパスワードの復旧, 700 ページ

amin アカウントのパスワードの復旧
adminアカウントは、システムアドミニストレータまたはスーパーユーザのアカウントです。ア
ドミニストレータが adminアカウントのパスワードを失うと、重大なセキュリティ上の問題が発
生する可能性があります。その結果、adminアカウントのパスワードを復旧するために、Cisco
UCSドメインのすべてのファブリックインターコネクトの電源を再投入する必要が生じます。

adminアカウントのパスワードを復旧する場合、実際にはそのアカウントのパスワードを変更し
ます。 adminアカウントに対応する元のパスワードを取得することはできません。

他のすべてのローカルアカウントのパスワードは、Cisco UCS Managerからリセットできます。
ただし、aaaまたは admin権限を持つアカウントを使用して Cisco UCS Managerにログインする必
要があります。

この手順では、CiscoUCSドメインのすべてのファブリックインターコネクトの電源を切る必
要があります。したがって、Cisco UCSドメイン内のすべてのデータ送信は、ファブリック
インターコネクトが再起動されるまで停止します。

注意
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ファブリックインターコネクトのリーダーシップロールの決定

手順

目的コマンドまたはアクション

クラスタの両方のファブリックインターコネク

トの動作状態およびリーダーシップロールを表

示します。

UCS-A# show cluster stateステップ 1   

次に、クラスタの両方のファブリックインターコネクトのリーダーシップロールを表示する例を

示します。ここでは、ファブリックインターコネクト Aがプライマリロールで、ファブリック
インターコネクト Bが従属ロールです。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0x4432f72a371511de-0xb97c000de1b1ada4

A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE

HA READY

スタンドアロン設定の admin アカウントパスワードの復旧
この手順により、ファブリックインターコネクトで初期システムセットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。 adminアカウントは、システムアドミニスト
レータまたはスーパーユーザのアカウントです。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトのコンソールポートを、コンピュータターミナルまたはコン

ソールサーバに物理的に接続します。

2 次のファームウェアの実行中のバージョンを確認します。

•ファブリックインターコネクトのファームウェアカーネルバージョン

•ファームウェアシステムバージョン

この情報を検索するには、CiscoUCSドメインで任意のユーザアカウントを使用してログイン
します。

ヒント
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手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を次のように再投入します。

a) ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。
b) ファブリックインターコネクトの電源をオンにします。

ステップ 3 コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時に loaderプロンプトを表示さ
せます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

loaderプロンプトを画面に表示するには、選択したキーの組み合わせを複数回押さなければな
らない場合があります。

ステップ 4 ファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートします。
loader >
boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

例：
loader > boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

ステップ 5 configターミナルモードを入力します。
Fabric(boot)#
config terminal

ステップ 6 adminパスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)#
admin-password
password

大文字と数字がそれぞれ 1つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。このパスワードは空
にできません。

新しいパスワードはクリアテキストモードで表示されます。

ステップ 7 configターミナルモードを終了し、ブートプロンプトに戻ります。

ステップ 8 ファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートします。
Fabric(boot)#
load /installables/switch/
system_firmware_version
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例：
Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

ステップ 9 システムイメージがロードされたら、Cisco UCS Managerにログインします。

クラスタ設定の admin アカウントパスワードの復旧
この手順により、ファブリックインターコネクトで初期システムセットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。 adminアカウントは、システムアドミニスト
レータまたはスーパーユーザのアカウントです。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトのコンソールポートのいずれか 1つを、コンピュータターミ
ナルまたはコンソールサーバに物理的に接続します。

2 次の情報を入手します。

•ファブリックインターコネクトのファームウェアカーネルバージョン

•ファームウェアシステムバージョン

•プライマリリーダーシップロールを持つファブリックインターコネクトと、従属ファブ
リックインターコネクト

この情報を検索するには、CiscoUCSドメインで任意のユーザアカウントを使用してログイン
します。

ヒント

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 従属ファブリックインターコネクトの場合は、次の手順を実行します。

a) ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。
b) ファブリックインターコネクトの電源をオンにします。
c) コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時にloaderプロンプトを表示
させます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r
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loaderプロンプトを画面に表示するには、選択したキーの組み合わせを複数回押さなければ
ならない場合があります。

ステップ 3 プライマリファブリックインターコネクトの電源を次のように再投入します。

a) ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。
b) ファブリックインターコネクトの電源をオンにします。

ステップ 4 コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時に loaderプロンプトを表示さ
せます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

loaderプロンプトを画面に表示するには、選択したキーの組み合わせを複数回押さなければな
らない場合があります。

ステップ 5 プライマリファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートしま

す。
loader > boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

例：
loader > boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

ステップ 6 configターミナルモードを入力します。
Fabric(boot)# config terminal

ステップ 7 adminパスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)# admin-password password

大文字と数字がそれぞれ 1つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。このパスワードは空
にできません。

新しいパスワードはクリアテキストモードで表示されます。

ステップ 8 configターミナルモードを終了し、ブートプロンプトに戻ります。

ステップ 9 プライマリファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートしま

す。
Fabric(boot)# load /installables/switch/
system_firmware_version

例：
Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

ステップ 10 システムイメージがロードされたら、Cisco UCS Managerにログインします。

ステップ 11 従属ファブリックインターコネクトのコンソールで、次の手順を実行してシステムを起動しま

す。

a) 従属ファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートします。
loader > boot /installables/switch/
kernel_firmware_version
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b) 従属ファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートします。
Fabric(boot)# load /installables/switch/
system_firmware_version
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第 VII 部

システムモニタリング
• トラフィックのモニタリング, 705 ページ

• ハードウェアのモニタリング, 717 ページ

• 統計関連ポリシーの設定, 735 ページ

• Call Homeの設定, 751 ページ

• システムイベントログの管理, 777 ページ

• 障害、イベント、およびログの設定, 785 ページ

• NetFlowのモニタリング, 821 ページ





第 42 章

トラフィックのモニタリング

この章は、次の項で構成されています。

• トラフィックモニタリング, 705 ページ

• トラフィックモニタリングに関するガイドラインと推奨事項, 706 ページ

• Creating an Ethernet Traffic Monitoring Session, 708 ページ

• Creating a Fibre Channel Traffic Monitoring Session, 709 ページ

• Adding Traffic Sources to a Monitoring Session, 710 ページ

• Activating a Traffic Monitoring Session, 715 ページ

• Deleting a Traffic Monitoring Session, 716 ページ

トラフィックモニタリング

トラフィックモニタリングは、1つ以上のソースからのトラフィックをコピーし、コピーされた
トラフィックを分析用の専用宛先ポートに送信してネットワークアナライザに分析させます。こ

の機能は、Switched Port Analyzer（SPAN）としても知られています。

入力トラフィックのみに対しポートチャネルの SPANをモニタまたは使用できます。重要

セッションのタイプ

トラフィックモニタリングセッションを作成すると、トラフィックを受信する宛先ポートをイー

サネットとファイバチャネルのいずれかから選択できます。宛先ポートのタイプは、セッション

のタイプを決定し、次に使用可能なトラフィックの送信元を決定します。イーサネットのトラ

フィックモニタリングセッションの場合、宛先ポートは未設定の物理ポートであることが必要で

す。ファイバチャネルのトラフィックモニタリングセッションの場合、宛先ポートはファイバ

チャネルアップリンクポートであることが必要です。
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トラフィックの送信元

イーサネットのトラフィックモニタリングセッションでは、次のトラフィックの送信元のいずれ

かをモニタできます。

•アップリンクイーサネットポート

•イーサネットポートチャネル

• VLAN

•サービスプロファイル vNIC

•サービスプロファイル vHBA

• FCoEポート

•ポートチャネル

• Server port

•ユニファイドアップリンクポート

ファイバチャネルのトラフィックモニタリングセッションでは、次のトラフィックの送信元の

いずれかをモニタできます。

•アップリンクファイバチャネルポート

• SANポートチャネル

• VSAN

•サービスプロファイル vHBA

•ファイバチャネルストレージポート

トラフィックモニタリングに関するガイドラインと推奨事項

トラフィックモニタリングを設定するか、アクティブにする場合、次のガイドラインを考慮しま

す。

•トラフィックモニタリングセッションは最大 16まで作成し保存できますが、同時にアク
ティブになるのは 2つだけです。

•トラフィックモニタリングセッションは作成時にはデフォルトでディセーブルです。トラ
フィックモニタリングを開始するには、セッションをアクティブにする必要があります。

•トラフィックモニタリングセッションは、CiscoUCSポッド内のファブリックインターコネ
クトで一意的である必要があります。そのため、一意の名前と一意の VLANソースを使用
して各モニタリングセッションを作成する必要があります。

•サーバからのトラフィックを監視するには、サーバに対応するサービスプロファイルからす
べての vNICを追加します。
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•ファイバチャネルトラフィックアナライザまたはイーサネットトラフィックアナライザを
使用して、ファイバチャネルトラフィックをモニタできます。ファイバチャネルトラフィッ

クがイーサネットトラフィックモニタリングセッションでモニタされ、イーサネット宛先

ポートを持つ場合、宛先トラフィックは FCoEになります。

•トラフィックモニタリングの宛先は単一の物理ポートであるため、トラフィックモニタリ
ングセッションは1つのファブリックだけを監視できます。ファブリックフェールオーバー
にわたって中断されない vNICトラフィックをモニタリングするには、ファブリックごとに
2つのセッションを作成し、2台のアナライザを接続する必要があります。両方のセッショ
ンのトラフィック送信元として vNICを追加します。

•すべてのトラフィックの送信元は宛先ポートと同じスイッチ内にある必要があります。

•宛先ポートとして設定されたポートを送信元ポートとしても設定することはできません。

•ポートチャネルのメンバポートを個別にソースとして設定することはできません。ポート
チャネルが送信元として設定されている場合、すべてのメンバポートが送信元ポートです。

• vHBAはイーサネットまたはファイバチャネルのどちらのモニタリングセッションの送信元
としても設定できますが、同時に両方の送信元とすることはできません。

•サーバポートは、非仮想化ラックサーバアダプタへのポートの場合にのみ送信元にするこ
とができます。

• Cisco UCS 6248ファブリックインターコネクトのファイバチャネルポートは送信元ポート
として設定できません。

•仮想コンピュータのポートプロファイルを変更すると、送信元ポートとして使用されてい
る、関連付けられた vNICはモニタリングから削除され、モニタリングセッションを再設定
する必要があります。

•トラフィックモニタリングセッションが Cisco UCS Managerリリース 2.0より前のリリース
のもとでダイナミック vNICで設定された場合、アップグレード後にトラフィックモニタリ
ングセッションを再設定する必要があります。

• SPANトラフィックは Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクトでは 1 Gbps
に速度制限されます。

トラフィックモニタリングは、システムリソースにかなりの負荷をかけることがあります。

負荷を最小限にするには、不必要なトラフィックができるだけ少ない送信元を選択し、不必要

なときにはトラフィックモニタリングをディセーブルにします。

（注）
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Creating an Ethernet Traffic Monitoring Session

This procedure describes creating an Ethernet traffic monitoring session. To create a Fibre Channel traffic
monitoring session, the following changes are required:

（注）

• Enter the scope fc-traffic-mon command instead of the scope eth-traffic-mon command in Step
1.

• Enter the create fc-mon-session command instead of the create eth-mon-session command in
Step 3.

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットトラフィックモニタ

リングコマンドモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-traffic-monステップ 1   

指定したファブリックで、トラ

フィックモニタリングコマンド

モードを開始します。

UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric {a | b}ステップ 2   

指定した名前で、トラフィックモ

ニタリングセッションを作成しま

す。

UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # create
eth-mon-session session-name

ステップ 3   

トラフィックモニタリングセッ

ションのモニタリング先とするため

UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session #
create dest-interface slot-num port-num

ステップ 4   

に指定したスロットとポート番号で

インターフェイスを設定します。

そのインターフェイスでコマンド

モードを開始します。

Sets theモニタされるポートチャネ
ルのデータ転送速度. This can be:

UCS-A
/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-interface
# set speedadmin-speed

ステップ 5   

• 1gbps—1 Gbps

• 10gbps—10 Gbps

• 20gbps—20 Gbps

• 40gbps—40 Gbps

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
708 OL-31133-02   

Creating an Ethernet Traffic Monitoring Session



目的コマンドまたはアクション

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A
/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-interface
# commit-buffer

ステップ 6   

The following example creates an Ethernet traffic monitoring session to copy and forward traffic to the
destination port at slot 2, port 12, sets the admin speed to 20 Gbps, and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-traffic-mon
UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric a
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # create eth-mon-session EthMonitor33
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session* # create dest-interface 2 12
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-interface* # set speed 20gbps
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-interface #

次の作業

•トラフィックモニタリングセッションにトラフィックソースを追加します。

•トラフィックモニタリングセッションをアクティブ化します。

Creating a Fibre Channel Traffic Monitoring Session

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルトラフィックモニ

タリングコマンドモードを開始しま

す。

UCS-A# scope fc-traffic-monステップ 1   

指定したファブリックで、ファイバ

チャネルトラフィックモニタリング

コマンドモードを開始します。

UCS-A /fc-traffic-mon # scope fabric {a | b}ステップ 2   

指定した名前で、ファイバチャネル

トラフィックモニタリングセッショ

ンを作成します。

UCS-A /fc-traffic-mon/fabric # create
fc-mon-session session-name

ステップ 3   

ファイバチャネルトラフィックモニ

タリングセッションのモニタリング

UCS-A /fc-traffic-mon/fabric/fc-mon-session #
create dest-interface slot-num port-num

ステップ 4   

先スロットおよびポートのコマンド

モードを作成してそのモードを開始

します。
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目的コマンドまたはアクション

Sets theモニタされるポートチャネル
のデータ転送速度. This can be:

UCS-A
/fc-traffic-mon/fabric/fc-mon-session/dest-interface
# set speedadmin-speed

ステップ 5   

• 1gbps—1 Gbps

• 2gbps—2 Gbps

• 4gbps—4 Gbps

• 8gbps—8 Gbps

• auto—CiscoUCSがデータ転送速
度を決定します。

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A
/fc-traffic-mon/fabric/fc-mon-session/dest-interface
# commit-buffer

ステップ 6   

The following example creates a Fibre channel traffic monitoring session to copy and forward traffic to the
destination port at slot 1, port 10, sets the admin speed to 8 Gbps, and commits the transaction:
UCS-A# scope fc-traffic-mon
UCS-A /fc-traffic-mon # scope fabric a
UCS-A /fc-traffic-mon/fabric # create fc-mon-session FCMonitor
UCS-A /fc-traffic-mon/fabric/fc-mon-session* # create dest-interface 1 10
UCS-A /fc-traffic-mon/fabric/fc-mon-session/dest-interface* # set speed 8gbps
UCS-A /fc-traffic-mon/fabric/fc-mon-session/dest-interface* # commit-buffer
UCS-A /fc-traffic-mon/fabric/fc-mon-session/dest-interface #

次の作業

•トラフィックモニタリングセッションにトラフィックソースを追加します。

•トラフィックモニタリングセッションをアクティブ化します。

Adding Traffic Sources to a Monitoring Session

Adding an Uplink Source Port to a Monitoring Session

This procedure describes adding an Ethernet uplink port as a source for a traffic monitoring session. To
add a Fibre Channel uplink port as a source, enter the scope fc-uplink command instead of the scope
eth-uplink command in Step 1.

（注）

はじめる前に

A traffic monitoring session must be created.
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクコマンドモー

ドを開始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

Enters uplink fabric mode for the specified
fabric.

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   

Enters the interface command mode for the
specified uplink port.

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
interface slot-num port-num

ステップ 3   

Adds the uplink port as a source to the
specified monitoring session.

UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #
create mon-src session-name

ステップ 4   

（任意）
Specifies the traffic direction to be monitored.

UCS-A
/eth-uplink/fabric/interface/mon-src # set
direction {both | receive | transmit}

ステップ 5   

If you do not select any direction,
the default direction is Rx.

（注）

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A
/eth-uplink/fabric/interface/mon-src #
commit-buffer

ステップ 6   

The following example adds the ingress traffic on Ethernet uplink port 3 on slot 2 of fabric A as a source for
a monitoring session and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope interface 2 3
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface # create mon-src Monitor23
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface/mon-src* # set direction receive
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface/mon-src* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface/mon-src #

次の作業

You can add additional sources to the traffic monitoring session.

Adding a vNIC or vHBA Source to a Monitoring Session

This procedure describes adding a vNIC as a source for a traffic monitoring session. To add a vHBA as
a source, enter the scope vhba command instead of the scope vnic command in Step 2.

（注）

はじめる前に

A traffic monitoring session must be created.
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters system mode.Switch-A# scope systemステップ 1   

Enters VM management mode.Switch-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

（任意）
Displays the running virtual machines.

Switch-A /system/vm-mgmt # show
virtual-machine

ステップ 3   

Enters command mode for the virtual
machine that contains the dynamic
vNIC.

Switch-A /system/vm-mgmt # scope
virtual-machine uuid

ステップ 4   

（任意）
Displays the virtual machine details,
including the vNIC MAC address.

Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine #
show expand

ステップ 5   

Enters the commandmode for the vNIC
at the specified MAC address.

Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine #
scope vnic mac-address

ステップ 6   

Adds the vNIC as a source to the
specified monitoring session.

Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine/vnic
# create mon-src session-name

ステップ 7   

（任意）
Specifies the traffic direction to be
monitored.

Switch-A
/system/vm-mgmt/virtual-machine/vnic/mon-src
# set direction {both | receive | transmit}

ステップ 8   

Commits the transaction to the system
configuration.

Switch-A
/system/vm-mgmt/virtual-machine/vnic/mon-src
# commit-buffer

ステップ 9   

The following example adds the ingress traffic on a dynamic vNIC as a source for a monitoring session and
commits the transaction:
Switch-A# scope system
Switch-A /system # scope vm-mgmt
Switch-A /system/vm-mgmt # show virtual-machine
Virtual Machine:

UUID: 42327c42-e00c-886f-e3f7-e615906f51e9
Service Profile: org-root/ls-dsw-bld1-esx
Server: sys/chassis-1/blade-1
Status: Online

.

.

.
Switch-A /system/vm-mgmt # scope virtual-machine 42327c42-e00c-886f-e3f7-e615906f51e9
Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine # show expand
Virtual Machine:

UUID: 42327c42-e00c-886f-e3f7-e615906f51e9
Service Profile: org-root/ls-dsw-bld1-esx
Server: sys/chassis-1/blade-1
Status: Online

vNIC:
Name:
Status: Online
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MAC Address: 00:50:56:B2:00:00

VIF:
Vif Id: 32772
Status: Online
Phys Fabric ID: B
Virtual Fabric:

Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine # scope vnic 00:50:56:B2:00:00
Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine/vnic # create mon-src Monitor23
Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine/vnic/mon-src* # set direction receive
Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine/vnic/mon-src* # commit-buffer

Switch-A /system/vm-mgmt/virtual-machine/vnic/mon-src #

次の作業

You can add additional sources to the traffic monitoring session.

Adding a VLAN or VSAN Source to a Monitoring Session

This procedure describes adding a VLAN as a source for a traffic monitoring session. To add a VSAN as
a source, the following changes are required:

（注）

• Enter the scope fc-uplink command instead of the scope eth-uplink command in Step 1.

• Enter the create vsan command instead of the create vlan command in Step 3.

はじめる前に

A traffic monitoring session must be created.

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクコマンドモード

を開始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

Enters uplink fabric mode for the specified fabric.UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

This step is required when adding a
local VLAN as a source. To add a
global VLAN as a source, omit this
step.

（注）

Creates a named VLAN, specifies the VLAN
name and VLAN ID, and enters uplink VLAN
mode.

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

Adds the VLAN as a source to the specified
monitoring session.

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
create mon-src session-name

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A
/eth-uplink/fabric/vlan/mon-src #
commit-buffer

ステップ 5   
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The following example adds a local VLAN as a source for an Ethernet monitoring session and commits the
transaction:
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create vlan vlan23 23
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # create mon-src Monitor23
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan/mon-src* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan/mon-src #

次の作業

You can add additional sources to the traffic monitoring session.

Adding a Storage Port Source to a Monitoring Session

This procedure describes adding a Fibre Channel storage port as a source for a Fibre Channel traffic
monitoring session. To add an FCoE storage port as a source for an Ethernet traffic monitoring session,
enter the create interface fcoe command instead of the create interface fc command in Step 3.

（注）

はじめる前に

A traffic monitoring session must be created.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Fibre Channel storage port command
mode.

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

Enters Fibre Channel storage port fabric mode
for the specified fabric.

UCS-A /fc-storage # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   

Creates a Fibre Channel storage port interface
and enters the interface command mode.

UCS-A /fc-storage/fabric # create
interface fc slot-num port-num

ステップ 3   

Adds the storage port as a source to the
specified monitoring session.

UCS-A /fc-storage/fabric/fc # create
mon-src session-name

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /fc-storage/fabric/fc/mon-src #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example adds a Fibre Channel storage port on port 3 of slot 2 as a source for a Fibre Channel
monitoring session and commits the transaction:
UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric # create interface fc 2 3
UCS-A /fc-storage/fabric/fc* # create mon-src Monitor23
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UCS-A /fc-storage/fabric/fc/mon-src* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/fabric/fc/mon-src #

次の作業

You can add additional sources to the traffic monitoring session.

Activating a Traffic Monitoring Session

This procedure describes activating an Ethernet traffic monitoring session. To activate a Fibre Channel
traffic monitoring session, the following changes are required:

（注）

• Enter the scope fc-traffic-mon command instead of the scope eth-traffic-mon command in Step
1.

• Enter the scope fc-mon-session command instead of the scope eth-mon-session command in
Step 3.

はじめる前に

Configure a traffic monitoring session.

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットトラフィックモニタリング

コマンドモードを開始します。

UCS-A# scope eth-traffic-monステップ 1   

指定したファブリックで、トラフィック

モニタリングコマンドモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

指定した名前のトラフィックモニタリン

グセッションのコマンドモードを開始し

ます。

UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # scope
eth-mon-session session-name

ステップ 3   

Disables or enables the traffic monitoring
session.

UCS-A
/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session
# disable | enable

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A
/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session
# commit-buffer

ステップ 5   

When activated, the traffic monitoring session begins forwarding traffic to the destination as soon as a traffic
source is configured.
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The following example activates an Ethernet traffic monitoring session and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-traffic-mon
UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric a
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # scope eth-mon-session Monitor33
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session # enable
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session* # commit-buffer
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session # show

Ether Traffic Monitoring Session:
Name Admin State Oper State Oper State Reason
---------- ----------------- ------------ -----------------
Monitor33 Enabled Up Active

UCS-A /eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session #

Deleting a Traffic Monitoring Session

This procedure describes deleting an Ethernet traffic monitoring session. To delete a Fibre Channel traffic
monitoring session, the following changes are required:

（注）

• Enter the scope fc-traffic-mon command instead of the scope eth-traffic-mon command in Step
1.

• Enter the delete fc-mon-session command instead of the delete eth-mon-session command in
Step 3.

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットトラフィックモニタリング

コマンドモードを開始します。

UCS-A# scope eth-traffic-monステップ 1   

指定したファブリックで、トラフィックモ

ニタリングコマンドモードを開始します。

UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

指定した名前のトラフィックモニタリング

セッションを削除します。

UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # delete
eth-mon-session session-name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-traffic-mon/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example deletes an Ethernet traffic monitoring session and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-traffic-mon
UCS-A /eth-traffic-mon # scope fabric a
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric # delete eth-mon-session Monitor33
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-traffic-mon/fabric #
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第 43 章

ハードウェアのモニタリング

この章は、次の項で構成されています。

• Monitoring Fan Modules, 717 ページ

• Monitoring Management Interfaces, 719 ページ

• ローカルストレージのモニタリング, 722 ページ

• Graphics Cards Monitoring, 729 ページ

• Transportable Flash Moduleとスーパーキャパシタの管理, 730 ページ

• TPMモニタリング, 732 ページ

Monitoring Fan Modules

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始しま

す。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

Displays the environment status for all fans within
the chassis.

UCS-A /chassis # show
environment fan

ステップ 2   

This includes the following information:

• Overall status

• Operability

• Power state

• Thermal status

• Threshold status
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目的コマンドまたはアクション

• Voltage status

Enters fan module chassis mode for the specified fan
module.

UCS-A /chassis # scope
fan-module tray-num module-num

ステップ 3   

Each chassis contains one tray, so the tray
number in this command is always 1.

（注）

Displays the environment status for the specified fan
module.

UCS-A /chassis/fan-module # show
[detail | expand]

ステップ 4   

The following example displays information about the fan modules in chassis 1:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # show environment fan
Chassis 1:

Overall Status: Power Problem
Operability: Operable
Power State: Redundancy Failed
Thermal Status: Upper Non Recoverable

Tray 1 Module 1:
Threshold Status: OK
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Power State: On
Thermal Status: OK
Voltage Status: N/A

Fan Module Stats:
Ambient Temp (C): 25.000000

Fan 1:
Threshold Status: OK
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Power State: On
Thermal Status: OK
Voltage Status: N/A

Fan 2:
Threshold Status: OK
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Power State: On
Thermal Status: OK
Voltage Status: N/A

Tray 1 Module 2:
Threshold Status: OK
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Power State: On
Thermal Status: OK
Voltage Status: N/A

Fan Module Stats:
Ambient Temp (C): 24.000000

Fan 1:
Threshold Status: OK
Overall Status: Operable
Operability: Operable
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Power State: On
Thermal Status: OK
Voltage Status: N/A

Fan 2:
Threshold Status: OK
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Power State: On
Thermal Status: OK
Voltage Status: N/A

The following example displays information about fan module 2 in chassis 1:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope fan-module 1 2
UCS-A /chassis/fan-module # show detail
Fan Module:

Tray: 1
Module: 2
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Threshold Status: OK
Power State: On
Presence: Equipped
Thermal Status: OK
Product Name: Fan Module for UCS 5108 Blade Server Chassis
PID: N20-FAN5
VID: V01
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): NWG14350B6N
HW Revision: 0
Mfg Date: 1997-04-01T08:41:00.000

Monitoring Management Interfaces

管理インターフェイスモニタリングポリシー

このポリシーは、ファブリックインターコネクトの mgmt0イーサネットインターフェイスのモ
ニタ方法を定義します。 Cisco UCSによって管理インターフェイスの障害が検出されると、障害
レポートが生成されます。障害レポートの数が設定された数に達した場合、システムは管理イン

ターフェイスが使用不能であると見なし、障害を生成します。デフォルトでは、管理インター

フェイスモニタリングポリシーはディセーブルです。

影響を受ける管理インターフェイスが管理インスタンスであるファブリックインターコネクトに

属する場合、Cisco UCSは従属のファブリックインターコネクトのステータスがアップであるこ
と、それに対する現在のエラーのレポートが存在しないことを確認し、それからエンドポイント

への管理インスタンスを変更します。

影響を受けるファブリックインターコネクトが現在ハイアベイラビリティ設定のプライマリ内部

の場合、管理プレーンのフェールオーバーがトリガーされます。データプレーンは、フェール

オーバーの影響を受けません。

管理インターフェイスのモニタリングに関連している次のプロパティを設定できます。

•管理インターフェイスのモニタに使用されるメカニズムのタイプ。

•管理インターフェイスのステータスをモニタする間隔。
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•管理が使用できないと判断し障害メッセージを生成する前にシステムの失敗を許容するモニ
タリングの最大試行回数。

ファブリックインターコネクトの管理インターフェイスに障害が発生した場合、次のいずれ

かが発生したときは、管理インスタンスを変わらないことがあります。

重要

•従属ファブリックインターコネクト経由のエンドポイントへのパスが存在しない。

•従属ファブリックインターコネクトの管理インターフェイスが失敗した。

•従属ファブリックインターコネクト経由のエンドポイントへのパスが失敗した。

Configuring the Management Interfaces Monitoring Policy

手順

ステップ 1 Enter monitoring mode.
UCS-A# scope monitoring

ステップ 2 Enable or disable the management interfaces monitoring policy.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy admin-state {enabled | disabled}

ステップ 3 Specify the number of seconds that the system should wait between data recordings.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy poll-interval

Enter an integer between 90 and 300.

ステップ 4 Specify the maximum number of monitoring attempts that can fail before the system assumes that the
management interface is unavailable and generates a fault message.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy max-fail-reports num-mon-attempts

Enter an integer between 2 and 5.

ステップ 5 Specify the monitoring mechanism that you want the system to use.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy monitor-mechanism {mii-status | ping-arp-targets |
ping-gateway

• mii-status—The system monitors the availability of the Media Independent Interface (MII).

• ping-arp-targets—The system pings designated targets using the Address Resolution Protocol (ARP).

• ping-gateway—The system pings the default gateway address specified for this Cisco UCSドメイン
in the management interface.

ステップ 6 If you selectedmii-status as your monitoring mechanism, configure the following properties:
a) Specify the number of seconds that the system should wait before requesting another response from the

MII if a previous attempt fails.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy mii-retry-interval num-seconds

Enter an integer between 3 and 10.
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b) Specify the number of times that the system polls the MII until the system assumes that the interface is
unavailable.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy mii-retry-count num-retries

Enter an integer between 1 and 3.

ステップ 7 If you selected ping-arp-targets as your monitoring mechanism, configure the following properties:
a) Specify the first IPv4 or IPv6 address the system pings.

UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy {arp-target1|ndisc-target1} {ipv4-addr|ipv6-addr}

IPv4アドレスに 0.0.0.0と入力すると、ARPターゲットが削除されます。または IPv6アドレス
の場合は N-discターゲットが削除されます。

b) Specify the second IPv4 or IPv6 address the system pings.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy {arp-target2|ndisc-target2} {ipv4-addr |ipv6-addr}

IPv4アドレスに 0.0.0.0と入力すると、ARPターゲットが削除されます。または IPv6アドレス
の場合は N-discターゲットが削除されます。

c) Specify the third IPv4 or IPv6 address the system pings.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy {arp-target3|ndisc-target3} {ipv4-addr |ipv6-addr}

IPv4アドレスに 0.0.0.0と入力すると、ARPターゲットが削除されます。または IPv6アドレス
の場合は N-discターゲットが削除されます。

The ping IPv4 ARP or IPv6 N-disc targets must be in the same subnet or prefix, respectively,
as the fabric interconnect.

（注）

d) Specify the number of ARP requests to send to the target IP addresses.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy arp-requests num-requests

Enter an integer between 1 and 5.

e) Specify the number of seconds to wait for responses from the ARP targets before the system assumes that
they are unavailable.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy arp-deadline num-seconds

Enter a number between 5 and 15.

ステップ 8 If you selected ping-gateway as your monitoring mechanism, configure the following properties:
a) Specify the number of times the system should ping the gateway.

UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy ping-requests

Enter an integer between 1 and 5.

b) Specify the number of seconds to wait for a response from the gateway until the system assumes that the
address is unavailable.
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy ping-deadline

Enter an integer between 5 and 15.

ステップ 9 UCS-A /monitoring # commit-buffer
Commits the transaction to the system configuration.
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The following example creates a monitoring interface management policy using the Media Independent
Interface (MII) monitoring mechanism and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # set mgmt-if-mon-policy admin-state enabled
UCS-A /monitoring* # set mgmt-if-mon-policy poll-interval 250
UCS-A /monitoring* # set mgmt-if-mon-policy max-fail-reports 2
UCS-A /monitoring* # set mgmt-if-mon-policy monitor-mechanism set mii-status
UCS-A /monitoring* # set mgmt-if-mon-policy mii-retry-count 3
UCS-A /monitoring* # set mgmt-if-mon-policy mii-retry-interval 7
UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

ローカルストレージのモニタリング

Cisco UCSでのローカルストレージのモニタリングでは、ブレードまたはラックサーバに物理的
に接続されているローカルストレージに関するステータス情報を提供します。これには、RAID
コントローラ、物理ドライブおよびドライブグループ、仮想ドライブ、RAIDコントローラバッ
テリ（BBU）、Transportable Flash Modules（TFM）およびスーパーキャパシタ、FlexFlashコント
ローラおよび SDカードが含まれます。

Cisco UCSManagerは、アウトオブバンド（OOB）インターフェイスを使用して LSIMegaRAIDコ
ントローラおよびFlexFlashコントローラと直接通信するため、リアルタイムの更新が可能になり
ます。表示される情報には次のようなものがあります。

• RAIDコントローラステータスと再構築レート。

•物理ドライブのドライブの状態、電源状態、リンク速度、運用性およびファームウェアバー
ジョン。

•仮想ドライブのドライブの状態、運用性、ストリップのサイズ、アクセスポリシー、ドライ
ブのキャッシュおよびヘルス。

• BBUの運用性、それがスーパーキャパシタまたはバッテリであるか、および TFMに関する
情報。

LSIストレージコントローラは、スーパーキャパシタを備えた Transportable Flash Module
（TFM）を使用して RAIDキャッシュ保護を提供します。

• SDカードおよびFlexFlashコントローラに関する情報（RAIDのヘルスおよびRAIDの状態、
カードヘルスおよび運用性を含む）。

•再構築、初期化、再学習などストレージコンポーネント上で実行している操作の情報。

CIMCの再起動またはビルドのアップグレード後は、ストレージコンポーネ
ント上で実行している操作のステータス、開始時刻および終了時刻が正しく

表示されない場合があります。

（注）

•すべてのローカルストレージコンポーネントの詳細な障害情報。
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すべての障害は、[Faults]タブに表示されます。（注）

ローカルストレージモニタリングのサポート

サポートされるモニタリングのタイプは、Cisco UCSサーバによって異なります。

ローカルストレージモニタリングについてサポートされる Cisco UCSサーバ

Cisco UCS Managerを使用して、次のサーバについてローカルストレージコンポーネントをモニ
タできます。

• Cisco UCS B200 M3ブレードサーバ

• Cisco UCS B420 M3ブレードサーバ

• Cisco UCS B22 M3ブレードサーバ

• Cisco UCS B260 M4ブレードサーバ

• Cisco UCS B460 M4ブレードサーバ

• Cisco UCS C460 M2ラックサーバ

• Cisco UCS C420 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C260 M2ラックサーバ

• Cisco UCS C240 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C220 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C24 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C22 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C460 M4ラックサーバ

すべてのサーバがすべてのローカルストレージコンポーネントをサポートするわけではあり

ません。 Cisco UCSラックサーバの場合は、マザーボードに組み込まれたオンボード SATA
RAID 0/1コントローラはサポートされません。

（注）

レガシーディスクドライブモニタリングについてサポートされる Cisco UCSサーバ

レガシーディスクドライブモニタリングのみが、次のサーバで Cisco UCSManagerを介しサポー
トされます。

• Cisco UCS B200 M1/M2ブレードサーバ
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• Cisco UCS B250 M1/M2ブレードサーバ

Cisco UCS Managerがディスクドライブをモニタするには、1064Eストレージコントローラ
は、パッケージバージョンが 2.0(1)以上の UCSバンドルに含まれるファームウェアレベルが
必要です。

（注）

ローカルストレージモニタリングの前提条件

これらの前提条件は、有益なステータス情報を提供するため行われるローカルストレージのモニ

タリングやレガシーディスクドライブのモニタリングの際に満たす必要があります。

•ドライブがサーバドライブベイに挿入されている必要があります。

•サーバの電源が投入されている。

•サーバが検出を完了している。

• BIOS POSTの完了結果が正常である。

レガシーディスクドライブのモニタリング

以下の情報は、B200 M1/M2および B250 M1/M2ブレードサーバにのみ適用されます。（注）

Cisco UCS Managerのレガシーディスクドライブモニタリングにより、Cisco UCSドメイン内の
サポート対象ブレードサーバについて、ブレードに搭載されているディスクドライブのステータ

スがCisco UCSドメインに提供されます。ディスクドライブモニタリングは、LSIファームウェ
アから Cisco UCS Managerへの単方向の障害信号により、ステータス情報を提供します。

次のサーバコンポーネントおよびファームウェアコンポーネントが、サーバ内のディスクドラ

イブステータスに関する情報の収集、送信、および集約を行います。

•物理的なプレゼンスセンサー：ディスクドライブがサーバドライブベイに挿入されている
かどうかを調べます。

•物理的な障害センサー：ディスクドライブの LSIストレージコントローラファームウェア
からレポートされる操作可能性のステータスを調べます。

• IPMIディスクドライブの障害センサーおよびプレゼンスセンサー：センサーの結果をCisco
UCS Managerに送信します。

•ディスクドライブの障害 LED制御および関連する IPMIセンサー：ディスクドライブの障
害 LEDの状態（オン/オフ）を制御し、それらの状態を Cisco UCS Managerに伝えます。
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フラッシュ寿命消耗レベルのモニタリング

フラッシュ寿命消耗レベルのモニタリングでは、ソリッドステートドライブの寿命をモニタする

ことができます。フラッシュの残りの寿命の割合とフラッシュの寿命の状態をどちらも表示でき

ます。消耗レベルのモニタリングは、次の Cisco UCSブレードサーバのフュージョン IOメザニ
ンカードでサポートされます。

• Cisco UCS B22 M3ブレードサーバ

• Cisco UCS B200 M3ブレードサーバ

• Cisco UCS B420 M3ブレードサーバ

• Cisco UCS B260 M4ブレードサーバ

• Cisco UCS B460 M4ブレードサーバ

消耗レベルのモニタリングでは次が必要です。（注）

• Cisco UCS Managerは、リリース 2.2(2a)以降である必要があります。

•フュージョン IOメザニンカードのファームウェアは、バージョン 7.1.15以降である必要
があります。

Viewing Flash Life Status

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis server mode for the
specified server.

UCS-A# scope server chassis-id / server-idステップ 1   

Displays details for the RAID
controller.

UCS-A /chassis/server # show raid-controller
detail expand

ステップ 2   

The following example shows how to display the flash life status for server 3:
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # show raid-controller detail expand

RAID Controller:
ID: 1
Type: FLASH
PCI Addr: 131:00.0
Vendor: Cisco Systems Inc
Model: UCSC-F-FIO-1205M
Serial: 1315D2B52
HW Rev: FLASH
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Raid Support: No
OOB Interface Supported: No
Rebuild Rate: N/A
Controller Status: Unknown

Flash Life:
Flash Percentage: N/A
FLash Status: Error(244)

UCS-A /chassis/server #

Viewing the Status of Local Storage Components

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis server mode for the specified
server.

UCS-A# scope server chassis-id / server-idステップ 1   

Displays the local and virtual storage
information for the server.

UCS-A /chassis/server # show inventory
storage

ステップ 2   

The following example shows how to display the local disk status for server 2:
UCS-A# scope server 1/2
UCS-A /chassis/server # show inventory storage
Server 1/2:

Name:
User Label:
Equipped PID: UCSB-B200-M3
Equipped VID: V01
Equipped Serial (SN): FCH16207KXG
Slot Status: Equipped
Acknowledged Product Name: Cisco UCS B200 M3
Acknowledged PID: UCSB-B200-M3
Acknowledged VID: V01
Acknowledged Serial (SN): FCH16207KXG
Acknowledged Memory (MB): 98304
Acknowledged Effective Memory (MB): 98304
Acknowledged Cores: 12
Acknowledged Adapters: 1
Motherboard:

Product Name: Cisco UCS B200 M3
PID: UCSB-B200-M3
VID: V01
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH16207KXG
HW Revision: 0

RAID Controller 1:
Type: SAS
Vendor: LSI Logic Symbios Logic
Model: LSI MegaRAID SAS 2004 ROMB
Serial: LSIROMB-0
HW Revision: B2
PCI Addr: 01:00.0
Raid Support: RAID0, RAID1
OOB Interface Supported: Yes
Rebuild Rate: 31
Controller Status: Optimal

Local Disk 1:
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Product Name: 146GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
PID: A03-D146GA2
VID: V01
Vendor: SEAGATE
Model: ST9146803SS
Vendor Description: Seagate Technology LLC
Serial: 3SD31S4X
HW Rev: 0
Block Size: 512
Blocks: 285155328
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason: N/A
Presence: Equipped
Size (MB): 139236
Drive State: Online
Power State: Active
Link Speed: 6 Gbps
Device Type: HDD

Local Disk 2:
Product Name: 600G AL12SE SAS Hard Disk Drive
PID: A03-D600GA2
VID: V01
Vendor: TOSHIBA
Model: MBF2600RC
Vendor Description: Toshiba Corporation
Serial: EA00PB109T4A
HW Rev: 0
Block Size: 512
Blocks: 1169920000
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason: N/A
Presence: Equipped
Size (MB): 571250
Drive State: Online
Power State: Active
Link Speed: 6 Gbps
Device Type: HDD

Local Disk Config Definition:
Mode: RAID 1 Mirrored
Description:
Protect Configuration: No

Virtual Drive 0:
Type: RAID 1 Mirrored
Block Size: 512
Blocks: 285155328
Operability: Operable
Presence: Equipped
Size (MB): 139236
Lifecycle: Allocated
Drive State: Optimal
Strip Size (KB): 64
Access Policy: Read Write
Read Policy: Normal
Configured Write Cache Policy: Write Through
Actual Write Cache Policy: Write Through
IO Policy: Direct
Drive Cache: No Change
Bootable: False

UCS-A /chassis/server #
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Viewing the Status of a Disk Drive

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシ

モードを開始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

Enters server chassis mode.UCS-A /chassis # scope server server-numステップ 2   

Enters RAID controller server
chassis mode.

UCS-A /chassis/server # scope raid-controller
raid-contr-id {sas | sata}

ステップ 3   

UCS-A /chassis/server/raid-controller # show
local-disk [local-disk-id | detail | expand]

ステップ 4   

The following example shows the status of a disk drive:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 6
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # show local-disk 1

Local Disk:
ID: 1
Block Size: 512
Blocks: 60545024
Size (MB): 29563
Operability: Operable
Presence: Equipped

Viewing RAID Controller Operations

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis server mode for the
specified server.

UCS-A# scope server chassis-id / server-idステップ 1   

Displays the long running operations for
the RAID controller.

UCS-A /chassis/server # show
raid-controller operation

ステップ 2   

The following example shows how to display the RAID controller operations for server 3:
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # show raid-controller operation

Name: Rebuild
Affected Object: sys/chassis-1/blade-3/board/storage-SAS-1/disk-1
State: In Progress
Progress: 4
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Start Time: 2013-11-05T12:02:10.000
End Time: N/A

UCS-A /chassis/server #

Graphics Cards Monitoring

グラフィックスカードのモニタリング

Cisco UCS Managerでは、特定のグラフィックカードやコントローラのプロパティを表示できま
す。グラフィックスカードは、次のサーバでサポートされます。

• Cisco UCS C240 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C460 M4ラックサーバ

Viewing Graphics Card Properties

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters server mode for the specified
server.

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

Displays information about the graphics
card.

UCS-A /server # show graphics-card
detail

ステップ 2   

The following example shows how to display the graphics card properties on server 1:
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # show graphics-card

Graphics Card:
ID Slot Id Is Supported Firmware Version
--- ---------- ------------ ----------------
1 5 Yes 80.07.6D.00.13|2401.0502.00.02

UCS-A /server # show graphics-card detail

Graphics Card:
ID: 1
Slot Id: 5
Is Supported: Yes
Vendor: nVidia Corporation
Model: Nvidia GRID K1 P2401-502
Serial: NA
Firmware Version: 80.07.6D.00.13|2401.0502.00.02

UCS-A /server #
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Viewing Graphics Controller Properties

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters server mode for the specified
server.

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

Enters graphics card mode for the
specified graphics card.

UCS-A /server # scope graphics-card
card-id

ステップ 2   

Displays information about the graphics
controllers.

UCS-A /server/graphics-card # show
graphics-controller detail

ステップ 3   

The following example shows how to display the graphics controller properties for graphics card 1 on server
1:
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope graphics-card 1
UCS-A /server/graphics-card # show graphics-controller detail
Graphics Controller:

ID: 1
Pci Address: 07:00.0

ID: 2
Pci Address: 08:00.0

UCS-A /server/graphics-card #

Transportable Flash Module とスーパーキャパシタの管理
LSIストレージコントローラは、スーパーキャパシタを備えたTransportable FlashModule（TFM）
を使用して RAIDキャッシュ保護を提供します。 Cisco UCS Managerでは、これらのコンポーネ
ントをモニタして、バッテリバックアップユニット（BBU）のステータスを判断できます。BBU
の操作性ステータスは次のいずれかになります。

• [Operable]：BBUは正常に機能します。

• [Inoperable]：TFMまたは BBUがないか、BBUが故障しているため、交換する必要がありま
す。

• [Degraded]：BBUに障害が発生すると予測されています。

TFMと supercapの機能は、Cisco UCS Managerリリース 2.1(2)からサポートされています。
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TFM および Supercap の注意事項および制約事項

TFM および Supercap の制約事項

• Cisco UCS B420 M3ブレードサーバでの TFMと Supercapの CIMCセンサーは、Cisco UCS
Managerによってポーリングされません。

• TFMと Supercapが Cisco UCS B420 M3ブレードサーバにインストールされていない場合、
またはインストール後にブレードサーバから削除されている場合、障害は生成されません。

• Cisco UCS B420 M3ブレードサーバに TFMはインストールされていないで、Supercapがイ
ンストールされている場合、Cisco UCS Managerは BBUシステム全体を不在として報告しま
す。 TFMと Supercapの両方がブレードサーバに存在するかどうかを物理的に確認してくだ
さい。

TFM および Supercap がサポートされている Cisco UCSサーバ

次の Cisco UCSサーバは TFMと Supercapをサポートしています。

• Cisco UCS B420 M3ブレードサーバ

• Cisco UCS C22 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C24 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C220 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C240 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C420 M3ラックサーバ

• Cisco UCS C460 M4ラックサーバ

Monitoring RAID Battery Status
This procedure applies only to Cisco UCS servers that support RAID configuration and TFM. If the BBU has
failed or is predicted to fail, you should replace the unit as soon as possible.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis mode for the specified
chassis.

UCS-A # scope chassis chassis-numステップ 1   

Enters server chassis mode.UCS-A /chassis #scope server server-numステップ 2   

Enters RAID controller server chassis
mode.

UCS-A /chassis/server # scope raid-controller
raid-contr-id {flash | sas | sata | sd | unknown}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

Displays the RAID battery status.UCS-A /chassis/server/raid-controller # show
raid-battery expand

ステップ 4   

This example shows how to view information on the battery backup unit of a server:
UCS-A # scope chassis 1
UCS-A /chassis #scope server 3
UCS-A /chassis/server #scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # show raid-battery expand
RAID Battery:

Battery Type: Supercap
Presence: Equipped
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason:
Vendor: LSI
Model: SuperCaP
Serial: 0
Capacity Percentage: Full
Battery Temperature (C): 54.000000

Transportable Flash Module:
Presence: Equipped
Vendor: Cisco Systems Inc
Model: UCSB-RAID-1GBFM
Serial: FCH164279W6

TPM モニタリング
トラステッドプラットフォームモジュール（TPM）は、すべてのCisco UCS M3ブレードサーバ
やラックマウントサーバに搭載されています。オペレーティングシステムでの暗号化に TPMを
使用することができます。たとえば、Microsoftの BitLockerドライブ暗号化は Cisco UCSサーバ
上で TPMを使用して暗号キーを保存します。

Cisco UCS Managerでは、TPMが存在しているか、有効またはアクティブになっているかどうか
を含めた TPMのモニタリングが可能です。

Viewing TPM Properties

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis server mode for the
specified server.

UCS-A# scope server chassis-id /
server-id

ステップ 1   

Enters TPMmode for the specified TPM
ID.

UCS-A /chassis/server # scope tpm tpm-idステップ 2   

Displays the TPM properties.UCS-A /chassis/server/tpm # showステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

Displays detailed TPM properties.UCS-A /chassis/server/tpm # show detailステップ 4   

The following example shows how to display the TPM properties for blade 3 in chassis 1:
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope tpm 1
UCS-A /chassis/server/tpm # show

Trusted Platform Module:
Presence: Equipped
Enabled Status: Enabled
Active Status: Activated
Ownership: Unowned

UCS-A /chassis/server/tpm # show detail

Trusted Platform Module:
Enabled Status: Enabled
Active Status: Activated
Ownership: Unowned
Tpm Revision: 1
Model: UCSX-TPM1-001
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial: FCH16167DBJ

UCS-A /chassis/server/tpm #
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第 44 章

統計関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• Configuring Statistics Collection Policies, 735 ページ

• Configuring Statistics Threshold Policies, 736 ページ

Configuring Statistics Collection Policies

統計情報収集ポリシー

統計情報収集ポリシーは、統計情報を収集する頻度（収集インターバル）、および統計情報を報

告する頻度（報告インターバル）を定義します。報告インターバル中に複数の統計データポイン

トが収集できるように、報告インターバルは収集インターバルよりも長くなります。これにより、

最小値、最大値、平均値を計算して報告するために十分なデータが Cisco UCS Managerに提供さ
れます。

NIC統計情報の場合、CiscoUCSManagerは最後の統計情報収集以降の平均値、最小値、最大値の
変化を表示します。値が 0の場合、最後の収集以降変化はありません。

統計情報は、Cisco UCSシステムの次の 5種類の機能エリアについて収集し、報告できます。

•アダプタ：アダプタ関連統計情報

•シャーシ：ブレードシャーシ関連統計情報

•ホスト：このポリシーは、将来サポートされる機能のためのプレースホルダです

•ポート：サーバポート、アップリンクイーサネットポート、およびアップリンクファイバ
チャネルポートを含むポートに関連した統計情報

•サーバ：サーバ関連統計情報
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Cisco UCS Managerには、5つの機能エリアそれぞれについて、デフォルト統計情報収集ポリ
シーが 1つずつあります。追加で統計情報収集ポリシーを作成できません。また、既存のデ
フォルトポリシーを削除できません。デフォルトポリシーを変更することだけが可能です。

（注）

Configuring a Statistics Collection Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters statistics collection policy mode
for the specified policy type.

UCS-A/monitoring # scope
stats-collection-policy {adapter | chassis | host
| port | server}

ステップ 2   

Specifies the interval at which statistics
are collected from the system.

UCS-A /monitoring/stats-collection-policy #
set collection-interval {1minute | 2minutes |
30seconds | 5minutes}

ステップ 3   

Specifies the interval at which collected
statistics are reported.

UCS-A /monitoring/stats-collection-policy #
set reporting-interval {15minutes | 30minutes
| 60minutes}

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/stats-collection-policy #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example creates a statistics collection policy for ports, sets the collection interval to one minute,
the reporting interval to 30 minutes, and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope stats-collection-policy port
UCS-A /monitoring/stats-collection-policy* # set collection-interval 1minute
UCS-A /monitoring/stats-collection-policy* # set reporting-interval 30minutes
UCS-A /monitoring/stats-collection-policy* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/stats-collection-policy #

Configuring Statistics Threshold Policies

統計情報しきい値ポリシー

統計情報しきい値ポリシーは、システムの特定の側面についての統計情報をモニタし、しきい値

を超えた場合にはイベントを生成します。最小値と最大値の両方のしきい値を設定できます。た

とえば、CPUの温度が特定の値を超えた場合や、サーバを過度に使用していたり、サーバの使用
に余裕がある場合には、アラームを発生するようにポリシーを設定できます。
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これらのしきい値ポリシーが、CIMCなどのエンドポイントに適用される、ハードウェアやデバ
イスレベルのしきい値を制御することはありません。このしきい値は、製造時にハードウェア

コンポーネントに焼き付けられます。

Cisco UCSを使用して、次のコンポーネントに対して統計情報のしきい値ポリシーを設定できま
す。

•サーバおよびサーバコンポーネント

•アップリンクのイーサネットポート

•イーサネットサーバポート、シャーシ、およびファブリックインターコネクト

•ファイバチャネルポート

イーサネットサーバポート、アップリンクのイーサネットポート、またはアップリンクの

ファイバチャネルポートには、統計情報のしきい値ポリシーを作成したり、削除できません。

既存のデフォルトポリシーの設定だけを行うことができます。

（注）

Server and Server Component Statistics Threshold Policy Configuration

Configuring a Server and Server Component Statistics Threshold Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters organizationmode for the specified organization.
To enter the root organization mode, type / as the
org-name .

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Creates the specified statistics threshold policy and
enters organization statistics threshold policy mode.

UCS-A /org # create
stats-threshold-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）
Provides a description for the policy.

UCS-A /org/stats-threshold-policy
# set descr description

ステップ 3   

If your description includes spaces, special
characters, or punctuation, you must begin
and end your description with quotation
marks. The quotation marks will not appear
in the description field of any show
command output.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /org/stats-threshold-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 737

Configuring Statistics Threshold Policies



The following example creates the server and server component statistics threshold policy named
ServStatsPolicy, provides a description for the policy, and commits the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create stats-threshold-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/stats-threshold-policy* # set descr "Server stats threshold policy."
UCS-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/stats-threshold-policy #

次の作業

Configure one or more policy classes for the statistics threshold policy. For more information, see "Configuring
a Server and Server Component Statistics Threshold Policy Class, （738ページ）."

Deleting a Server and Server Component Statistics Threshold Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters organization mode for the specified
organization. To enter the root organization
mode, type / as the org-name .

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Deletes the specified statistics threshold policy.UCS-A /org # delete
stats-threshold-policy policy-name

ステップ 2   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

The following example deletes the server and server component statistics threshold policy named
ServStatsPolicy and commits the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete stats-threshold-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

Configuring a Server and Server Component Statistics Threshold Policy Class

はじめる前に

Configure or identify the server and server component statistics threshold policy that will contain the policy
class. For more information, see "Configuring a Server and Server Component Statistics Threshold Policy,
（737ページ）."
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters organization mode for the specified
organization. To enter the root organization mode,
type / as the org-name .

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

Enters organization statistics threshold policy mode.UCS-A /org # scope
stats-threshold-policy policy-name

ステッ

プ 2   

Creates the specified statistics threshold policy class
and enters organization statistics threshold policy class

UCS-A /org/stats-threshold-policy #
create class class-name

ステッ

プ 3   
mode. The class-name argument can be any of the
class name keywords available for the particular
statistics threshold policy being configured. To see a
list of the available class name keywords, enter the
create class ? command in organization statistics
threshold policy mode.

You can configure multiple classes for the
statistics threshold policy.

（注）

Creates the specified statistics threshold policy class
property and enters organization statistics threshold

UCS-A /org/stats-threshold-policy /class
# create property property-name

ステッ

プ 4   
policy class property mode. The property-name
argument can be any of the property name keywords
available for the particular policy class being
configured. To see a list of the available property name
keywords, enter the create property ? command in
organization statistics threshold policy class mode.

You can configure multiple properties for
the policy class.

（注）

Specifies the normal value for the class property. The
value format can vary depending on the class property

UCS-A
/org/stats-threshold-policy/class/property
# set normal-value value

ステッ

プ 5   
being configured. To see the required format, enter
the set normal-value ? command in organization
statistics threshold policy class property mode.

Creates the specified threshold value for the class
property and enters organization statistics threshold
policy class property threshold value mode.

UCS-A /org/stats-threshold-policy
/class/property # create threshold-value
{above-normal | below-normal}

ステッ

プ 6   

{cleared | condition | critical | info |
major |minor | warning}

You can configure multiple threshold
values for the class property.

（注）

Specifies the de-escalating or escalating class property
threshold value. The value format can vary depending

UCS-A /org/stats-threshold-policy
/class/property/threshold-value # set
{deescalating | escalating} value

ステッ

プ 7   
on the class property threshold value being configured.
To see the required format, enter the set deescalating
? or set escalating ? command in organization
statistics threshold policy class property threshold
value mode.
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目的コマンドまたはアクション

You can specify both de-escalating and
escalating class property threshold values.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /org/stats-threshold-policy
/class/property/threshold-value #
commit-buffer

ステッ

プ 8   

The following example creates the server and server component statistics threshold policy class for CPU
statistics, creates a CPU temperature property, specifies that the normal CPU temperature is 48.5° C, creates
an above normal warning threshold of 50° C, and commits the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope stats-threshold-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/stats-threshold-policy* # create class cpu-stats
UCS-A /org/stats-threshold-policy/class* # create property cpu-temp
UCS-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 48.5
UCS-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
warning
UCS-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating 50.0
UCS-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
UCS-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #

Deleting a Server and Server Component Statistics Threshold Policy Class

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters organization mode for the specified
organization. To enter the root organization
mode, type / as the org-name .

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Enters the specified statistics threshold policy.UCS-A /org # scope
stats-threshold-policy policy-name

ステップ 2   

Deletes the specified statistics threshold policy
class from the policy.

UCS-A /org/stats-threshold-policy #
delete class class-name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /org/stats-threshold-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example deletes the server and server component statistics threshold policy class for CPU
statistics and commits the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope stats-threshold-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/stats-threshold-policy* # delete class cpu-stats
UCS-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/stats-threshold-policy #
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Uplink Ethernet Port Statistics Threshold Policy Configuration

Configuring an Uplink Ethernet Port Statistics Threshold Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Ethernet uplink mode.UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

Enters Ethernet uplink statistics threshold policy mode.UCS-A /eth-uplink # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

You cannot create (or delete) an uplink
Ethernet port statistics threshold policy. You
can only enter (scope to) the existing default
policy.

（注）

（任意）
Provides a description for the policy.

UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy
# set descr description

ステップ 3   

If your description includes spaces, special
characters, or punctuation, you must begin
and end your description with quotation
marks. The quotation marks will not appear
in the description field of any show
command output.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

The following example enters the default uplink Ethernet port threshold policy, provides a description for the
policy, and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink* # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy* # set descr "Uplink Ethernet port stats threshold
policy."
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy #

次の作業

Configure one or more policy classes for the statistics threshold policy. For more information, see "Configuring
an Uplink Ethernet Port Statistics Threshold Policy Class, （742ページ）."
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Configuring an Uplink Ethernet Port Statistics Threshold Policy Class

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Ethernet uplink mode.UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

Enters Ethernet uplink statistics threshold policy mode.UCS-A /eth-uplink # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

Creates the specified statistics threshold policy class and
enters Ethernet uplink statistics threshold policy classmode.

UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy
# create class class-name

ステップ 3   

The class-name argument can be any of the class name
keywords available for the particular statistics threshold
policy being configured. To see a list of the available class
name keywords, enter the create class ? command in
Ethernet uplink statistics threshold policy mode.

You can configure multiple classes for the
statistics threshold policy.

（注）

Creates the specified statistics threshold policy class
property and enters Ethernet uplink statistics threshold

UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy

ステップ 4   

policy class property mode. The property-name argument/class # create property
property-name can be any of the property name keywords available for

the particular policy class being configured. To see a list
of the available property name keywords, enter the create
property ? command in Ethernet uplink statistics threshold
policy class mode.

You can configure multiple properties for the
policy class.

（注）

Specifies the normal value for the class property. The value
format can vary depending on the class property being

UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy
/class/property # set normal-value
value

ステップ 5   

configured. To see the required format, enter the set
normal-value ? command in Ethernet uplink statistics
threshold policy class property mode.

Creates the specified threshold value for the class property
and enters Ethernet uplink statistics threshold policy class
property threshold value mode.

UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy
/class/property # create

ステップ 6   

threshold-value {above-normal You can configure multiple threshold values
for the class property.

（注）| below-normal} {cleared |
condition | critical | info |major
|minor | warning}

Specifies the de-escalating or escalating class property
threshold value. The value format can vary depending on

UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy
/class/property/threshold-value #

ステップ 7   

the class property threshold value being configured. To see
set {deescalating | escalating}
value

the required format, enter the set deescalating ? or set
escalating ? command in Ethernet uplink statistics
threshold policy class property threshold value mode.
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目的コマンドまたはアクション

You can specify both de-escalating and
escalating class property threshold values.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A
/eth-uplink/stats-threshold-policy

ステップ 8   

/class/property/threshold-value #
commit-buffer

The following example creates the uplink Ethernet port statistics threshold policy class for Ethernet error
statistics, creates a cyclic redundancy check (CRC) error count property, specifies that the normal CRC error
count for each polling interval is 1000, creates an above normal warning threshold of 1250, and commits the
transaction:
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink* # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy* # create class ether-error-stats
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy/class* # create property crc-delta
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 1000
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
warning
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating
1250
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #

Deleting an Uplink Ethernet Port Statistics Threshold Policy Class

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Ethernet uplink mode.UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

Enters Ethernet uplink statistics threshold
policy mode.

UCS-A /eth-uplink # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

Deletes the specified statistics threshold
policy class from the policy.

UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy #
delete class class-name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example deletes the uplink Ethernet port statistics threshold policy class for Ethernet error
statistics and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy # delete class ether-error-stats
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/stats-threshold-policy #
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Server Port, Chassis, and Fabric Interconnect Statistics Threshold Policy Configuration

Configuring a Server Port, Chassis, and Fabric Interconnect Statistics Threshold Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Ethernet server mode.UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

Enters Ethernet server statistics threshold policy mode.UCS-A /eth-server # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

You cannot create (or delete) a server port,
chassis, and fabric interconnect statistics
threshold policy. You can only enter (scope
to) the existing default policy.

（注）

（任意）
Provides a description for the policy.

UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy
# set descr description

ステップ 3   

If your description includes spaces, special
characters, or punctuation, you must begin
and end your description with quotation
marks. The quotation marks will not appear
in the description field of any show
command output.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

The following example enters the default server port, chassis, and fabric interconnect statistics threshold
policy, provides a description for the policy, and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server* # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy* # set descr "Server port, chassis, and fabric
interconnect stats threshold policy."
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy #

次の作業

Configure one or more policy classes for the statistics threshold policy. For more information, see "Configuring
a Server Port, Chassis, and Fabric Interconnect Statistics Threshold Policy Class, （745ページ）."
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Configuring a Server Port, Chassis, and Fabric Interconnect Statistics Threshold Policy Class

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Ethernet server mode.UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

Enters Ethernet server statistics threshold policy mode.UCS-A /eth-server # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

Creates the specified statistics threshold policy class and
enters Ethernet server statistics threshold policy class mode.

UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy
# create class class-name

ステップ 3   

The class-name argument can be any of the class name
keywords available for the particular statistics threshold
policy being configured. To see a list of the available class
name keywords, enter the create class ? command in
Ethernet server statistics threshold policy mode.

You can configure multiple classes for the
statistics threshold policy.

（注）

Creates the specified statistics threshold policy class
property and enters Ethernet server statistics threshold

UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy

ステップ 4   

policy class property mode. The property-name argument/class # create property
property-name can be any of the property name keywords available for

the particular policy class being configured. To see a list
of the available property name keywords, enter the create
property ? command in Ethernet server statistics threshold
policy class mode.

You can configure multiple properties for the
policy class.

（注）

Specifies the normal value for the class property. The value
format can vary depending on the class property being

UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy
/class/property # set normal-value
value

ステップ 5   

configured. To see the required format, enter the set
normal-value ? command in Ethernet server statistics
threshold policy class property mode.

Creates the specified threshold value for the class property
and enters Ethernet server statistics threshold policy class
property threshold value mode.

UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy
/class/property # create

ステップ 6   

threshold-value {above-normal You can configure multiple threshold values
for the class property.

（注）| below-normal} {cleared |
condition | critical | info |major
|minor | warning}

Specifies the de-escalating or escalating class property
threshold value. The value format can vary depending on

UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy
/class/property/threshold-value #

ステップ 7   

the class property threshold value being configured. To see
set {deescalating | escalating}
value

the required format, enter the set deescalating ? or set
escalating ? command in Ethernet server statistics
threshold policy class property threshold value mode.

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 745

Configuring Statistics Threshold Policies



目的コマンドまたはアクション

You can specify both de-escalating and
escalating class property threshold values.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A
/eth-server/stats-threshold-policy

ステップ 8   

/class/property/threshold-value #
commit-buffer

The following example creates the server port, chassis, and fabric interconnect statistics threshold policy class
for chassis statistics, creates an input power (Watts) property, specifies that the normal power is 8kW, creates
an above normal warning threshold of 11kW, and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server* # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy* # create class chassis-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # create property input-power
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 8000.0
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
warning
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating
11000.0
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #

Deleting a Server Port, Chassis, and Fabric Interconnect Statistics Threshold Policy Class

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Ethernet server mode.UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

Enters Ethernet server statistics threshold
policy mode.

UCS-A /eth-server # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

Deletes the specified statistics threshold
policy class from the policy.

UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy #
delete class class-name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example deletes the server port, chassis, and fabric interconnect statistics threshold policy class
for chassis statistics and commits the transaction:
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server* # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy* # delete class chassis-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy #
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Fibre Channel Port Statistics Threshold Policy Configuration

Configuring a Fibre Channel Port Statistics Threshold Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Fibre Channel uplink mode.UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

Enters Fibre Channel uplink statistics threshold policy
mode.

UCS-A /fc-uplink # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

You cannot create (or delete) an uplink Fibre
Channel port statistics threshold policy. You
can only enter (scope to) the existing default
policy.

（注）

（任意）
Provides a description for the policy.

UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy #
set descr description

ステップ 3   

If your description includes spaces, special
characters, or punctuation, you must begin
and end your description with quotation
marks. The quotation marks will not appear
in the description field of any show
command output.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example enters the default uplink Fibre Channel port statistics threshold policy, provides a
description for the policy, and commits the transaction:
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink* # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy* # set descr "Uplink Fibre Channel stats threshold
policy."
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy #

次の作業

Configure one or more policy classes for the statistics threshold policy. For more information, see "Configuring
a Fibre Channel Port Statistics Threshold Policy Class, （748ページ）."
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Configuring a Fibre Channel Port Statistics Threshold Policy Class

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Fibre Channel uplink mode.UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

Enters Fibre Channel uplink statistics threshold policy
mode.

UCS-A /fc-uplink # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

Creates the specified statistics threshold policy class and
enters Fibre Channel uplink statistics threshold policy class

UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy #
create class class-name

ステップ 3   

mode. The class-name argument can be any of the class
name keywords available for the particular statistics
threshold policy being configured. To see a list of the
available class name keywords, enter the create class ?
command in Fibre Channel uplink statistics threshold policy
mode.

You can configure multiple classes for the
statistics threshold policy.

（注）

Creates the specified statistics threshold policy class
property and enters Fibre Channel uplink statistics threshold

UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy

ステップ 4   

policy class property mode. The property-name argument/class # create property
property-name can be any of the property name keywords available for the

particular policy class being configured. To see a list of the
available property name keywords, enter the create
property ? command in Fibre Channel uplink statistics
threshold policy class mode.

You can configure multiple properties for the
policy class.

（注）

Specifies the normal value for the class property. The value
format can vary depending on the class property being

UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy
/class/property # set
normal-value value

ステップ 5   

configured. To see the required format, enter the set
normal-value ? command in Fibre Channel uplink
statistics threshold policy class property mode.

Creates the specified threshold value for the class property
and enters Fibre Channel uplink statistics threshold policy
class property threshold value mode.

UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy
/class/property # create

ステップ 6   

threshold-value {above-normal You can configure multiple threshold values for
the class property.

（注）| below-normal} {cleared |
condition | critical | info |major
|minor | warning}

Specifies the de-escalating or escalating class property
threshold value. The value format can vary depending on

UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy
/class/property/threshold-value #

ステップ 7   

the class property threshold value being configured. To see
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目的コマンドまたはアクション

the required format, enter the set deescalating ? or set
escalating ? command in Fibre Channel uplink statistics
threshold policy class property threshold value mode.

set {deescalating | escalating}
value

You can specify both de-escalating and
escalating class property threshold values.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A
/fc-uplink/stats-threshold-policy

ステップ 8   

/class/property/threshold-value #
commit-buffer

The following example creates the uplink Fibre Channel port statistics threshold policy class for Fibre Channel
statistics, creates an average bytes received property, specifies that the normal average number of bytes
received for each polling interval is 150MB, creates an above normal warning threshold of 200MB, and
commits the transaction:
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink* # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy* # create class fc-stats
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class* # create property bytes-rx-avg
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 150000000
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
warning
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating
200000000
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #

Deleting an Uplink Fibre Channel Port Statistics Threshold Policy Class

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters Fibre Channel uplink mode.UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

Enters Fibre Channel uplink statistics
threshold policy mode.

UCS-A /fc-uplink # scope
stats-threshold-policy default

ステップ 2   

Deletes the specified statistics threshold
policy class from the policy.

UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy #
delete class class-name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example deletes the uplink Fibre Channel port statistics threshold policy class for Fibre Channel
statistics and commits the transaction:
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope stats-threshold-policy default
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UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy # delete class fc-stats
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/stats-threshold-policy #
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第 45 章

Call Home の設定

この章は、次の項で構成されています。

• Call Home, 751 page

• Call Homeの考慮事項とガイドライン, 753 ページ

• Cisco UCSの障害と Call Homeの重大度, 754 page

• Cisco Smart Call Home, 755 ページ

• Anonymous Reporting, 756 ページ

• Configuring Call Home, 756 ページ

• Disabling Call Home, 759 ページ

• Enabling Call Home, 759 ページ

• Configuring System Inventory Messages, 760 ページ

• Configuring Call Home Profiles, 761 ページ

• Sending a Test Call Home Alert, 764 ページ

• Configuring Call Home Policies, 765 ページ

• Configuring Anonymous Reporting, 768 ページ

• Example: Configuring Call Home for Smart Call Home, 770 ページ

Call Home
Call Homeでは、重要なシステムポリシーに対して電子メールベースの通知が提供されます。ポ
ケットベルサービスや XMLベースの自動化された解析アプリケーションとの互換性のために、
さまざまなメッセージフォーマットが用意されています。この機能を使用して、ネットワーク

サポートエンジニアにポケットベルで連絡したり、ネットワークオペレーションセンターに電

子メールを送信したりできます。また、Cisco Smart Call Homeサービスを使用して TACのケース
を生成できます。
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CallHome機能では、診断情報および環境の障害とイベントに関する情報が含まれるアラートメッ
セージを配信できます。

Call Home機能では、複数の受信者（Call Home宛先プロファイルと呼びます）にアラートを配信
できます。各プロファイルには、設定可能なメッセージフォーマットとコンテンツカテゴリが

含まれます。 Cisco TACへアラートを送信するための宛先プロファイルが事前に定義されていま
すが、独自の宛先プロファイルを定義することもできます。

メッセージを送信するように Call Homeを設定すると、UCS Managerは CLIの適切なshowコマン
ドを実行し、そのコマンドの出力をメッセージに添付します。

Cisco UCSでは、Call Homeメッセージが次のフォーマットで配信されます。

• 1または 2行で障害を説明する、ポケットベルや印刷レポートに適したショートテキスト
フォーマット。

•詳細な情報を十分に書式が整えられたメッセージで提供する、ユーザが読むのに適したフル
テキストフォーマット。

• Extensible Markup Language（XML）と Adaptive Messaging Language（AML）XML schema
definition（XSD）を使用する、コンピュータで読み取り可能な XMLフォーマット。 AML
XSDはhttp://www.cisco.comで公開されています。 XMLフォーマットでは、シスコの TACと
の通信が可能になります。

『faults and error msgs guide』を参照してください。
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次の図に、Call Homeが設定されたシステムで Cisco UCS障害がトリガーされた後のイベントの流
れを示します。

Figure 2: 障害発生後のイベントの流れ

Call Home の考慮事項とガイドライン
Call Homeの設定方法は、機能の使用目的によって異なります。Call Homeを設定する前に考慮す
べき情報には次のものがあります。
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宛先プロファイル

少なくとも 1つの宛先プロファイルを設定する必要があります。使用する 1つまたは複数の宛先
プロファイルは、受信エンティティがポケットベル、電子メール、または自動化されたサービス

（Cisco Smart Call Homeなど）のいずれであるかによって異なります。

宛先プロファイルで電子メールメッセージ配信を使用する場合は、Call Homeを設定するときに
シンプルメール転送プロトコル（SMTP）サーバを指定する必要があります。

連絡先情報

受信者が Cisco UCSドメインからの受信メッセージの発信元を判別できるように、連絡先の電子
メール、電話番号、および所在地住所の情報を設定する必要があります。

システムインベントリを送信して登録プロセスを開始した後、Cisco Smart Call Homeはこの電子
メールアドレスに登録の電子メールを送信します。

電子メールアドレスに #（ハッシュ記号）、スペース、&（アンパサンド）などの特殊文字が含
まれていると、電子メールサーバが電子メールメッセージをそのアドレスに配信できないことが

あります。 RFC2821および RFC2822に準拠し、7ビット ASCII文字のみを含む電子メールアド
レスを使用することをお勧めします。

電子メールサーバまたは HTTP サーバへの IP 接続

ファブリックインターコネクトに、電子メールサーバまたは宛先 HTTPサーバへの IP接続を与
える必要があります。クラスタ設定の場合は、両方のファブリックインターコネクトに IP接続
を与える必要があります。この接続により、現在のアクティブなファブリックインターコネクト

でCall Home電子メールメッセージを送信できることが保証されます。これらの電子メールメッ
セージの発信元は、常にファブリックインターコネクトの IPアドレスになります。クラスタ設
定で Cisco UCS Managerにより割り当てられた仮想 IPアドレスが、電子メールの発信元になるこ
とはありません。

Smart Call Home

Cisco Smart Call Homeを使用する場合は、次のことが必要です。

•設定するデバイスが、有効なサービス契約でカバーされている必要があります。

• Cisco UCS内で Smart Call Home設定と関連付けられるカスタマー IDは、Smart Call Homeが
含まれるサポート契約と関連付けられている CCO（Cisco.com）アカウント名にする必要が
あります。

Cisco UCSの障害と Call Home の重大度
Call Homeは複数の Cisco製品ラインにまたがって存在するため、独自に標準化された重大度が開
発されています。次の表に、基礎をなす Cisco UCSの障害レベルと Call Homeの重大度とのマッ
ピングを示します。 Call Homeのプロファイルにレベルを設定するときには、このマッピングを
理解しておくことが必要です。
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Table 15: 障害と Call Home の重大度のマッピング

Call Home での意味Cisco UCSFaultCall Home の重大度

ネットワーク全体に壊滅的な障害が発生

しています。

該当なし(9) Catastrophic

ネットワークに重大な影響が及びます。該当なし(8) Disaster

システムが使用不可能な状態。該当なし(7) Fatal

クリティカルな状態、ただちに注意が必

要。

Critical(6) Critical

重大な状態。Major(5) Major

軽微な状態。Minor(4) Minor

警告状態。警告（Warning）(3) Warning

基本的な通知と情報メッセージ。他と関

係しない、重要性の低い障害です。

Info(2) Notification

通常のイベント。通常の状態に戻ること

を意味します。

Clear(1) Normal

デバッグメッセージ。該当なし(0) debug

Cisco Smart Call Home
Cisco Smart Call Homeは、Cisco UCSの Call Home機能を強化するWebアプリケーションです。
Smart Call Homeにより、予防的な診断および重要なシステムイベントのリアルタイムの電子メー
ルアラートが提供されます。それにより、ネットワークの可用性が高まり、運用効率が向上しま

す。 Smart Call Homeは、Cisco UCSの Cisco Unified Computing Support Serviceと Cisco Unified
Computing Mission Critical Support Serviceによって提供されるセキュア接続のサービスです。

Smart Call Homeを使用するには、次のものが必要です。（注）

•対応するCiscoUnified Computing Support Service契約またはCiscoUnified ComputingMission
Critical Support Service契約と関連付けられた CCO ID

•登録されるデバイス用の Cisco Unified Computing Support Serviceまたは Cisco Unified
Computing Mission Critical Support Service
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Smart Call Home電子メールアラートを Smart Call Home SystemまたはセキュアなTransport Gateway
のいずれかに送信するように、CiscoUCSManagerを設定し、登録できます。セキュアなTransport
Gatewayに送信された電子メールアラートは、HTTPSを使用して Smart Call Home Systemに転送
されます。

セキュリティ上の理由から、Transport Gatewayオプションの使用を推奨します。 Transport
Gatewayは、シスコからダウンロードできます。

（注）

Smart Call Homeを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

• Smart Call Home機能をイネーブルにします。

•連絡先情報を設定します。

•電子メール情報を設定します。

• SMTPサーバ情報を設定します。

•デフォルトの CiscoTAC-1プロファイルを設定します。

• Smart Call Homeインベントリメッセージを送信して、登録プロセスを開始します。

• Cisco UCSドメインドメインの Call Home Customer IDとして使用する予定の CCO IDに、そ
の資格として登録の契約番号が追加されていることを確認します。この IDは、CCOのProfile
Managerの Additional Accessの下にあるアカウントプロパティ内で更新できます。

Anonymous Reporting
After you upgrade to the latest release of Cisco UCS Manager, by default, you are prompted with a dialog
box to enable anonymous reporting.

To enable anonymous reporting, you need to enter details about the SMTP server and the data file that is
stored on the fabric switch. This report is generated every seven days and is compared with the previous
version of the same report. When Cisco UCS Manager identifies changes in the report, the report is sent as
an e-mail.

Configuring Call Home

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope
callhome

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Enables Call Home.UCS-A /monitoring/callhome #
enable

ステップ 3   

Specifies the name of the main Call Home contact
person.

UCS-A /monitoring/callhome # set
contact name

ステップ 4   

Specifies the email address of the main Call Home
contact person.

UCS-A /monitoring/callhome # set
email email-addr

ステップ 5   

電子メールアドレスに #（ハッシュ記
号）、スペース、&（アンパサンド）
などの特殊文字が含まれていると、電

子メールサーバが電子メールメッセー

ジをそのアドレスに配信できないこと

があります。RFC2821およびRFC2822
に準拠し、7ビット ASCII文字のみを
含む電子メールアドレスを使用するこ

とをお勧めします。

（注）

Specifies the phone number of the main Call Home
contact person. The phone number must be in

UCS-A /monitoring/callhome # set
phone-contact phone-num

ステップ 6   

international format, starting with a + (plus sign) and
a country code.

Specifies the street address of the main Call Home
contact person.

UCS-A /monitoring/callhome # set
street-address street-addr

ステップ 7   

Enter up to 255 ASCII characters.

Specifies the CCO identification number that includes
the contract numbers for the support contract in its

UCS-A /monitoring/callhome # set
customer-id id-num

ステップ 8   

entitlements. The number can be up to 255
alphanumeric characters in free format.

Specifies the contract identification number from the
service agreement. The number can be up to 255
alphanumeric characters in free format.

UCS-A /monitoring/callhome # set
contract-id id-num

ステップ 9   

Specifies the site identification number from the service
agreement. The number can be up to 255 alphanumeric
characters in free format.

UCS-A /monitoring/callhome # set
site-id id-num

ステップ 10   

Specifies the email address to use for the From field
in Call Home messages.

UCS-A /monitoring/callhome # set
from-email email-addr

ステップ 11   

Specifies the email address to use for the Reply To
field in Call Home messages.

UCS-A /monitoring/callhome # set
reply-to-email email-addr

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

Specifies the hostname, IPv4 or IPv6 address of the
SMTP server that Call Home uses to send email
messages.

UCS-A /monitoring/callhome # set
hostname {hostname |
ip-addr|ip6-addr}

ステップ 13   

Specifies the SMTP server port that Call Home uses
to send email messages. Valid port numbers are 1 to
65535.

UCS-A /monitoring/callhome # set
port port-num

ステップ 14   

Enables or disables Call Home throttling. When
enabled, throttling prevents too many Call Home email

UCS-A /monitoring/callhome # set
throttling {off | on}

ステップ 15   

messages from being sent for the same event. By
default, throttling is enabled.

Specifies the urgency level for Call Home email
messages. In the context of a large UCS deployment

UCS-A /monitoring/callhome # set
urgency {alerts | critical |

ステップ 16   

with several pairs of fabric interconnects, the urgencydebugging | emergencies | errors
level potentially allows you to attach significance to| information | notifications |

warnings} Call Home messages from one particular Cisco UCS
ドメイン versus another. In the context of a small
UCS deployment involving only two fabric
interconnects, the urgency level holds little meaning.

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /monitoring/callhome #
commit-buffer

ステップ 17   

The following example configures Call Home with and IPv4 hostname and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring* # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome* # enable
UCS-A /monitoring/callhome* # set contact "Steve Jones"
UCS-A /monitoring/callhome* # set email admin@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set phone-contact +1-001-408-555-1234
UCS-A /monitoring/callhome* # set street-address "123 N. Main Street, Anytown, CA, 99885"
UCS-A /monitoring/callhome* # set customer-id 1234567
UCS-A /monitoring/callhome* # set contract-id 99887766
UCS-A /monitoring/callhome* # set site-id 5432112
UCS-A /monitoring/callhome* # set from-email person@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set reply-to-email person@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set hostname 192.168.100.12
UCS-A /monitoring/callhome* # set port 25
UCS-A /monitoring/callhome* # set throttling on
UCS-A /monitoring/callhome* # set urgency information
UCS-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome #
The following example configures Call Home with and IPv6 hostname and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring* # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome* # enable
UCS-A /monitoring/callhome* # set contact "Steve Jones"
UCS-A /monitoring/callhome* # set email admin@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set phone-contact +1-001-408-555-1234
UCS-A /monitoring/callhome* # set street-address "123 N. Main Street, Anytown, CA, 99885"
UCS-A /monitoring/callhome* # set customer-id 1234567
UCS-A /monitoring/callhome* # set contract-id 99887766
UCS-A /monitoring/callhome* # set site-id 5432112
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UCS-A /monitoring/callhome* # set from-email person@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set reply-to-email person@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set hostname 2001::25
UCS-A /monitoring/callhome* # set port 25
UCS-A /monitoring/callhome* # set throttling on
UCS-A /monitoring/callhome* # set urgency information
UCS-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome #

Disabling Call Home

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enables Call Home.UCS-A /monitoring/callhome # disableステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example disables Call Home and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # disable
UCS-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome #

Enabling Call Home

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enables Call Home.UCS-A /monitoring/callhome # enableステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example enables Call Home and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 759

Disabling Call Home



UCS-A /monitoring/callhome # enable
UCS-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome #

Configuring System Inventory Messages

Configuring System Inventory Messages

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enters monitoring call home inventory mode.UCS-A /monitoring/callhome # scope
inventory

ステップ 3   

Enables or disables the sending of inventory
messages. When the on keyword is

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set send-periodically {off | on}

ステップ 4   

specified, inventory messages are
automatically sent to the Call Home database.

Specifies the time interval (in days) at which
inventory messages will be sent.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set interval-days interval-num

ステップ 5   

Specifies the hour (using 24-hour format) that
inventory messages are sent.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set timeofday-hour hour

ステップ 6   

Specifies the number of minutes after the hour
that inventory messages are sent.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set timeofday-minute minute

ステップ 7   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# commit-buffer

ステップ 8   

The following example configures Call Home system inventory messages and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring* # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome* # scope inventory
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set send-periodically on
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set interval-days 15
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-hour 21
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-minute 30
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/inventory #

Sending a System Inventory Message
Use this procedure if you need to manually send a system inventorymessage outside of the scheduledmessages.
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The system inventory message is sent only to those recipients defined in CiscoTAC-1 profile.（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enters monitoring call home inventory
mode.

UCS-A /monitoring/callhome # scope
inventory

ステップ 3   

Sends the system inventory message to
the Call Home database.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory #
send

ステップ 4   

The following example sends the system inventory message to the Call Home database:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # scope inventory
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # send

Configuring Call Home Profiles

Call Home プロファイル
Call Homeプロファイルは、指定した受信者に送信されるアラートを決定します。プロファイル
を設定して、必要な重大度のイベントと障害に対する電子メールアラート、およびアラートのカ

テゴリを表す特定のアラートグループに対する電子メールアラートを送信できます。また、こ

れらのプロファイルを使用して特定の受信者およびアラートグループのセットに対してアラート

の形式を指定することもできます。

アラートグループおよび Call Homeプロファイルによって、アラートをフィルタリングし、特定
のプロファイルがアラートの特定のカテゴリだけを受信できるようにすることができます。たと

えば、データセンターにはファンおよび電源の問題を処理するハードウェアのチームがある場合

があります。このハードウェアのチームは、サーバの POST障害やライセンスの問題は扱いませ
ん。ハードウェアチームが関連したアラートだけを受信するようにするには、ハードウェアチー

ムの Call Homeプロファイルを作成し、「環境」アラートグループだけをチェックします。

デフォルトでは、Cisco TAC-1プロファイルを設定する必要があります。ただし、指定したレベ
ルのイベントが発生したときに電子メールアラートを 1つ以上のアラートグループに送るための
追加プロファイルを作成し、それらのアラートについて適切な量の情報とともに受信者を指定す

ることもできます。

たとえば、高い重大度の障害に対して次の 2つのプロファイルを設定できます。
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•アラートグループにアラートを送信する短いテキスト形式のプロファイル。このグループ
のメンバーは、障害に関する 1～ 2行の説明を受け取ります（この説明を使用して問題を追
跡できます）。

• CiscoTACアラートグループにアラートを送信する XML形式のプロファイル。このグルー
プのメンバーは、マシンが読み取り可能な形式で詳細なメッセージを受け取ります（Cisco
Systems Technical Assistance Center推奨）。

Configuring a Call Home Profile
By default, you must configure the Cisco TAC-1 profile, However, you can also create additional profiles to
send email alerts to one or more specified groups when events occur at the level that you specify.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enters monitoring call home profile mode.UCS-A /monitoring/callhome # create
profile profile-name

ステップ 3   

Specifies the event level for the profile. Each
profile can have its own unique event level.

UCS-A /monitoring/callhome/profile #
set level {critical | debug | disaster |

ステップ 4   

fatal |major |minor | normal |
notification | warning}

Cisco UCS faults that are greater than or equal to
the event level will trigger this profile.

Specifies one or more groups that are alerted based
on the profile. The group-name argument can be

UCS-A /monitoring/callhome/profile #
set alertgroups group-name

ステップ 5   

one or more of the following keywords entered on
the same command line:• ciscotac

• diagnostic

• environmental

• inventory

• license

• lifecycle

• linecard

• supervisor

• syslogport

• system

• test
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目的コマンドまたはアクション

（任意）
Adds one or more groups to the existing list of
groups that are alerted based on the Call Home
profile.

UCS-A /monitoring/callhome/profile #
add alertgroups group-names

ステップ 6   

You must use the add alertgroups
command to add more alert groups to
the existing alert group list. Using the
set alertgroups commandwill replace
any pre-existing alert groups with a
new group list.

（注）

Specifies the formatting method to use for the
e-mail messages.

UCS-A /monitoring/callhome/profile #
set format {shorttxt | xml}

ステップ 7   

Specifies the maximum size (in characters) of the
email message.

UCS-A /monitoring/callhome/profile #
set maxsize id-num

ステップ 8   

Specifies the email address to which Call Home
alerts should be sent. Use multiple create

UCS-A /monitoring/callhome/profile #
create destination email-addr

ステップ 9   

destination commands in monitoring call home
profile mode to specify multiple email recipients.
Use the delete destination command in
monitoring call home profile mode to delete a
specified email recipient.

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A
/monitoring/callhome/profile/destination
# commit-buffer

ステップ 10   

The following example configures a Call Home profile and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring* # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome* # create profile TestProfile
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set level normal
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set alertgroups test diagnostic
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set format xml
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set maxsize 100000
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # create destination admin@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome/profile/destination* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/profile/destination #
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Deleting a Call Home Profile

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Deletes the specified profile.UCS-A /monitoring/callhome # delete
profile profile-name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example deletes the Call Home profile named TestProfile and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # delete profile TestProfile
UCS-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome #

Sending a Test Call Home Alert

はじめる前に

Configure Call Home and a Call Home Profile.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Sends a test Call Home alert. The test Call Home
alert must specify all alert-* parameters or Cisco

UCS-A /monitoring/callhome #
send-test-alert {[alert-group {diagnostic

ステップ 3   

UCS Manager cannot generate the test message.
The alert-* parameters include the following:

| environmental}] [alert-level {critical |
debug | fatal |major |minor | normal |
notify | warning}] [alert-message-type

• alert-description—Alert description{conf | diag | env | inventory | syslog | test}]
[alert-message-subtype {delta | full | • alert-group—Alert group
goldmajor | goldminor | goldnormal |

• alert-level—Event severity levelmajor |minor | nosubtype | test}]
[alert-description description]} • alert-message-type—Message type

• alert-message-subtype—Message subtype
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目的コマンドまたはアクション

When a test Call Home alert is sent, Call Home
responds as it would to any other alert and delivers
it to the configured destination email addresses.

The following example sends a test Call Home alert to the configured destination email address of the
environmental alert group:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # send-test-alert alert-group diagnostic
alert-level critical alert-message-type test alert-message-subtype major
alert-description "This is a test alert"

Configuring Call Home Policies

Call Home ポリシー
Call Homeポリシーは、特定の種類の障害またはシステムイベントに対して Call Homeアラート
を送信するかどうかを決定します。デフォルトでは、特定の種類の障害およびシステムイベント

に対してアラートを送信するよう Call Homeがイネーブルになります。ただし、Cisco UCSが特
定の種類を処理しないよう設定できます。

ある種類の障害またはイベントに対してアラートをディセーブルするには、その種類に対してCall
Homeポリシーを作成する必要があります。まず最初にその種類に対してポリシーを作成し、次に
ポリシーをディセーブルにします。

Configuring a Call Home Policy

By default, email alerts are sent for all critical system events. However, you can optionally configure Call
Home policies to enable or disable sending email alerts for other critical system events.

ヒント

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Creates the specified policy and enters
monitoring call home policy mode.

UCS-A /monitoring/callhome # create policy
{equipment-inoperable | fru-problem |
identity-unestablishable | thermal-problem
| voltage-problem}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

Disables or enables the sending of email
alerts for the specified policy.

UCS-A /monitoring/callhome/policy #
{disabled | enabled}

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome/policy #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example creates a Call Home policy that disables the sending of email alerts for system events
pertaining to voltage problems and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring* # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome* # create policy voltage-problem
UCS-A /monitoring/callhome/policy* # disabled
UCS-A /monitoring/callhome/policy* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/policy #

Disabling a Call Home Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enters monitoring call home policy
mode for the specified policy.

UCS-A /monitoring/callhome # scope policy
{equipment-inoperable | fru-problem |
identity-unestablishable | thermal-problem |
voltage-problem}

ステップ 3   

Disables the specified policy.UCS-A /monitoring/callhome/policy # disableステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome/policy #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example disables the Call Home policy named voltage-problem and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # scope policy voltage-problem
UCS-A /monitoring/callhome/policy # disable
UCS-A /monitoring/callhome/policy* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/policy #
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Enabling a Call Home Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enters monitoring call home policy
mode for the specified policy.

UCS-A /monitoring/callhome # scope policy
{equipment-inoperable | fru-problem |
identity-unestablishable | thermal-problem |
voltage-problem}

ステップ 3   

Enables the specified policy.UCS-A /monitoring/callhome/policy # enableステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome/policy #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example enables the Call Home policy named voltage-problem and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # scope policy voltage-problem
UCS-A /monitoring/callhome/policy # enable
UCS-A /monitoring/callhome/policy* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/policy #

Deleting a Call Home Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Deletes the specified policyUCS-A /monitoring/callhome # delete policy
{equipment-inoperable | fru-problem |

ステップ 3   

identity-unestablishable | thermal-problem |
voltage-problem}

Commits the transaction to the
system configuration.

UCS-A /monitoring/callhome # commit-bufferステップ 4   

The following example deletes the Call Home policy named voltage-problem and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
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UCS-A /monitoring/callhome # delete policy voltage-problems
UCS-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome #

Configuring Anonymous Reporting

Enabling Anonymous Reporting
You can enable anonymous reporting on the call home server.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A # scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A/monitoring # scope callhomeステップ 2   

（任意）
Displays if anonymous reporting is
enabled or disabled.

UCS-A/monitoring/callhome # show
anonymous-reporting

ステップ 3   

Enables anonymous reporting on Smart
Call Home.

UCS-A/monitoring/callhome # enable
anonymous-reporting

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/monitoring/callhome #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to enable anonymous reporting on the Call Home server:
UCS-A # scope monitoring
UCS-A/monitoring #scope callhome
UCS-A/mnitoring/callhome # show anonymous-reporting
Anonymous Reporting:

Admin State
-----------
Off

UCS-A/monitoring/callhome* # enable anonymous-reporting
UCS-A/monitoring/callhome # commit-buffer
UCS-A/monitoring/callhome # show anonymous-reporting
Anonymous Reporting:

Admin State
-----------
On

Disabling Anonymous Reporting
You can disable anonymous reporting on the Call Home server.
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A # scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A/monitoring # scope callhomeステップ 2   

（任意）
Displays if anonymous reporting is
enabled or disabled.

UCS-A/monitoring/callhome # show
anonymous-reporting

ステップ 3   

Disables anonymous reporting on the
Smart Call Home server.

UCS-A/monitoring/callhome # disable
anonymous-reporting

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/monitoring/callhome #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to disable anonymous reporting on the Call Home server:
UCS-A # scope monitoring
UCS-A/monitoring # scope callhome
UCS-A/mnitoring/callhome # show anonymous-reporting
Anonymous Reporting:

Admin State
-----------
On

UCS-A/monitoring/callhome* # disable anonymous-reporting
UCS-A/monitoring/callhome # commit-buffer
UCS-A/monitoring/callhome # show anonymous-reporting
Anonymous Reporting:

Admin State
-----------
Off

Viewing Anonymous Reports
You can view the anonymous reports from the Call Home server.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A # scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call homemode.UCS-A/monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enters anonymous reporting mode.UCS-A/monitoring/callhome # scope
anonymous-reporting

ステップ 3   

Displays the SMTP server address
and server port.

UCS-A/monitoring/callhome/anonymous-reporting
# show detail

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

Displays the anonymous reporting
information.

UCS-A/monitoring/callhome/anonymous-reporting
# show inventory

ステップ 5   

Displays the anonymous report
sample information.

UCS-A/monitoring/callhome/anonymous-reporting
# show content

ステップ 6   

The following example shows how to display anonymous reports from the Call Home server:
UCS-A # scope monitoring
UCS-A/monitoring # scope callhome
UCS-A/monitoring/callhome # scope anonymous-reporting
UCS-A/monitoring/callhome/anonymous-reporting # show detail
UCS-A/monitoring/callhome/anonymous-reporting # show inventory
UCS-A/monitoring/callhome/anonymous-reporting # show content
<anonymousData>
<discreteData
smartCallHomeContract="false"
ethernetMode="EndHost"
fcMode="EndHost"
disjointL2Used="false"
fabricFailoverUsed="false"
numVnicAdaptTempl="3"
numServiceProfiles="7"
updatingSPtemplUsed="false"
initialSPtemplUsed="true"
lanConnPolicyUsed="true"
sanConnPolicyUsed="false"
updatingAdaptTemplUsed="false"
initialAdaptTemplUsed="true"
numMsoftVMnets="10"
numOfVMs="3"
discreteFEX="false"
ucsCentralConnected="false"/>
<bladeUnit
chassisId="1"
slotId="4"
…..

Example: Configuring Call Home for Smart Call Home

Configuring Smart Call Home

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring call home mode.UCS-A /monitoring # scope callhomeステップ 2   

Enables Call Home.UCS-A /monitoring/callhome #
enable

ステップ 3   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
770 OL-31133-02   

Example: Configuring Call Home for Smart Call Home



目的コマンドまたはアクション

Cisco Smart Call Homeによってこの電子メー
ルアドレスに登録メールが送信されます。

UCS-A /monitoring/callhome # set
contact name

ステップ 4   

Specifies the email address of the main Call Home
contact person.

UCS-A /monitoring/callhome # set
email email-addr

ステップ 5   

Cisco Smart Call Home sends the registration
email to this email address.

Specifies the phone number of themain Call Home
contact person. The phone number must be in

UCS-A /monitoring/callhome # set
phone-contact phone-num

ステップ 6   

international format, starting with a + (plus sign)
and a country code.

Specifies the street address of the main Call Home
contact person.

UCS-A /monitoring/callhome # set
street-address street-addr

ステップ 7   

Specifies the CCO identification number that
includes the contract numbers for the support

UCS-A /monitoring/callhome # set
customer-id id-num

ステップ 8   

contract in its entitlements. The number can be up
to 255 alphanumeric characters in free format.

Specifies the contract identification number from
the service agreement. The number can be up to
255 alphanumeric characters in free format.

UCS-A /monitoring/callhome # set
contract-id id-num

ステップ 9   

Specifies the site identification number from the
service agreement. The number can be up to 255
alphanumeric characters in free format.

UCS-A /monitoring/callhome # set
site-id id-num

ステップ 10   

Specifies the email address to use for the From
field in Call Home messages.

UCS-A /monitoring/callhome # set
from-email email-addr

ステップ 11   

Specifies the email address to use for the Reply
To field in Call Home messages.

UCS-A /monitoring/callhome # set
reply-to-email email-addr

ステップ 12   

Specifies the hostname or IP address of the SMTP
server that Call Home uses to send email
messages.

UCS-A /monitoring/callhome # set
hostname {hostname | ip-addr}

ステップ 13   

Specifies the SMTP server port that Call Home
uses to send email messages. Valid port numbers
are 1 to 65535.

UCS-A /monitoring/callhome # set
port port-num

ステップ 14   

Enables or disables Call Home throttling. When
enabled, throttling prevents too many Call Home

UCS-A /monitoring/callhome # set
throttling {off | on}

ステップ 15   

email messages from being sent for the same
event. By default, throttling is enabled.
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目的コマンドまたはアクション

Specifies the urgency level for Call Home email
messages.

UCS-A /monitoring/callhome # set
urgency {alerts | critical | debugging
| emergencies | errors | information
| notifications | warnings}

ステップ 16   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome #
commit-buffer

ステップ 17   

The following example configures Call Home and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring* # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome* # enable
UCS-A /monitoring/callhome* # set contact "Steve Jones"
UCS-A /monitoring/callhome* # set email admin@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set phone-contact +1-001-408-555-1234
UCS-A /monitoring/callhome* # set street-address "123 N. Main Street, Anytown, CA, 99885"
UCS-A /monitoring/callhome* # set customer-id 1234567
UCS-A /monitoring/callhome* # set contract-id 99887766
UCS-A /monitoring/callhome* # set site-id 5432112
UCS-A /monitoring/callhome* # set from-email person@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set reply-to-email person@MyCompany.com
UCS-A /monitoring/callhome* # set hostname 192.168.100.12
UCS-A /monitoring/callhome* # set port 25
UCS-A /monitoring/callhome* # set throttling on
UCS-A /monitoring/callhome* # set urgency information
UCS-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome #

次の作業

Continue to "Configuring the Default Cisco TAC-1 Profile, （772ページ）" to configure a Call Home profile
for use with Smart Call Home.

Configuring the Default Cisco TAC-1 Profile
CiscoTAC-1プロファイルのデフォルト設定は次のとおりです。

•レベルは標準です

• CiscoTAC警報グループだけが選択されています

•形式は xmlです

•最大メッセージサイズは 5000000です

はじめる前に

Complete the "Configuring Smart Call Home, （770ページ）" section.
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring call home profile mode
for the default Cisco TAC-1 profile.

UCS-A /monitoring/callhome # scope
profile CiscoTac-1

ステップ 1   

Specifies the normal event level for the
profile.

UCS-A /monitoring/callhome/profile # set
level normal

ステップ 2   

Specifies the ciscotac alert group for the
profile.

UCS-A /monitoring/callhome/profile # set
alertgroups ciscotac

ステップ 3   

Specifies the e-mail message format to
xml .

UCS-A /monitoring/callhome/profile # set
format xml

ステップ 4   

Specifies the maximum size of 5000000
for email messages.

UCS-A /monitoring/callhome/profile # set
maxsize 5000000

ステップ 5   

Specifies the email recipient to
callhome@cisco.com .

UCS-A /monitoring/callhome/profile #
create destination callhome@cisco.com

ステップ 6   

Exits to monitoring call home profile
mode.

UCS-A
/monitoring/callhome/profile/destination #
exit

ステップ 7   

Exits to monitoring call home mode.UCS-A /monitoring/callhome/profile # exitステップ 8   

The following example configures the default Cisco TAC-1 profile for use with Smart Call Home:

UCS-A /monitoring/callhome* # scope profile CiscoTac-1
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set level normal
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set alertgroups ciscotac
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set format xml
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # set maxsize 5000000
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # create destination callhome@cisco.com
UCS-A /monitoring/callhome/profile/destination* # exit
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # exit
UCS-A /monitoring/callhome* #

次の作業

Continue to "Configuring a System Inventory Message for Smart Call Home, （773ページ）" to configure
system inventory messages for use with Smart Call Home.

Configuring a System Inventory Message for Smart Call Home

はじめる前に

Complete the "Configuring the Default Cisco TAC-1 Profile, （772ページ）" section.
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring call home inventory mode.UCS-A /monitoring/callhome # scope
inventory

ステップ 1   

Enables or disables the sending of inventory
messages.When the on keyword is specified,

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set send-periodically {off | on}

ステップ 2   

inventory messages are automatically sent to
the Call Home database.

Specifies the the time interval (in days) at
which inventory messages will be sent.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set interval-days interval-num

ステップ 3   

Specifies the hour (using 24-hour format) that
inventory messages are sent.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set timeofday-hour hour

ステップ 4   

Specifies the number of minutes after the hour
that inventory messages are sent.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# set timeofday-minute minute

ステップ 5   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /monitoring/callhome/inventory
# commit-buffer

ステップ 6   

The following example configures Call Home system inventory messages and commits the transaction:

UCS-A /monitoring/callhome* # scope inventory
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set send-periodically on
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set interval-days 15
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-hour 21
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-minute 30
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/inventory #

次の作業

Continue to "Registering Smart Call Home, （774ページ）" to send an inventory message that starts the
Smart Call Home registration process.

Registering Smart Call Home

はじめる前に

Complete the "Configuring a System Inventory Message for Smart Call Home, （773ページ）" section.

手順

目的コマンドまたはアクション

Sends the system inventory message to the Smart Call Home
database.

UCS-A
/monitoring/callhome/inventory
# send

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

When Cisco receives the system inventory, a Smart Call
Home registration email is sent to the email address that you
configured as the email address for themain Smart Call Home
contact.

The following example sends the system inventory message to the Smart Call Home database:

UCS-A /monitoring/callhome/inventory # send

次の作業

When you receive the registration email from Cisco, do the following to complete registration for Smart Call
Home:

1 Click the link in the email.

The link opens the Cisco Smart Call Home portal in your web browser.

2 Log into the Cisco Smart Call Home portal.

3 Follow the steps provided by Cisco Smart Call Home.

After you agree to the terms and conditions, the Cisco Smart Call Home registration for the Cisco UCS
ドメイン is complete.
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第 46 章

システムイベントログの管理

この章は、次の項で構成されています。

• システムイベントログ, 777 ページ

• Viewing the System Event Log for a Server, 778 ページ

• Configuring the SEL Policy, 779 ページ

• Backing Up the System Event Log for a Server, 781 ページ

• Clearing the System Event Log for a Server, 782 ページ

システムイベントログ

システムイベントログ（SEL）は、NVRAM内のCIMCに存在します。過不足の電圧、温度イベ
ント、ファンイベント、BIOSからのイベントなど、ほとんどのサーバ関連イベントが記録され
ます。 SELは、主にトラブルシューティングのために使用します。

SELファイルのサイズは約 40KBで、ファイルがいっぱいになるとそれ以上イベントを記録でき
ません。新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があり

ます。

SELポリシーを使用して、SELをリモートサーバにバックアップできます。また、必要に応じ
て、バックアップ操作後にSELをクリアすることもできます。バックアップ操作は、特定のアク
ションに基づいて起動するか、定期的に実行できます。 SELのバックアップやクリアは、手動で
行うこともできます。

バックアップファイルは、自動的に生成されます。このファイル名の形式は、

sel-SystemName-ChassisID-ServerID-ServerSerialNumber-Timestampです。たとえば、
sel-UCS-A-ch01-serv01-QCI12522939-20091121160736となります。
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Viewing the System Event Log for a Server

Viewing the System Event Log for an Individual Server

手順

目的コマンドまたはアクション

Displays the system event log for the
specified server.

UCS-A# show sel chassis-id / blade-idステップ 1   

The following example displays the system event log for blade 3 in chassis 1.
UCS-A# show sel 1/3

1 | 01/01/1970 01:23:27 | System Event 0x83 | Timestamp clock synch | SEL timestamp
clock updated, event is f
irst of pair | Asserted

2 | 01/01/1970 01:23:28 | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS | Transition to Degraded |
Asserted

3 | 01/01/1970 01:23:28 | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS | Transition to On Line |
Deasserted

4 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is blinking fast |
Asserted

5 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is on | Deasserted
6 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_FPID | LED is on | Asserted
7 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_FPID | LED is off | Deasserted
8 | 01/01/1970 01:23:29 | Entity presence MAIN_POWER | Device Absent | Asserted
9 | 01/01/1970 01:23:29 | Entity presence MAIN_POWER | Device Present | Deasserted
a | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is on | Asserted
b | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED color is green | Asserted

c | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is blinking fast |
Deasserted

d | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED color is amber | Deasserted

e | 01/01/1970 00:00:22 | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS | Transition to Degraded |
Asserted

f | 01/01/1970 00:00:22 | Entity presence MEZZ_PRS | Device Present | Asserted
10 | 01/01/1970 00:00:22 | Entity presence HDD1_PRS | Device Absent | Asserted

Viewing the System Event Log for All of the Servers in a Chassis

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis server mode for the
specified server.

UCS-A# scope server chassis-id / blade-idステップ 1   

Displays the system event log.UCS-A /chassis/server # show selステップ 2   
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The following example displays the system event log from chassis server mode for blade 3 in chassis 1.
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # show sel

1 | 01/01/1970 01:23:27 | System Event 0x83 | Timestamp clock synch | SEL timestamp
clock updated, event is f
irst of pair | Asserted

2 | 01/01/1970 01:23:28 | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS | Transition to Degraded |
Asserted

3 | 01/01/1970 01:23:28 | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS | Transition to On Line |
Deasserted

4 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is blinking fast |
Asserted

5 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is on | Deasserted
6 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_FPID | LED is on | Asserted
7 | 01/01/1970 01:23:28 | Platform alert LED_FPID | LED is off | Deasserted
8 | 01/01/1970 01:23:29 | Entity presence MAIN_POWER | Device Absent | Asserted
9 | 01/01/1970 01:23:29 | Entity presence MAIN_POWER | Device Present | Deasserted
a | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is on | Asserted
b | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED color is green | Asserted

c | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED is blinking fast |
Deasserted

d | 01/01/1970 01:23:29 | Platform alert LED_SAS0_FAULT | LED color is amber | Deasserted

e | 01/01/1970 00:00:22 | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS | Transition to Degraded |
Asserted

f | 01/01/1970 00:00:22 | Entity presence MEZZ_PRS | Device Present | Asserted
10 | 01/01/1970 00:00:22 | Entity presence HDD1_PRS | Device Absent | Asserted

Configuring the SEL Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters organization mode for the specified
organization. To enter the root organization mode,
type / as the org-name .

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Enters organization endpoint log policy mode and
scopes the SEL policy.

UCS-A /org # scope ep-log-policy
sel

ステップ 2   

（任意）
Provides a description for the policy.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
description description

ステップ 3   

If your description includes spaces, special
characters, or punctuation, youmust begin
and end your description with quotation
marks. The quotation marks will not
appear in the description field of any
show command output.

（注）

Specifies an action or actions that will trigger a
backup operation.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup action [log-full]
[on-change-of-association]
[on-clear] [timer] [none]

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

Specifies whether to clear the system event log after
a backup operation occurs.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup clear-on-backup {no | yes}

ステップ 5   

Specifies the protocol, user, password, remote
hostname, and remote path for the backup operation.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup destination URL

ステップ 6   

Depending on the protocol used, specify the URL
using one of the following syntax:

• ftp:// username@hostname / path

• scp:// username @ hostname / path

• sftp:// username @ hostname / path

• tftp:// hostname : port-num / path

You can also specify the backup
destination by using the set backup
hostname , set backup password , set
backup protocol , set backup
remote-path , set backup user
commands, or by using the set backup
destination command. Use either method
to specify the backup destination.

（注）

Specifies the format for the backup file.UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup format {ascii | binary}

ステップ 7   

Specifies the hostname or IP address of the remote
server.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup hostname {hostname |
ip-addr}

ステップ 8   

Specifies the time interval for the automatic backup
operation. Specifying the never keyword means that
automatic backups will not be made.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup interval {1-hour | 2-hours
| 4-hours | 8-hours | 24-hours |
never}

ステップ 9   

Specifies the password for the username. This step
does not apply if the TFTP protocol is used.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup password password

ステップ 10   

Specifies the protocol to use when communicating
with the remote server.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup protocol {ftp | scp | sftp |
tftp}

ステップ 11   

Specifies the path on the remote server where the
backup file is to be saved.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup remote-path path

ステップ 12   

Specifies the username the system should use to log
in to the remote server. This step does not apply if the
TFTP protocol is used.

UCS-A /org/ep-log-policy # set
backup user username

ステップ 13   

Commits the transaction.UCS-A /org/ep-log-policy #
commit-buffer

ステップ 14   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
780 OL-31133-02   

Configuring the SEL Policy



The following example configures the SEL policy to back up the system event log (in ascii format) every 24
hours or when the log is full and clear the system event log after a backup operation occurs and commits the
transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ep-log-policy sel
UCS-A /org/ep-log-policy # set backup destination scp://user@192.168.1.10/logs
Password:
UCS-A /org/ep-log-policy* # set backup action log-full
UCS-A /org/ep-log-policy* # set backup clear-on-backup yes
UCS-A /org/ep-log-policy* # set backup format ascii
UCS-A /org/ep-log-policy* # set backup interval 24-hours
UCS-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/ep-log-policy #

Backing Up the System Event Log for a Server

Backing Up the System Event Log for an Individual Server

はじめる前に

Configure the system event log policy. The manual backup operation uses the remote destination configured
in the system event log policy.

手順

目的コマンドまたはアクション

Clears the system event log.UCS-A /chassis/server # backup sel chassis-id
/ blade-id

ステップ 1   

Commits the transaction.UCS-A# commit-bufferステップ 2   

The following example backs up the system event log for blade 3 in chassis 1 and commits the transaction.
UCS-A# backup sel 1/3
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A#

Backing Up the System Event Log for All of the Servers in a Chassis

はじめる前に

Configure the system event log policy. The manual backup operation uses the remote destination configured
in the system event log policy.
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis server mode for the
specified server.

UCS-A# scope server chassis-id / blade-idステップ 1   

Clears the system event log.UCS-A /chassis/server # backup selステップ 2   

Commits the transaction.UCS-A /chassis/server # commit-bufferステップ 3   

The following example backs up the system event log from chassis server mode for blade 3 in chassis 1 and
commits the transaction.
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # backup sel
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

Clearing the System Event Log for a Server

Clearing the System Event Log for an Individual Server

手順

目的コマンドまたはアクション

Clears the system event log.UCS-A# clear sel chassis-id / blade-idステップ 1   

Commits the transaction.UCS-A# commit-bufferステップ 2   

The following example clears the system event log for blade 3 in chassis 1 and commits the transaction:
UCS-A# clear sel 1/3
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A#

Clearing the System Event Log for All of the Servers in a Chassis

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis server mode for the
specified server.

UCS-A# scope server chassis-id / blade-idステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

Clears the system event log.UCS-A /chassis/server # clear selステップ 2   

Commits the transaction.UCS-A /chassis/server # commit-bufferステップ 3   

The following example clears the system event log from chassis server mode for blade 3 in chassis 1 and
commits the transaction:
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # clear sel
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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第 47 章

障害、イベント、およびログの設定

この章は、次の項で構成されています。

• Configuring Settings for the Fault Collection Policy, 785 ページ

• Configuring Fault Suppression, 787 ページ

• Configuring Settings for the Core File Exporter, 813 ページ

• Configuring the Syslog, 815 ページ

• Viewing Audit Logs, 817 ページ

• Configuring the Log File Exporter, 818 ページ

Configuring Settings for the Fault Collection Policy

グローバル障害ポリシー

グローバル障害ポリシーは、障害がクリアされた日時、フラッピング間隔（障害発生とクリア状

態の間の時間）、および保持間隔（システムで障害が発生していた時間）など、Cisco UCSドメ
インの障害のライフサイクルを制御します。

Cisco UCSの障害には次のライフサイクルがあります。

1 ある状況がシステムで発生し、Cisco UCS Managerは障害を生成します。これはアクティブな
状態です。

2 障害が軽減されると、フラッピングまたはフラッピングを防ぐことを目的としたソーキング間

隔になります。障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生します。

フラッピング間隔のうち、グローバル障害ポリシーに指定されている期間は、障害の重要度が

保持されます。

3 フラッピング間隔中に同じ条件が再発生した場合は、障害がアクティブ状態に戻ります。フ

ラッピング間隔中に同じ条件が再発生しない場合は、障害がクリアされます。
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4 クリアされた障害は保持期間になります。この期間があるため、障害が発生した状態が改善さ

れ、さらに障害が早々に削除されていない場合でも管理者が障害に気付くことができます。保

持期間のうち、グローバル障害ポリシーに指定された期間はクリアされた障害が保持されま

す。

5 保持期間にその状態が再発すると、障害はアクティブな状態を返します。この状況が再発生し

ない場合は、障害が削除されます。

Configuring the Fault Collection Policy

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring fault policy mode.UCS-A /monitoring # scope fault
policy

ステップ 2   

Specifies whether to retain or delete all cleared
messages. If the retain option is specified, then the

UCS-A /monitoring/fault-policy #
set clear-action {delete | retain}

ステップ 3   

length of time that the messages are retained is
determined by the set retention-interval command.

Specifies the time interval (in seconds) the systemwaits
before changing a fault state. Flapping occurs when a

UCS-A /monitoring/fault-policy #
set flap-interval seconds

ステップ 4   

fault is raised and cleared several times in rapid
succession. To prevent this, the system does not allow
a fault to change state until the flapping interval has
elapsed after the last state change. If the fault is raised
again during the flapping interval, it returns to the active
state, otherwise, the fault is cleared.

Specifies the time interval the system retains all cleared
fault messages before deleting them. The system can

UCS-A /monitoring/fault-policy #
set retention-interval {days hours
minutes seconds | forever}

ステップ 5   

retain cleared fault messages forever, or for the specified
number of days, hours, minutes, and seconds.

Commits the transaction.UCS-A /monitoring/fault-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

This example configures the fault collection policy to retain cleared fault messages for 30 days, sets the
flapping interval to 10 seconds, and commits the transaction.
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope fault policy
UCS-A /monitoring/fault-policy # set clear-action retain
UCS-A /monitoring/fault-policy* # set flap-interval 10
UCS-A /monitoring/fault-policy* # set retention-interval 30 0 0 0
UCS-A /monitoring/fault-policy* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/fault-policy #
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Configuring Fault Suppression

Configuring Fault Suppression for a Chassis

Deleting Fault Suppression Tasks for a Chassis

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを

開始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

Deletes the specified fault suppression task.UCS-A/chassis # delete
fault-suppress-task name

ステップ 2   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/chassis # commit-bufferステップ 3   

The following example shows how to delete the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # delete fault-suppress-task task1
UCS-A/chassis* # commit-buffer

Viewing Suppressed Faults and Fault Suppression Tasks for a Chassis

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

Displays the suppressed faults for the chassis.UCS-A/chassis # show fault suppressedステップ 2   

Only faults owned by the selected
component are displayed.

（注）

Enters fault-suppress-task mode.UCS-A/chassis # scope
fault-suppress-task name

ステップ 3   

Displays the schedule or fixed time interval
for the task.

UCS-A/chassis/fault-suppress-task #
show detail expand

ステップ 4   
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The following example shows how to display the suppressed faults for a chassis:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # show fault suppressed
Fault Suppress Task:

Name Status Global Schedule Suppress Policy Name
------------------ ------------------ --------------- --------------------
task1 Active test_schedule1 Default Chassis Phys Maint

UCS-A/chassis #

The following example shows how to display the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/chassis/fault-suppress-task # show detail expand
Fault Suppress Task:

Name: task1
Status: Active
Global Schedule: test_schedule1
Suppress Policy Name: Default Chassis Phys Maint

UCS-A/chassis/fault-suppress-task #

Configuring Fault Suppression for an I/O Module

Configuring Fault Suppression Tasks for an IOM Using a Fixed Time Interval

The default-iom-maint suppression policy is selected by default.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis mode for
the specified chassis or
FEX.

UCS-A# scope [chassis chassis-num | fex fex-num]ステッ

プ 1   

Enters chassis I/O
module mode for the
selected I/O module.

UCS-A /chassis|fex # scope iom iom-idステッ

プ 2   

Creates a
fault-suppress-task on

UCS-A/chassis|fex/iom # create fault-suppress-task nameステッ

プ 3   
the IOM, and enters the
fault-suppress-task
mode.

この名前には、1～
16文字の英数字を使
用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダー
スコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリ
オド）は使用できま

すが、それ以外の特

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
788 OL-31133-02   

Configuring Fault Suppression



目的コマンドまたはアクション

殊文字とスペースは

使用できません。ま

た、オブジェクトが

保存された後で、こ

の名前を変更するこ

とはできません。

Creates a local schedule
and enters
local-schedule mode.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task # create local-scheduleステッ

プ 4   

Creates a one-time
occurrence, and enters
single-one-time mode.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule # create
occurrence single-one-time

ステッ

プ 5   

Specifies the date and
time that this occurrence
should run.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 6   

Specifies the maximum
length of time that this

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステッ

プ 7   
task can run. To run the
task until it is manually
stopped, enter none or
omit this step.

Commits the transaction
to the system
configuration.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

The following example shows how to create a fault suppression task called task2 for the IOM on a chassis,
set the start date to January 1, 2013 at 11:00, and commit the transaction:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # create fault-suppress-task task2
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task* # create local-schedule
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task/local-schedule* # create occurrence single-one-time
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # set date jan 1 2013
11 00 00
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

The following example shows how to create a fault suppression task called task2 for the IOM on a FEX, set
the start date to January 1, 2013 at 11:00, and commit the transaction:
UCS-A# scope fex 1
UCS-A/fex # scope iom a
UCS-A/fex/iom # create fault-suppress-task task2
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task* # create local-schedule
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule* # create occurrence single-one-time
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # set date jan 1 2013 11
00 00
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer
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Configuring Fault Suppression Tasks for an IOM Using a Schedule

The default-iom-maint suppression policy is selected by default.

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis mode for the specified chassis or
FEX.

UCS-A# scope [chassis chassis-num | fex
fex-num]

ステップ 1   

Enters chassis I/O module mode for the selected
I/O module.

UCS-A /chassis|fex # scope iom iom-idステップ 2   

Creates a fault-suppress-task on the IOM, and
enters the fault-suppress-task mode.

UCS-A/chassis|fex/iom # create
fault-suppress-task name

ステップ 3   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用
できます。 -（ハイフン）、_（アンダース
コア）、:（コロン）、および .（ピリオド）
は使用できますが、それ以外の特殊文字とス

ペースは使用できません。また、オブジェク

トが保存された後で、この名前を変更するこ

とはできません。

Specifies the schedule that you want to use.UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task
# set schedule name

ステップ 4   

The schedule must exist before you
can use it in a fault suppression task.
For more information about creating
schedules, see Creating a Schedule,
（553ページ）.

（注）

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task
# commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to create a fault suppression task called task1 for the IOM on a chassis,
apply the scheduler called weekly_maint to the task, and commit the transaction:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # create fault-suppress-task task1
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task* # set schedule weekly_maint
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task* # commit-buffer

The following example shows how to create a fault suppression task called task1 for the IOM on a FEX, apply
the scheduler called weekly_maint to the task, and commit the transaction:
UCS-A# scope fex 1
UCS-A/fex # scope iom a
UCS-A/fex/iom # create fault-suppress-task task1
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task* # set schedule weekly_maint
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task* # commit-buffer
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Deleting Fault Suppression Tasks for an IOM

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis mode for the specified
chassis or FEX.

UCS-A# scope [chassis chassis-num | fex
fex-num]

ステップ 1   

Enters chassis I/O module mode for the
selected I/O module.

UCS-A /chassis|fex # scope iom iom-idステップ 2   

Deletes the specified fault suppression task.UCS-A/chassis|fex/iom # delete
fault-suppress-task name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/chassis|fex/iom # commit-bufferステップ 4   

The following example shows how to delete the fault suppression task called task1 for an IOM on a chassis:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # delete fault-suppress-task task1
UCS-A/chassis/iom* # commit-buffer

The following example shows how to delete the fault suppression task called task1 for an IOM on a FEX:
UCS-A# scope fex 3
UCS-A/fex # scope iom a
UCS-A/fex/iom # delete fault-suppress-task task1
UCS-A/fex/iom* # commit-buffer

Modifying Fault Suppression Tasks for an IOM

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis mode for
the specified chassis or
FEX.

UCS-A# scope [chassis chassis-num | fex fex-num]ステッ

プ 1   

Enters chassis I/O
module mode for the
selected I/O module.

UCS-A /chassis|fex # scope iom iom-idステッ

プ 2   

Enters
fault-suppress-task
mode.

UCS-A/chassis|fex/iom # scope fault-suppress-task nameステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

To apply a
different
schedule to
the fault
suppression
task, go to
Step 4. To
change the
fixed time
interval of
the fault
suppression
task, go to
Step 5.

（注）

Applies a different
schedule.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task # set schedule nameステッ

プ 4   
If you
change from
a fixed time
interval to a
schedule, the
fixed time
interval is
deleted
when you
commit.

If you
change from
a schedule to
a fixed time
interval, the
reference to
the schedule
is cleared
when you
commit.

（注）

Enters local-schedule
mode.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task # scope local-scheduleステッ

プ 5   

Enters single-one-time
mode.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule # scope
occurrence single-one-time

ステッ

プ 6   

Specifies the date and
time that this
occurrence should run.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 7   
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目的コマンドまたはアクション

Specifies themaximum
length of time that this

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステッ

プ 8   
task can run. To run the
task until it is manually
stopped, enter none or
omit this step.

Commits the
transaction to the
system configuration.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 9   

The following example shows how to change the date and the fault suppression policy of the fault suppression
task called task2 for an IOM on a chassis:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # scope fault-suppress-task task2
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task # scope local-schedule
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task/local-schedule # scope occurrence single-one-time
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time # set date dec 31 2013
11 00 00
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

The following example shows how to apply a different schedule to the fault suppression task called task1 for
an IOM on a FEX:
UCS-A# scope fex 3
UCS-A/fex # scope iom a
UCS-A/fex/iom # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task # set schedule monthly-maint
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task* # commit-buffer

Viewing Suppressed Faults and Fault Suppression Tasks for an IOM

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters chassis mode for the specified chassis
or FEX.

UCS-A# scope [chassis chassis-num | fex
fex-num]

ステップ 1   

Enters chassis I/O module mode for the
selected I/O module.

UCS-A /chassis|fex # scope iom iom-idステップ 2   

Displays the suppressed faults for the IOM.UCS-A/chassis|fex/iom # show fault
suppressed

ステップ 3   

Only faults owned by the
selected component are
displayed.

（注）

Enters fault-suppress-task mode.UCS-A/chassis|fex/iom # scope
fault-suppress-task name

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

Displays the schedule or fixed time interval
for the task.

UCS-A/chassis|fex/iom/fault-suppress-task
# show detail expand

ステップ 5   

The following example shows how to display the suppressed faults for an IOM on a chassis:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # show fault suppressed
Fault Suppress Task:

Name Status Global Schedule Suppress Policy Name
------------------ ------------------ --------------- --------------------
task1 Active test_schedule1 Default Iom Maint

UCS-A/chassis/iom #

The following example shows how to display the fault suppression task called task1 for an IOM on a chassis:
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task # show detail expand
Fault Suppress Task:

Name: task1
Status: Active
Global Schedule: test_schedule1
Suppress Policy Name: Default Iom Maint

UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task #

The following example shows how to display the fault suppression task called task1 for an IOM on a FEX:
UCS-A# scope fex 3
UCS-A/fex # scope iom a
UCS-A/fex/iom # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/fex/iom/fault-suppress-task # show detail expand
Fault Suppress Task:

Name: task1
Status: Active
Global Schedule: test_schedule1
Suppress Policy Name: Default Iom Maint

UCS-A/chassis/iom/fault-suppress-task #

Configuring Fault Suppression for a FEX

Configuring Fault Suppression Tasks for a FEX Using a Schedule

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters fex mode for the specified FEX.UCS-A# scope fex fex-numステップ 1   

Creates a fault-suppress-task on the fex, and enters the
fault-suppress-task mode.

UCS-A/fex # create
fault-suppress-task name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェ

クトが保存された後で、この名前を変更することはで

きません。

Specifies the schedule that you want to use.UCS-A/fex/fault-suppress-task
# set schedule name

ステップ 3   

The schedule must exist before you can use it in
a fault suppression task. For more information
about creating schedules, see Creating a Schedule,
（553ページ）.

（注）

Specifies the fault suppression policy that you want to apply.
This can be one of the following:

UCS-A/fex/fault-suppress-task
# set fault-suppress-policy
policy-name

ステップ 4   

• [default-fex-all-maint]：FEXと FEX内の全電源、
ファンモジュール、IOMのフォールトを抑制し
ます。

• [default-fex-phys-maint]：FEXと FEX内の全ファン
モジュールと電源のフォールトを抑制します。

• [default-iom-maint]：シャーシまたはFEX内の IOM
の障害を抑制します。

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A/fex/fault-suppress-task
# commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to create a fault suppression task called task1 for the FEX, apply the
scheduler called weekly_maint and the default-fex-all-maint policy to the task, and commit the transaction:
UCS-A# scope fex 1
UCS-A/fex # create fault-suppress-task task1
UCS-A/fex/fault-suppress-task* # set schedule weekly_maint
UCS-A/fex/fault-suppress-task* # set fault-suppress-policy default-fex-all-maint
UCS-A/fex/fault-suppress-task* # commit-buffer

Deleting Fault Suppression Tasks for a FEX

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters fex mode for the specified FEX.UCS-A# scope fex fex-numステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

Deletes the specified fault suppression
task.

UCS-A/fex # delete fault-suppress-task
name

ステップ 2   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/fex # commit-bufferステップ 3   

The following example shows how to delete the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope fex 1
UCS-A/fex # delete fault-suppress-task task1
UCS-A/fex* # commit-buffer

Viewing Suppressed Faults and Fault Suppression Tasks for a FEX

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters fex mode for the specified FEX.UCS-A# scope fex fex-numステップ 1   

Displays the suppressed faults for the FEX.UCS-A/fex # show fault suppressedステップ 2   

Only faults owned by the selected
component are displayed.

（注）

Enters fault-suppress-task mode.UCS-A/fex # scope fault-suppress-task
name

ステップ 3   

Displays the schedule or fixed time interval
for the task.

UCS-A/fex/fault-suppress-task # show
detail expand

ステップ 4   

The following example shows how to display the suppressed faults for a FEX:
UCS-A# scope fex 1
UCS-A/fex # show fault suppressed
Fault Suppress Task:

Name Status Global Schedule Suppress Policy Name
------------------ ------------------ --------------- --------------------
task1 Active test_schedule1 Default FEX Phys Maint

UCS-A/fex #

The following example shows how to display the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope fex 1
UCS-A/fex # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/fex/fault-suppress-task # show detail expand
Fault Suppress Task:

Name: task1
Status: Active
Global Schedule: test_schedule1
Suppress Policy Name: Default FEX Phys Maint

UCS-A/fex/fault-suppress-task #
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Configuring Fault Suppression for a Server

Configuring Fault Suppression Tasks for a Server Using a Fixed Time Interval

The default-server-maint suppression policy is selected by default.

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server [chassis-num/server-num | dynamic-uuid]ステッ

プ 1   

Creates a fault-suppress-task
on the server, and enters the
fault-suppress-task mode.

UCS-A/server # create fault-suppress-task nameステッ

プ 2   

この名前には、1～ 16文字
の英数字を使用できます。

-（ハイフン）、_（アンダー
スコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用
できますが、それ以外の特

殊文字とスペースは使用で

きません。また、オブジェ

クトが保存された後で、こ

の名前を変更することはで

きません。

Creates a local schedule and
enters local-schedule mode.

UCS-A/server/fault-suppress-task # create local-scheduleステッ

プ 3   

Creates a one-time occurrence,
and enters single-one-time
mode.

UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule # create
occurrence single-one-time

ステッ

プ 4   

Specifies the date and time that
this occurrence should run.

UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 5   

Specifies the maximum length
of time that this task can run.

UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours
num-of-minutes num-of-seconds}

ステッ

プ 6   
To run the task until it is
manually stopped, enter none
or omit this step.

Commits the transaction to the
system configuration.

UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 7   
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The following example shows how to create a fault suppression task called task2 for the server, set the start
date to January 1, 2013 at 11:00, and commit the transaction:
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A/server # create fault-suppress-task task2
UCS-A/server/fault-suppress-task* # create local-schedule
UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule* # create occurrence single-one-time
UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # set date jan 1 2013 11
00 00
UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

Configuring Fault Suppression Tasks for a Server using a Schedule

The default-server-maint suppression policy is selected by default.

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始します。UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num |
dynamic-uuid]

ステップ 1   

Creates a fault-suppress-task on the server, and enters the
fault-suppress-task mode.

UCS-A/server # create
fault-suppress-task name

ステップ 2   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できま
す。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。

また、オブジェクトが保存された後で、この名前を

変更することはできません。

Specifies the schedule that you want to use.UCS-A/server/fault-suppress-task
# set schedule name

ステップ 3   

The schedule must exist before you can use it
in a fault suppression task. For more
information about creating schedules, see
Creating a Schedule, （553ページ）.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A/server/fault-suppress-task
# commit-buffer

ステップ 4   

The following example shows how to creates a fault suppression task called task1 for the server, apply the
scheduler called weekly_maint to the task, and commit the transaction:
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A/server # create fault-suppress-task task1
UCS-A/server/fault-suppress-task* # set schedule weekly_maint
UCS-A/server/fault-suppress-task* # commit-buffer
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Deleting Fault Suppression Tasks for a Server

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

Deletes the specified fault suppression
task.

UCS-A/server # delete fault-suppress-task
name

ステップ 2   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/server # commit-bufferステップ 3   

The following example shows how to delete the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A/server # delete fault-suppress-task task1
UCS-A/server* # commit-buffer

Modifying Fault Suppression Tasks for a Server

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server [chassis-num/server-num | dynamic-uuid]ステッ

プ 1   

Enters fault-suppress-task
mode.

UCS-A/server # scope fault-suppress-task nameステッ

プ 2   
To apply a different
schedule to the fault
suppression task, go
to Step 3. To
change the fixed
time interval of the
fault suppression
task, go to Step 4.

（注）

Applies a different schedule.UCS-A/server/fault-suppress-task # set schedule nameステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

If you change from
a fixed time interval
to a schedule, the
fixed time interval
is deleted when you
commit.

If you change from
a schedule to a
fixed time interval,
the reference to the
schedule is cleared
when you commit.

（注）

Enters local-schedule mode.UCS-A/server/fault-suppress-task # scope local-scheduleステッ

プ 4   

Enters single-one-time mode.UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule # scope
occurrence single-one-time

ステッ

プ 5   

Specifies the date and time
that this occurrence should
run.

UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 6   

Specifies the maximum length
of time that this task can run.

UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours
num-of-minutes num-of-seconds}

ステッ

プ 7   
To run the task until it is
manually stopped, enter none
or omit this step.

Commits the transaction to the
system configuration.

UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

The following example shows how to change the date and the fault suppression policy of the fault suppression
task called task2:
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A/server # scope fault-suppress-task task2
UCS-A/server/fault-suppress-task # scope local-schedule
UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule # scope occurrence single-one-time
UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time # set date dec 31 2013 11
00 00
UCS-A/server/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

The following example shows how to apply a different schedule to the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A/server # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/server/fault-suppress-task # set schedule monthly-maint
UCS-A/server/fault-suppress-task* # commit-buffer

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
800 OL-31133-02   

Configuring Fault Suppression



Viewing Suppressed Faults and Fault Suppression Tasks for a Server

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

Displays the suppressed faults for the server.UCS-A/server # show fault suppressedステップ 2   

Only faults owned by the selected
component are displayed.

（注）

Enters fault-suppress-task mode.UCS-A/server # scope
fault-suppress-task name

ステップ 3   

Displays the schedule or fixed time interval
for the task.

UCS-A/server/fault-suppress-task # show
detail expand

ステップ 4   

The following example shows how to display the suppressed faults for a server:
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A/server # show fault suppressed
Fault Suppress Task:

Name Status Global Schedule Suppress Policy Name
------------------ ------------------ --------------- --------------------
task1 Active test_schedule1 Default Server Maint

UCS-A/server #

The following example shows how to display the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A/server # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/server/fault-suppress-task # show detail expand
Fault Suppress Task:

Name: task1
Status: Active
Global Schedule: test_schedule1
Suppress Policy Name: Default Server Maint

UCS-A/server/fault-suppress-task #

Configuring Fault Suppression for a Service Profile

Configuring Fault Suppression Tasks for a Service Profile Using a Fixed Time Interval

The default-server-maint suppression policy is selected by default.
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組

織モードを開始し

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ます。ルート組織

モードを開始する

には、org-nameと
して /を入力しま
す。

Enters service profile
organizationmode for
the service profile.

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   

Creates a
fault-suppress-task on

UCS-A /org/service-profile # create fault-suppress-task nameステッ

プ 3   
the chassis, and enters
the
fault-suppress-task
mode.

この名前には、1～
16文字の英数字を
使用できます。 -
（ハイフン）、_
（アンダースコ

ア）、:（コロ
ン）、および .（ピ
リオド）は使用で

きますが、それ以

外の特殊文字とス

ペースは使用でき

ません。また、オ

ブジェクトが保存

された後で、この

名前を変更するこ

とはできません。

Creates a local
schedule and enters
local-schedule mode.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task # create local-scheduleステッ

プ 4   

Creates a one-time
occurrence, and enters

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule # create
occurrence single-one-time

ステッ

プ 5   
single-one-time
mode.
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目的コマンドまたはアクション

Specifies the date and
time that this

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 6   
occurrence should
run.

Specifies the
maximum length of

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステッ

プ 7   
time that this task can
run. To run the task
until it is manually
stopped, enter none or
omit this step.

Commits the
transaction to the
system configuration.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

The following example shows how to create a fault suppression task called task2 under the accounting service
profile, set the start date to January 1, 2013 at 11:00, and commit the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope service-profile accounting
UCS-A/org/service-profile # create fault-suppress-task task2
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task* # create local-schedule
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule* # create occurrence
single-one-time
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # set date
jan 1 2013 11 00 00
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

Configuring Fault Suppression Tasks for a Service Profile Using a Schedule

The default-server-maint suppression policy is selected by default.

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameとして /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Enters service profile organization mode for the
service profile.

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

Creates a fault-suppress-task on the chassis, and
enters the fault-suppress-task mode.

UCS-A /org/service-profile # create
fault-suppress-task name

ステップ 3   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使
用できます。 -（ハイフン）、_（アンダー

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 803

Configuring Fault Suppression



目的コマンドまたはアクション

スコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）は使用できますが、それ以外の特殊文

字とスペースは使用できません。また、オ

ブジェクトが保存された後で、この名前を

変更することはできません。

Specifies the schedule that you want to use.UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task
# set schedule name

ステップ 4   

The schedule must exist before you
can use it in a fault suppression task.
For more information about creating
schedules, see Creating a Schedule,
（553ページ）.

（注）

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task
# commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to create a fault suppression task called task1 under the accounting service
profile, apply the scheduler called weekly_maint to the task, and commit the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope service-profile accounting
UCS-A/org/service-profile # create fault-suppress-task task1
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task* # set schedule weekly_maint
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task* # commit-buffer

Deleting Fault Suppression Tasks for a Service Profile

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameとして /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Enters service profile organization mode for
the service profile.

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

Deletes the specified fault suppression task.UCS-A/org/service-profile # delete
fault-suppress-task name

ステップ 3   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   
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The following example shows how to delete the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope service-profile accounting
UCS-A/org/service-profile # delete fault-suppress-task task1
UCS-A/org/service-profile* # commit-buffer

Modifying Fault Suppression Tasks for a Service Profile

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組

織モードを開始し

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ます。ルート組織

モードを開始する

には、org-nameと
して /を入力しま
す。

Enters service profile
organization mode

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   
for the service
profile.

Enters
fault-suppress-task
mode.

UCS-A/org/service-profile # scope fault-suppress-task nameステッ

プ 3   

To apply a
different
schedule
to the fault
suppression
task, go to
Step 4. To
change the
fixed time
interval of
the fault
suppression
task, go to
Step 5.

（注）

Applies a different
schedule.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task # set schedule nameステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

If you
change
from a
fixed time
interval to
a
schedule,
the fixed
time
interval is
deleted
when you
commit.

If you
change
from a
schedule
to a fixed
time
interval,
the
reference
to the
schedule
is cleared
when you
commit.

（注）

Enters local-schedule
mode.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task # scope local-scheduleステッ

プ 5   

Enters
single-one-time
mode.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule # scope
occurrence single-one-time

ステッ

プ 6   

Specifies the date and
time that this

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 7   
occurrence should
run.

Specifies the
maximum length of

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステッ

プ 8   
time that this task can
run. To run the task
until it is manually
stopped, enter none
or omit this step.
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目的コマンドまたはアクション

Commits the
transaction to the
system configuration.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 9   

The following example shows how to change the date and the fault suppression policy of the fault suppression
task called task2:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope service-profile accounting
UCS-A/org/service-profile # scope fault-suppress-task task2
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task # scope local-schedule
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule # scope occurrence
single-one-time
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time # set date dec
31 2013 11 00 00
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

The following example shows how to apply a different schedule to the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope service-profile accounting
UCS-A/org/service-profile # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task # set schedule monthly-maint
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task* # commit-buffer

Viewing Suppressed Faults and Fault Suppression Tasks for a Service Profile

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するに

は、org-nameとして /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Enters service profile organization mode
for the service profile.

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

Displays the suppressed faults for the
server.

UCS-A/org/service-profile # show fault
suppressed

ステップ 3   

Only faults owned by the
selected component are
displayed.

（注）

Enters fault-suppress-task mode.UCS-A/org/service-profile # scope
fault-suppress-task name

ステップ 4   

Displays the schedule or fixed time interval
for the task.

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task
# show detail expand

ステップ 5   
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The following example shows how to display the suppressed faults for a service profile:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope service-profile accounting
UCS-A/org/service-profile # show fault suppressed
UCS-A/org/service-profile #
Fault Suppress Task:

Name Status Global Schedule Suppress Policy Name
------------------ ------------------ --------------- --------------------
task1 Active test_schedule1 Default Server Maint

UCS-A/org/service-profile #

The following example shows how to display the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope service-profile accounting
UCS-A/org/service-profile # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task # show detail expand
Fault Suppress Task:

Name: task1
Status: Active
Global Schedule: test_schedule1
Suppress Policy Name: Default Server Maint

UCS-A/org/service-profile/fault-suppress-task #

Configuring Fault Suppression for an Organization

Configuring Fault Suppression Tasks for an Organization Using a Fixed Time Interval

The default-server-maint suppression policy is selected by default.

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを

開始します。ルート組織モー

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ドを開始するには、org-name
として /を入力します。

Creates a fault-suppress-task for
the organization, and enters
fault-suppress-task mode.

UCS-A/org # create fault-suppress-task nameステッ

プ 2   

この名前には、1～ 16文字の
英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコ
ア）、:（コロン）、および .
（ピリオド）は使用できます

が、それ以外の特殊文字とス

ペースは使用できません。ま

た、オブジェクトが保存され

た後で、この名前を変更する

ことはできません。
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目的コマンドまたはアクション

Creates a local schedule and
enters local-schedule mode.

UCS-A/org/fault-suppress-task # create local-scheduleステッ

プ 3   

Creates a one-time occurrence,
and enters single-one-time mode.

UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule # create
occurrence single-one-time

ステッ

プ 4   

Specifies the date and time that
this occurrence should run.

UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 5   

Specifies the maximum length of
time that this task can run. To run

UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours
num-of-minutes num-of-seconds}

ステッ

プ 6   
the task until it is manually
stopped, enter none or omit this
step.

Commits the transaction to the
system configuration.

UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

The following example shows how to create a fault suppression task called task2 under the Root organization,
set the start date to January 1, 2013 at 11:00, and commit the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # create fault-suppress-task task2
UCS-A/org/fault-suppress-task* # create local-schedule
UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule* # create occurrence single-one-time
UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # set date jan 1 2013 11 00
00
UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

Configuring Fault Suppression Tasks for an Organization Using a Schedule

The default-server-maint suppression policy is selected by default.

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameとして /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Creates a fault-suppress-task for the organization, and enters
the fault-suppress-task mode.

UCS-A/org # create
fault-suppress-task name

ステップ 2   

この名前には、1～16文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
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目的コマンドまたはアクション

ジェクトが保存された後で、この名前を変更すること

はできません。

Specifies the schedule that you want to use.UCS-A/org/fault-suppress-task
# set schedule name

ステップ 3   

The schedule must exist before you can use it in
a fault suppression task. For more information
about creating schedules, see Creating a Schedule,
（553ページ）.

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A/org/fault-suppress-task
# commit-buffer

ステップ 4   

The following example shows how to create a fault suppression task called task1 under the Root organization,
apply the scheduler called weekly_maint to the task, and commit the transaction:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # create fault-suppress-task task1
UCS-A/org/fault-suppress-task* # set schedule weekly_maint
UCS-A/org/fault-suppress-task* # commit-buffer

Deleting Fault Suppression Tasks for an Organization

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Deletes the specified fault suppression task.UCS-A/org # delete
fault-suppress-task name

ステップ 2   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A/org # commit-bufferステップ 3   

The following example shows how to delete the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # delete fault-suppress-task task1
UCS-A/org* # commit-buffer
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Modifying Fault Suppression Tasks for an Organization

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを

開始します。ルート組織モー

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ドを開始するには、org-name
として /を入力します。

Enters fault-suppress-task mode.UCS-A/org # scope fault-suppress-task nameステッ

プ 2   To apply a different
schedule to the fault
suppression task, go
to Step 3. To change
the fixed time interval
of the fault
suppression task, go
to Step 4.

（注）

Applies a different schedule.UCS-A/org/fault-suppress-task # set schedule nameステッ

プ 3   If you change from a
fixed time interval to
a schedule, the fixed
time interval is
deleted when you
commit.

If you change from a
schedule to a fixed
time interval, the
reference to the
schedule is cleared
when you commit.

（注）

Enters local-schedule mode.UCS-A/org/fault-suppress-task # scope local-scheduleステッ

プ 4   

Enters single-one-time mode.UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule # scope
occurrence single-one-time

ステッ

プ 5   

Specifies the date and time that
this occurrence should run.

UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set date month day-of-month year hour minute seconds

ステッ

プ 6   

Specifies the maximum length of
time that this task can run. To run

UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# set max-duration {none | num-of-days num-of-hours
num-of-minutes num-of-seconds}

ステッ

プ 7   
the task until it is manually
stopped, enter none or omit this
step.
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目的コマンドまたはアクション

Commits the transaction to the
system configuration.

UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

The following example shows how to change the date and the fault suppression policy of the fault suppression
task called task2:
UCS-A# scope org /
UCS-A/org # scope fault-suppress-task task2
UCS-A/org/fault-suppress-task* # scope local-schedule
UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule # scope occurrence single-one-time
UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time # set date dec 31 2013 11 00
00
UCS-A/org/fault-suppress-task/local-schedule/single-one-time* # commit-buffer

The following example shows how to apply a different schedule to the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope org
UCS-A/org # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/org/fault-suppress-task # set schedule monthly-maint
UCS-A/org/fault-suppress-task* # commit-buffer

Viewing Suppressed Faults and Fault Suppression Tasks for an Organization

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
として /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Displays the suppressed faults for the organizationUCS-A/org # show fault suppressedステップ 2   

Only faults owned by the selected
component are displayed.

（注）

Enters fault-suppress-task mode.UCS-A/org # scope
fault-suppress-task name

ステップ 3   

Displays the schedule or fixed time interval for
the task.

UCS-A/org/fault-suppress-task #
show detail expand

ステップ 4   

The following example shows how to display the suppressed faults for an organization:
UCS-A# scope org Finance
UCS-A/org # show fault suppressed
UCS-A/org #
Fault Suppress Task:

Name Status Global Schedule Suppress Policy Name
------------------ ------------------ --------------- --------------------
task1 Active test_schedule1 Default Server Maint
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UCS-A/org #

The following example shows how to display the fault suppression task called task1:
UCS-A# scope org Finance
UCS-A/org # scope fault-suppress-task task1
UCS-A/org/fault-suppress-task # show detail expand
Fault Suppress Task:

Name: task1
Status: Active
Global Schedule: test_schedule1
Suppress Policy Name: Default Server Maint

UCS-A/org/fault-suppress-task #

Configuring Settings for the Core File Exporter

Core File Exporter
Cisco UCSコアファイルが発生すると、ただちに Core File Exporterが使用され、それらのファイ
ルが TFTPを介してネットワーク上の指定の場所にエクスポートされます。この機能を使用する
ことにより、tarファイルをコアファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。

Configuring the Core File Exporter

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring system debug mode.UCS-A /monitoring # scope sysdebugステップ 2   

Enables the core file exporter. When the core
file exporter is enabled and an error causes the

UCS-A /monitoring/sysdebug # enable
core-export-target

ステップ 3   

server to perform a core dump, the system
exports the core file via TFTP to the specified
remote server.

Specifies the path to use when exporting the
core file to the remote server.

UCS-A /monitoring/sysdebug # set
core-export-target path path

ステップ 4   

Specifies the port number to use when
exporting the core file via TFTP. The range
of valid values is 1 to 65,535.

UCS-A /monitoring/sysdebug # set
core-export-target port port-num

ステップ 5   

Provides a description for the remote server
used to store the core file.

UCS-A /monitoring/sysdebug # set
core-export-target server-description
description

ステップ 6   

Specifies the hostname of the remote server
to connect with via TFTP.

UCS-A /monitoring/sysdebug # set
core-export-target server-name
hostname

ステップ 7   

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 813

Configuring Settings for the Core File Exporter



目的コマンドまたはアクション

Commits the transaction.UCS-A /monitoring/sysdebug #
commit-buffer

ステップ 8   

The following example enables the core file exporter, specifies the path and port to use when sending the core
file, specifies the remote server hostname, provides a description for the remote server, and commits the
transaction.
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope sysdebug
UCS-A /monitoring/sysdebug # enable core-export-target
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target path /root/CoreFiles/core
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target port 45000
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target server-description CoreFile102.168.10.10
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target server-name 192.168.10.10
UCS-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/sysdebug #

Disabling the Core File Exporter

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring system debug mode.UCS-A /monitoring # scope sysdebugステップ 2   

Disables the core file exporter. When the
core file exporter is disabled core files are
not automatically exported.

UCS-A /monitoring/sysdebug # disable
core-export-target

ステップ 3   

Commits the transaction.UCS-A /monitoring/sysdebug #
commit-buffer

ステップ 4   

The following example disables the core file exporter and commits the transaction.
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope sysdebug
UCS-A /monitoring/sysdebug # disable core-export-target
UCS-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/sysdebug #
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Configuring the Syslog

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enables or disables the sending of syslogs to the
console.

UCS-A /monitoring # {enable |
disable} syslog console

ステップ 2   

（任意）
Select the lowest message level that you want
displayed. If syslogs are enabled, the system

UCS-A /monitoring # set syslog
console level {emergencies | alerts |
critical}

ステップ 3   

displays that level and above on the console. The
level options are listed in order of decreasing
urgency.The default level is Critical.

Enables or disables the monitoring of syslog
information by the operating system.

UCS-A /monitoring # {enable |
disable} syslog monitor

ステップ 4   

（任意）
Select the lowest message level that you want
displayed. If the monitor state is enabled, the system

UCS-A /monitoring # set syslog
monitor level {emergencies | alerts |
critical | errors | warnings |
notifications | information |
debugging}

ステップ 5   

displays that level and above. The level options are
listed in order of decreasing urgency.The default
level is Critical.

Messages at levels below Critical are
displayed on the terminal monitor only
if you have entered the terminal
monitor command.

（注）

Enables or disables the writing of syslog
information to a syslog file.

UCS-A /monitoring # {enable |
disable} syslog file

ステップ 6   

The name of the file in which the messages are
logged. Up to 16 characters are allowed in the file
name.

UCS-A /monitoring # set syslog file
name filename

ステップ 7   

（任意）
Select the lowest message level that you want stored
to a file. If the file state is enabled, the system stores

UCS-A /monitoring # set syslog file
level {emergencies | alerts | critical |
errors | warnings | notifications |
information | debugging}

ステップ 8   

that level and above in the syslog file. The level
options are listed in order of decreasing urgency.The
default level is Critical.
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目的コマンドまたはアクション

（任意）
The maximum file size, in bytes, before the system
begins to write over the oldest messages with the
newest ones. The range is 4096 to 4194304 bytes.

UCS-A /monitoring # set syslog file
size filesize

ステップ 9   

Enables or disables the sending of syslog messages
to up to three external syslog servers.

UCS-A /monitoring # {enable |
disable} syslog remote-destination
{server-1 | server-2 | server-3}

ステップ 10   

（任意）
Select the lowest message level that you want stored
to the external log. If the remote-destination is

UCS-A /monitoring # set syslog
remote-destination {server-1 |
server-2 | server-3} level{emergencies
| alerts | critical | errors | warnings |

ステップ 11   

enabled, the system sends that level and above to
notifications | information |
debugging}

the external server. The level options are listed in
order of decreasing urgency.The default level is
Critical.

The hostname or IP address of the specified remote
syslog server. Up to 256 characters are allowed in
the hostname.

UCS-A /monitoring # set syslog
remote-destination {server-1 |
server-2 | server-3} hostname
hostname

ステップ 12   

（任意）
The facility level contained in the syslog messages
sent to the specified remote syslog server.

UCS-A /monitoring # set syslog
remote-destination {server-1 |
server-2 | server-3} facility {local0 |
local1 | local2 | local3 | local4 | local5
| local6 | local7}

ステップ 13   

This can be one of the following:UCS-A /monitoring # {enable |
disable} syslog source {audits | events
| faults}

ステップ 14   

• audits—Enables or disables the logging of all
audit log events.

• events—Enables or disables the logging of all
system events.

• faults—Enables or disables the logging of all
system faults.

Commits the transaction.UCS-A /monitoring # commit-bufferステップ 15   

This example shows how to enable the storage of syslog messages in a local file and commits the transaction:
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # disable syslog console
UCS-A /monitoring* # disable syslog monitor
UCS-A /monitoring* # enable syslog file
UCS-A /monitoring* # set syslog file name SysMsgsUCSA
UCS-A /monitoring* # set syslog file level notifications
UCS-A /monitoring* # set syslog file size 4194304
UCS-A /monitoring* # disable syslog remote-destination server-1
UCS-A /monitoring* # disable syslog remote-destination server-2
UCS-A /monitoring* # disable syslog remote-destination server-3
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UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

Viewing Audit Logs

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters security mode.UCS-A# scope securityステップ 1   

Displays the audit logs.UCS-A /security # show audit-logsステップ 2   

The following example displays the audit logs:
UCS-A# scope security
UCS-A /security # show audit-logs
Audit trail logs:

Creation Time User ID Action Description

-------------------- ---------- -------- ---------------- -----------

2013-01-04T19:05:36.027
internal 1055936 Creation Fabric A:

local us
er admin logge

2013-01-03T23:08:37.459
admin 1025416 Creation Uplink FC

VSAN mem
ber port A/1/3

2013-01-03T23:08:37.459
admin 1025417 Deletion Uplink FC

VSAN mem
ber port A/1/3

2013-01-03T23:08:02.387
admin 1025299 Creation Uplink FC

VSAN mem
ber port A/1/3

2013-01-03T23:08:02.387
admin 1025300 Deletion Uplink FC

VSAN mem
ber port A/1/3

2013-01-03T23:03:23.926
admin 1025096 Creation Uplink FC

VSAN mem
ber port A/1/3
UCS-A /security #
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Configuring the Log File Exporter

ログファイルエクスポータ

Cisco UCSManagerは、実行ごとにログファイルを生成します。ログファイルのサイズは最大 20
MBで、最大 5つのバックアップがサーバに保存できます。ログファイルエクスポータにより、
ログファイルを削除する前にリモートサーバにエクスポートすることができます。ログファイ

ル名には次の情報が含まれます。

•プロセスの名前

•タイムスタンプ

•ファブリックインターコネクトの名前と ID

ログのエクスポートをイネーブルにしない場合は、バックアップファイルの最大限度に到達

すると最も古いログファイルが削除されます。

（注）

注意事項と制約事項

•ログのエクスポートには、tftpまたはパスワードなしの scpまたは sftpを使用することを推奨
します。標準の scpまたは sftpが使用される場合、ユーザパスワードは暗号化された形式で
コンフィギュレーションファイルに保存されます。

• HAセットアップでは、各側からのログファイルは別々にエクスポートされます。一方のロ
グエクスポートが失敗しても、もう一方が補うことはありません。

Exporting Log Files to a Remote Server

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters monitoring mode.UCS-A# scope monitoringステップ 1   

Enters monitoring system debug mode.UCS-A /monitoring # scope sysdebugステップ 2   

Enters log file export mode.UCS-A /monitoring/sysdebug # scope
log-export-policy

ステップ 3   

Whether log file exporting is enabled.UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set admin-state {disabled | enabled}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）
Provides a description for the log export
policy

UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set desc description

ステップ 5   

Specifies the hostname of the remote
server.

UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set hostname hostname

ステップ 6   

After you press Enter, you are prompted to
enter the password.

UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set passwd

ステップ 7   

Specifies the password for the remote
server username. This step does not apply
if the TFTP protocol is used.

Enables SSH login without a password.UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set passwordless-ssh {no | yes}

ステップ 8   

Specifies the protocol to use when
communicating with the remote server.

UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set proto {scp | ftp | sftp | tftp}

ステップ 9   

Specifies the path on the remote server
where the log file is to be saved.

UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set path path

ステップ 10   

Specifies the username the system should
use to log in to the remote server. This step
does not apply if the TFTP protocol is used.

UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
set user username

ステップ 11   

Commits the transaction.UCS-A
/monitoring/sysdebug/log-export-policy #
commit-buffer

ステップ 12   

The following example shows how to enable the log file exporter, specify the remote server hostname, set
the protocol to scp, enable passwordless login, and commit the transaction.
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope sysdebug
UCS-A /monitoring/sysdebug # scope log-export-policy
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set admin-state enable
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set hostname 10.10.1.1
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set path /
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set user testuser
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set proto scp
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwd
password:
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwordless-ssh yes
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/sysdebug/log-export-policy #
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第 48 章

NetFlow のモニタリング

この章は、次の項で構成されています。

• NetFlowのモニタリング, 821 ページ

• NetFlowの制約事項, 823 ページ

• Configuring a Flow Record Definition, 823 ページ

• Configuring an Exporter Profile, 824 ページ

• Configuring a Netflow Collector, 825 ページ

• Configuring a Flow Exporter, 826 ページ

• Configuring a Flow Monitor, 827 ページ

• Configuring a Flow Monitor Session, 827 ページ

• Configuring a NetFlow Cache Active and Inactive Timeout, 828 ページ

• Associating a Flow Monitor Session to a vNIC, 829 ページ

NetFlow のモニタリング
NetFlowは、IPトラフィックデータを収集するための標準のネットワークプロトコルです。
Netflowでは、ユーザは、特定の特性を共有する単方向の IPパケットの観点から、フローを定義
することができます。フロー定義に一致するすべてのパケットが収集され、1つ以上の外部NetFlow
コレクタにエクスポートされます。そこでは、アプリケーション固有の処理のために、これらの

パケットをさらに集約、分析、使用できます。

Cisco UCS Managerは、Netflow対応アダプタ（Cisco UCS VIC 1240、Cisco UCS VIC 1280、および
CiscoUCSVIC1225）を使用して、フロー情報を収集し、エクスポートするルータおよびスイッチ
と通信します。
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ネットワークフロー

フローは、トラフィックの送信元または送信先、ルーティング情報、使用されているプロトコル

などの、一般的なプロパティを備えた一連の単方向 IPパケットです。フローは、フローレコー
ド定義での定義に一致する場合に収集されます。

フローレコード定義

フローレコードの定義には、フローを定義する際に使用するプロパティに関するすべての情報が

含まれています。これには、特性プロパティまたは測定されたプロパティのどちらも含めること

ができます。フローキーとも呼ばれる特性プロパティは、フローを定義するプロパティです。

Cisco UCSManagerは、IPv4、IPv6、およびレイヤ 2キーをサポートしています。フロー値または
非キーとも呼ばれる測定された特性は、フローのすべてのパケットに含まれるバイト数またはパ

ケットの合計数などの、測定できる値です。

フローレコード定義は、フローキーとフロー値の特定の組み合わせです。次のタイプのフロー

レコード定義を使用できます。

• [System-defined]：Cisco UCS Manager.が提供するデフォルトのフローレコード定義。

• [User-defined]：自身で作成できるフローレコード定義。

フローエクスポータ、フローエクスポータプロファイル、およびフローコレクタ

フローエクスポータは、フローエクスポータプロファイルの情報に基づき、フローコネクタに

フローを転送します。フローエクスポータのプロファイルには、NetFlowパケットをエクスポー
トする際に使用されるネットワーキングプロパティが含まれます。ネットワークのプロパティに

は、ファブリックインターコネクトごとの VLAN、送信元 IPアドレス、サブネットマスクが含
まれます。

Cisco UCS Manager GUIでは、ネットワーキングプロパティは、プロファイルに含まれるエク
スポータインターフェイスで定義されます。 Cisco UCSManager CLIでは、プロパティはプロ
ファイルで定義されます。

（注）

フローコレクタは、フローエクスポータからフローを受信します。各フローコレクタには、フ

ローの送信先を定義する、IPアドレス、ポート、外部ゲートウェイ IP、VLANが含まれます。

フローモニタおよびフローモニタセッション

フローモニタは、フロー定義、1つまたは 2つのフローエクスポータ、タイムアウトポリシーで
構成されます。フローモニタを使用することで、どのフロー情報をどこから収集するかを指定で

きます。各フローモニタは、出力または入力のどちらかの方向で動作します。

フローモニタセッションには、次の 4つまでのフローモニタが含まれます。入力方向の 2つの
フローモニタと出方向の 2つのフローモニタ。また、フローモニタセッションは、vNICに関
連付けることができます。

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
822 OL-31133-02   

NetFlow のモニタリング



NetFlow の制約事項
次の制限は、Netflowのモニタリングに適用されます。

• Netflowのモニタリングは、Cisco UCS 6100シリーズ Fabric Interconnectではサポートされま
せん。

• Netflowのモニタリングは、Cisco UCS VIC 1240、Cisco UCS VIC 1280、Cisco UCS VIC 1225
のアダプタでのみサポートされます。第 1世代のアダプタまたはシスコ製以外のVICアダプ
タはサポートされません。

•最大 64のフローレコード定義、フローエクスポータ、フローモニタを使用できます。

• Netflowは、vNICテンプレートオブジェクトではサポートされません。

• PVLANとローカル VLANは、サービス VLANではサポートされません。

•すべての VLANは公開し、両方の FIに共通である必要があります。

• VLANはフローコレクタと併用する前に、エクスポータインターフェイスとして定義する
必要があります。

• usNIC、VMQ、または Linux ARFSとは NetFlowを使用できません。

Configuring a Flow Record Definition

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the ethernet flow monitor mode.UCS-A# scope eth-flow-monステップ 1   

Enters flow record mode for the specified
flow record.

UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-record
flow-record-name

ステップ 2   

Specifies the key type.UCS-A /eth-flow-mon/flow-record # set
keytype {ipv4keys | ipv6keys | l2keys}

ステップ 3   

Specifies the attributes for the key type
that you selected in Step 3.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-record # set
ipv4keys {dest-port | ip-protocol | ip-tos |

ステップ 4   

ipv4-dest-address | ipv4-src-address |
src-port}

Use this command only if you
chose ipv4keys in step 3.

（注）

Specifies the attributes for the key type
that you selected in Step 3.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-record # set
ipv6keys {dest-port | ip-protocol |

ステップ 5   

ipv6-dest-address | ipv6-src-address |
src-port}

Use this command only if you
chose ipv6keys in Step 3.

（注）
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目的コマンドまたはアクション

Specifies the attributes for the key type
that you chose in Step 3.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-record # set l2keys
{dest-mac-address | ethertype |
src-mac-address}

ステップ 6   

Use this command only if you
selected l2keys in step 3.

（注）

Specifies the nonkey attributes.UCS-A /eth-flow-mon/flow-record # set
nonkeys {counter-bytes-long |

ステップ 7   

counter-packets-long | sys-uptime-first |
sys-uptime-last}

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-record #
commit-buffer

ステップ 8   

The following example shows how to create a flow record definition with Layer 2 keys and commit the
transaction:
UCS-A# scope eth-flow-mon
UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-record r1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-record* # set keytype l2keys
UCS-A /eth-flow-mon/flow-record* #set l2keys dest-mac-address src-mac-address
UCS-A /eth-flow-mon/flow-record* # set nonkeys sys-uptime counter-bytes counter-packets
UCS-A /eth-flow-mon/flow-record* # commit-buffer
UCS-A /eth-flow-mon/flow-record #

Configuring an Exporter Profile

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the ethernet flow monitor mode.UCS-A# scope eth-flow-monステップ 1   

Enters the flow profile mode for the specified
profile.

UCS-A /eth-flow-mon # scope
flow-profile profile-name

ステップ 2   

Displays the flow profile configuration.UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile #
show config

ステップ 3   

Specifies the VLAN associated with the
exporter profile. PVLANs and local VLAN

UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile #
enter vlan vlan-name

ステップ 4   

are not supported. All VLAN must be public
and must be common to both fabric
interconnects.

Enters flow profile mode for the specified
fabric.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan
# enter fabric {a | b}

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

Specifies the source IP and subnet mask for
the exporter profile on the fabric.

UCS-A
/eth-flow-mon/flow-profile/vlan/fabric/ #
set addr ip-addr subnet ip-addr

ステップ 6   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A
/eth-flow-mon/flow-profile/vlan/fabric/ #
commit-buffer

ステップ 7   

The following example shows how to configure the default exporter profile, set the source IP and subnet mask
for the exporter interface on each fabric, and commit the transaction:
UCS-A# scope eth-flow-mon
UCS-A /eth-flow-mon # scope flow-profile default
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile # enter vlan 100
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan* # enter fabric a
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan/fabric* # set addr 10.10.10.10 subnet 255.255.255.0
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan/fabric* # up
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan* # enter fabric b
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan/fabric* # set addr 10.10.10.11 subnet 255.255.255.0
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-flow-mon/flow-profile/vlan/fabric #

Configuring a Netflow Collector

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the ethernet flow monitor mode.UCS-A# scope eth-flow-monステップ 1   

Enters the flow collector mode for the
specified flow collector.

UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-collector
flow-collector-name

ステップ 2   

Specifies the destination port for the
flow collector.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector # set
dest-port port_number

ステップ 3   

Specifies the VLAN ID for the flow
collector.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector # set
vlan vlan_id

ステップ 4   

Enters IPv4 configuration mode.UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector # enter
ip-if

ステップ 5   

Specifies the exporter IP address.UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector/ip-if #
set addr ip-address

ステップ 6   

Specifies the exporter gateway address.UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector/ip-if #
set exporter-gw gw-address

ステップ 7   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector/ip-if #
commit-buffer

ステップ 8   
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The following example shows how to configure a NetFlow collector, set the exporter IP and gateway address,
and commit the transaction:
UCS-A# scope eth-flow-mon
UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-collector c1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector* # set dest-port 9999
UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector* # set vlan vlan100
UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector* # enter ip-if
UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector/ip-if* # set addr 20.20.20.20
UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector/ip-if* # set exporter-gw 10.10.10.1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector/ip-if* # commit-buffer
UCS-A /eth-flow-mon/flow-collector/ip-if #

Configuring a Flow Exporter

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the ethernet flow monitor mode.UCS-A# scope eth-flow-monステップ 1   

Enters the flow exporter mode for the
specified flow exporter.

UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-exporter
flow-exporter-name

ステップ 2   

Specifies the differentiated services code
point.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter # set
dscp dscp_number

ステップ 3   

Specifies the flow collector.UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter # set
flow-collector flow-collector_name

ステップ 4   

Specifies the timeout period for resending
NetFlow flow exporter data.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter # set
exporter-stats-timeout timeout_number

ステップ 5   

Specifies the time period for resending
the NetFlow flow exporter interface table.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter # set
interface-table-timeout timeout_number

ステップ 6   

Specifies the timeout period for resending
NetFlow template data.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter # set
template-data-timeout timeout_number

ステップ 7   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter #
commit-buffer

ステップ 8   

The following example shows how to configure a flow exporter, set the timeout values, and commit the
transaction:
UCS-A# scope eth-flow-mon
UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-exporter ex1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter* # set dscp 6
UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter* # set flow-collector c1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter* # set exporter-stats-timeout 600
UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter* # set interface-table-timeout 600
UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter* # set template-data-timeout 600
UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter* # commit-buffer
UCS-A /eth-flow-mon/flow-exporter #
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Configuring a Flow Monitor

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the ethernet flow monitor
mode.

UCS-A# scope eth-flow-monステップ 1   

Enters the flow monitor mode for the
specified flow monitor.

UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-monitor
flow-monitor-name

ステップ 2   

Specifies the flow record.UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor # set
flow-record flow-record-name

ステップ 3   

Specifies the first flow exporter.UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor # create
flow-exporter flow-exporter-name

ステップ 4   

Specifies the second flow exporter.UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor # create
flow-exporter flow-exporter-name

ステップ 5   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor #
commit-buffer

ステップ 6   

The following example shows how to create a flow monitor and commit the transaction:
UCS-A# scope eth-flow-mon
UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-monitor m1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor* # set flow-record r1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor* # create flow-exporter ex1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor* # create flow-exporter ex2
UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor* # commit-buffer
UCS-A /eth-flow-mon/flow-monitor #

Configuring a Flow Monitor Session

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the ethernet flowmonitor mode.UCS-A# scope eth-flow-monステップ 1   

Enters the flow monitor session mode
for the specified flow monitor session.

UCS-A /eth-flow-mon # enter
flow-mon-session flow-monitor-session-name

ステップ 2   

Specifies the first flow monitor.UCS-A /eth-flow-mon/flow-mon-session #
create flow-monitor flow-monitor-1

ステップ 3   

Specifies the second flow monitor.UCS-A /eth-flow-mon/flow-mon-session #
create flow-monitor flow-monitor-2

ステップ 4   

Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2    
   OL-31133-02 827

Configuring a Flow Monitor



目的コマンドまたはアクション

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-mon-session #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to create a flow monitor session with two flow monitors:
UCS-A# scope eth-flow-mon
UCS-A /eth-flow-mon # enter flow-mon-session s1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-mon-session* # create flow-monitor m1
UCS-A /eth-flow-mon/flow-mon-session* # create flow-monitor m2
UCS-A /eth-flow-mon/flow-mon-session* # commit-buffer
UCS-A /eth-flow-mon/flow-mon-session #

Configuring a NetFlow Cache Active and Inactive Timeout

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the ethernet flow monitor mode.UCS-A# scope eth-flow-monステップ 1   

Enters the flow timeout mode for the specified
flow timeout.

UCS-A /eth-flow-mon # scope
flow-timeout timeout-name

ステップ 2   

Specifies the active timeout value. This value
can be between 60 and 4092 seconds. The
default value is 120 seconds.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-timeout # set
cache-timeout-active timeout-value

ステップ 3   

Specifies the inactive timeout value. This value
can be between 15 and 4092 seconds. The
default value is 15 seconds.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-timeout # set
cache-timeout-inactive timeout-value

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /eth-flow-mon/flow-timeout #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to change the NetFlow timeout values and commit the transaction:
UCS-A# scope eth-flow-mon
UCS-A /eth-flow-mon # scope flow-timeout default
UCS-A /eth-flow-mon/flow-timeout # set cache-timeout-active 1800
UCS-A /eth-flow-mon/flow-timeout* # set cache-timeout-inactive 20
UCS-A /eth-flow-mon/flow-timeout* # commit-buffer
UCS-A /eth-flow-mon/flow-timeout #
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Associating a Flow Monitor Session to a vNIC

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameとして /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Enters the organization service profile mode
for the specified service profile.

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

Enters the organization service profile mode
for the specified vNIC.

UCS-A /org/service-profile # scope vnic
vnic-name

ステップ 3   

Associates the flow monitor session to the
vNIC.

UCS-A /org/service-profile/vnic # enter
flow-mon-src
flow-monitor-session-name

ステップ 4   

Commits the transaction to the system
configuration.

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

ステップ 5   

The following example shows how to associate the flow monitor session s1 to the vNIC eth5:
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # scope vnic eth5
UCS-A /org/service-profile/vnic # enter flow-mon-src s1
UCS-A /org/service-profile/vnic # commit-buffer
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