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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。

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

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

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

（注）

vNIC テンプレートの作成

はじめる前に

このポリシーは、次のリソースの 1つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。

•ネームド VLAN

• MACプール

• QoSポリシー

• LANピングループ

•統計情報しきい値ポリシー

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [vNIC Templates]ノードを右クリックし、[Create vNIC Template]を選択します。

ステップ 5 [Create vNIC Template]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [General]領域で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

仮想ネットワークインターフェイスカード（vNIC）テンプ
レートの名前。

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。

[名前]フィールド

テンプレートのユーザ定義による説明。

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]フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリックインターコネ

クト。

デフォルトのファブリックインターコネクトが使用できない

場合に、このテンプレートから作成された vNICから第 2の
ファブリックインターコネクトにアクセスできるようにする

には、[フェールオーバーの有効化]チェックボックスをオン
にします。

次の状況下では、vNICファブリックフェールオー
バーを有効化しないでください。

（注）

• CiscoUCS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（CiscoUCS82598KR-CI 10-Gigabit
EthernetAdapter）があるサーバに、このテンプ
レートから作成された 1つ以上の 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。

[ファブリックID]フィールド
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説明名前

このテンプレートから作成された vNICに可能なターゲット
のリスト。選択したターゲットによって、CiscoUCSManager
が、vNICテンプレートの適切な設定を使用して、自動的に
VM-FEXポートプロファイルを作成するかどうかが決まりま
す。次のいずれかになります。

• [アダプタ]：vNICはすべてのアダプタに適用されます。
このオプションを選択した場合、VM-FEXポートプロ
ファイルが作成されません。

• [VM]：vNICはすべての仮想マシンに適用されます。こ
のオプションを選択した場合、VM-FEXポートプロファ
イルが作成されます。

[ターゲット]リストボックス

次のいずれかになります。

• [初期テンプレート]：テンプレートが変更された場合、
このテンプレートから作成された vNICはアップデート
されません。

• [テンプレートの更新]：テンプレートが変更された場合、
このテンプレートから作成された vNICはアップデート
されます。

[テンプレートのタイプ]
フィールド

b) [VLANs]領域で、このテンプレートから作成された vNICに割り当てるVLANをテーブルを使
用して選択します。テーブルには、次のカラムがあります。

説明名前

使用するVLANごとに、このカラムのチェックボックスをオ
ンにします。

VLANと PVLANを同じ vNICに割り当てることは
できません。

（注）

[Select]カラム

VLANの名前。[Name]カラム

VLANのいずれかをネイティブVLANとして指定するには、
このカラムのオプションボタンをクリックします。

[Native VLAN]カラム

VLANを作成する場合は、このリンクをクリックします。[Create VLAN]リンク

c) [Policies]領域で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

この vNICテンプレートから作成された vNICによって使用さ
れる最大伝送単位、つまりパケットサイズ。

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。

vNICテンプレートに QoSポリシーが関連付けられ
ている場合、ここで指定されたMTUは、関連付け
られているQoSシステムクラスで指定されたMTU
以下であることが必要です。このMTU値が QoS
システムクラスのMTU値を超えている場合、デー
タ転送中にパケットがドロップされる可能性があり

ます。

（注）

[MTU]フィールド

この vNICテンプレートから作成された vNICによって使用さ
れるMACアドレスプール。

[MACプール]ドロップダウン
リスト

この vNICテンプレートから作成された vNICによって使用さ
れるサービスポリシーの品質。

[QoSポリシー]ドロップダウン
リスト

この vNICテンプレートから作成された vNICによって使用さ
れるネットワーク制御ポリシー。

[ネットワーク制御ポリシー]
ドロップダウンリスト

この vNICテンプレートから作成された vNICによって使用さ
れる LANピングループ。

[ピングループ]ドロップダウ
ンリスト

この vNICテンプレートから作成された vNICによって使用さ
れる統計情報収集ポリシー。

[統計しきい値ポリシー]ド
ロップダウンリスト

ダイナミック vNIC、usNIC、またはVMQなど、3種類のオプ
ションボタンから 1つを選択します。ここでの選択に基づい
て、ドロップダウンリストから適切な接続ポリシーを選択し

ます。

接続ポリシー

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次の作業

vNICテンプレートをサービスプロファイルに含めます。
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vNIC テンプレートへの vNIC のバインディング
サービスプロファイルと関連付けられた vNICを vNICテンプレートにバインドすることができま
す。 vNICを vNICテンプレートにバインドした場合、Cisco UCS Managerにより、vNICテンプ
レートで定義された値を使って vNICが設定されます。既存の vNIC設定が vNICテンプレートと
一致しない場合、Cisco UCS Managerにより vNICが再設定されます。バインドされた vNICの設
定は、関連付けられた vNICテンプレートを使用してのみ変更できます。 vNICを含むサービスプ
ロファイルがすでにサービスプロファイルテンプレートにバインドされている場合、vNICを
vNICテンプレートにバインドできません。

再設定されているvNICをテンプレートにバインドした場合、CiscoUCSManagerにより、サー
ビスプロファイルと関連付けられているサーバがリブートされます。

重要

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 バインドする vNICを備えたサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Service_Profile_Name] > [vNICs]を展開します。

ステップ 5 テンプレートにバインドする vNICをクリックします。

ステップ 6 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 7 [Actions]領域で、[Bind to a Template]をクリックします。

ステップ 8 [Bind to a vNIC Template]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [vNIC Template]ドロップダウンリストから、vNICをバインドするテンプレートを選択しま
す。

b) [OK]をクリックします。

ステップ 9 警告ダイアログボックスで [Yes]をクリックすることで、バインディングによって vNICの再設定
が生じた場合に Cisco UCS Managerでサーバのリブートが必要になる場合があることを確認しま
す。
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vNIC テンプレートからの vNIC のバインド解除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 バインドを解除する vNICを備えたサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開し
ます。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Service_Profile_Name] > [vNICs]を展開します。

ステップ 5 テンプレートからバインドを解除する vNICをクリックします。

ステップ 6 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 7 [Actions]領域で [Unbind from a Template]をクリックします。

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

vNIC テンプレートの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [vNIC Templates]ノードを展開します。

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

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

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
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•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は、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場合があります。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、任意の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

イーサネットアダプタポリシーの作成

領域のフィールドが表示されない場合は、見出しの右側の [Expand]アイコンをクリックしま
す。

ヒント

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Adapter Policies]を右クリックし、[Create Ethernet Adapter Policy]を選択します。

ステップ 5 次のフィールドに、ポリシーの名前および説明を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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。

[名前]フィールド
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説明名前

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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]フィールド

次のいずれかになります。

• [Local]：このポリシーは、Cisco UCSドメイン内のサービ
スプロファイルとサービスプロファイルテンプレートで

のみ使用できます。

• [PendingGlobal]：このポリシーの制御は、CiscoUCSCentral
に移行中です。移行が完了すると、このポリシーは Cisco
UCSCentralに登録されているすべてのCiscoUCSドメイン
で使用可能になります。

• [Global]：このポリシーは、CiscoUCSCentralで管理されま
す。このポリシーを変更する場合は、必ず Cisco UCS
Centralを使用して変更してください。

[Owner]フィールド

ステップ 6 （任意） [Resources]領域で、次の値を調整します。

説明名前

割り当てる送信キューリソースの数。

1～ 256の整数を入力します。

[Transmit Queues]フィールド

各送信キュー内の記述子の数。

64～ 4096の整数を入力します。

[Ring Size]フィールド

割り当てる受信キューリソースの数。

1～ 256の整数を入力します。

[Receive Queues]フィールド

各受信キュー内の記述子の数。

64～ 4096の整数を入力します。

[Ring Size]フィールド

割り当てる完了キューリソースの数。通常、割り当てなければ

ならない完了キューリソースの数は、送信キューリソースの数

に受信キューリソースの数を加えたものと等しくなります。

1～ 512の整数を入力します。

[CompletionQueues]フィールド
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説明名前

割り当てる割り込みリソースの数。通常、この値は、完了キュー

リソースの数と同じにします。

1～ 514の整数を入力します。

[Interrupts]フィールド

ステップ 7 （任意） [Options]領域で、次の値を調整します。

説明名前

次のいずれかになります。

• [Disabled]：CPUですべてのパケットチェックサムが計算
されます。

• [Enabled]：チェックサムを計算できるように、CPUからす
べてのパケットがハードウェアに送信されます。このオプ

ションにより、CPUのオーバーヘッドが削減される可能性
があります。

このオプションは、インターフェイスから送信される

パケットにのみ影響します。

（注）

[Transmit Checksum Offload]
フィールド

次のいずれかになります。

• [Disabled]：CPUですべてのパケットチェックサムが検証
されます。

• [Enabled]：CPUからすべてのパケットチェックサムが検
証のためにハードウェアへ送信されます。このオプション

により、CPUのオーバーヘッドが削減される可能性があり
ます。

このオプションは、インターフェイスから送信される

パケットにのみ影響します。

（注）

[Receive Checksum Offload]
フィールド

次のいずれかになります。

• [Disabled]：大きい TCPパケットが CPUで分割されます。

• [Enabled]：大きい TCPパケットが、CPUからハードウェ
アに送信されて分割されます。このオプションにより、

CPUのオーバーヘッドが削減され、スループット率が向上
する可能性があります。

このオプションは、Large SendOffload（LSO）とも呼
ばれ、インターフェイスから送信されるパケットにの

み影響します。

（注）

[TCP Segmentation Offload]
フィールド

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.2    
   OL-31135-02-J 11

ネットワーク関連ポリシーの設定

イーサネットアダプタポリシーの作成



説明名前

次のいずれかになります。

• [Disabled]：CPUですべての大きいパケットが処理されま
す。

• [Enabled]：すべての分割パケットが、CPUに送信される前
にハードウェアによって再構築されます。このオプション

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

このオプションは、インターフェイスから送信される

パケットにのみ影響します。

（注）

[TCP Large Receive Offload]
フィールド

RSSにより、マルチプロセッサシステムにおいてネットワーク
の受信処理が複数の CPUに分散されます。次のいずれかにな
ります。

• [Disabled]：ネットワーク受信処理は、追加のプロセッサが
使用可能であっても、常に 1つのプロセッサで処理されま
す。

• [Enabled]：ネットワーク受信処理は、可能ならばいつでも
プロセッサ間で分担されます。

[Receive Side Scaling]フィール
ド

ローカル CPUで実行する必要があるフローのパケット処理。
これは Linuxオペレーティングシステムのみでサポートされま
す。次のいずれかになります。

• [Disabled]：CPUは指定されません。

• [Enabled]：パケット処理はローカルCPUで実行されます。

[Accelerated Receive Flow
Steering]フィールド

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

能な状態になっている必要があり、その時間の長さをこの設定

で制御します。

0～ 600の範囲の秒数を入力します。

[Failback Timeout]フィールド

優先ドライバ割り込みモード。次のいずれかになります。

• [MSI X]：機能拡張されたMessage Signaled Interrupts
（MSI）。これは推奨オプションです。

• [MSI]：MSIだけ。

• [INTx]：PCI INTx割り込み。

[Interrupt Mode]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• [Min]：別の割り込みイベントを送信する前に、[Interrupt
Timer]フィールドに指定された時間だけシステムは待機し
ます。

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

[Interrupt Coalescing Type]
フィールド

割り込み間の待機時間、または割り込みが送信される前に必要

な休止期間。

1～65535の値を入力します。割り込み調停をオフにするには、
このフィールドに 0（ゼロ）を入力します。

[Interrupt Timer]フィールド

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

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

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.2    
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イーサネットアダプタポリシーの作成, （9ページ）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』を参照してください。

ステップ 3 サーバのリブート

イーサネットアダプタポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [Adapter Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するイーサネットアダプタポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

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

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定

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たサーバにインストールさ
れたアダプタに基づいて必要な vNICを作成します。

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

（注）
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デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 [root]ノードを展開します。
ルート組織内のデフォルトの vNIC動作ポリシーだけを設定できます。サブ組織内のデフォルト
の vNIC動作ポリシーは設定できません。

ステップ 4 [Default vNIC Behavior]をクリックします。

ステップ 5 [General]タブの [Properties]領域で、[Action]フィールドの次のいずれかのオプションボタンをク
リックします。

• [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。

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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および vHBAを識別
します。

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

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

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

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

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

なネットワークおよびストレージの権限が必要です。

接続ポリシーの作成に必要な権限

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

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

• [admin]：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• [ls-server]：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• [ls-network]：LAN接続ポリシーを作成できます

• [ls-storage]：SAN接続ポリシーを作成できます

接続ポリシーをサービスプロファイルに追加するために必要な権限

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

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ってサービスプロファイルに対し LANおよび SAN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は、接続ポリシーとサービスプロファイルのローカル vNICおよび vHBA設定間の相
互排他性を維持します。接続ポリシーとローカルに作成された vNICまたは vHBAの組み合わせ
を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。また SAN接続ポリシーを含めると、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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LAN 接続ポリシーの作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [LAN Connectivity Policies]を右クリックし、[Create LAN Connectivity Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create LAN Connectivity Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに、ポリシーの名前と説
明を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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。

[名前]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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]フィールド

ステップ 6 次のどちらかを実行します。

• LAN接続ポリシーに vNICを追加するには、ステップ 7に進みます。

• LAN接続ポリシーに iSCSI vNICを追加し、サーバで iSCSIブートを使用するには、ステッ
プ 8に進みます。

ステップ 7 vNICを追加するには、[vNIC Table]領域で、テーブルアイコンバーの [+]をクリックし、[Create
vNIC]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 8 サーバで iSCSIブートを使用する場合は、下矢印をクリックして [Add iSCSI vNICs]バーを展開し
以下を行います。

a) テーブルアイコンバーで [+]をクリックします。
b) [Create iSCSI vNIC]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

iSCSI vNICの名前。

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。

[Name]フィールド

この iSCSI vNICと関連付けられた LAN vNIC（存在する場
合）。

[Overlay vNIC]ドロップダウン
リスト

この iSCSI vNICと関連付けられた iSCSIアダプタポリシー
（存在する場合）

[iSCSIAdapter Policy]ドロップ
ダウンリスト

すべての iSCSI vNICで使用可能な新しい iSCSIアダプタを作
成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Adapter Policy]リ
ンク

この iSCSI vNICに関連付けられた仮想 LAN。デフォルトの
VLANは、defaultです。

Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードお
よびCiscoUCSVIC-1240仮想インターフェイスカー
ドの場合、指定するVLANはオーバーレイ 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。

（注）

[VLAN]ドロップダウンリス
ト

c) [iSCSI MAC Address]領域の [MAC Address Assignment]ドロップダウンリストで、次のいずれ
かを選択します。

• MACアドレスの割り当てを解除したままにして、[Select (None used by default)]を選択し
ます。このサービスプロファイルに関連付けられるサーバがCiscoUCSM81KR仮想イン
ターフェイスカードまたは Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードを含む場
合、このオプションを選択します。

このサービスプロファイルに関連付けられたサーバにCiscoUCSNICM51KR-Bが
含まれる場合、MACアドレスを指定する必要があります。

重要

•特定のMACアドレスを使用する場合、[00:25:B5:XX:XX:XX]を選択し、アドレスを [MAC
Address]フィールドに入力します。このアドレスが使用可能であることを確認するには、
対応するリンクをクリックします。

•プール内のMACアドレスを使用する場合は、リストからプール名を選択します。各プー
ル名の後には、数字のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はそのプール内の使用
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可能なMACアドレスの数であり、2番めの数字はそのプール内のMACアドレスの合計
数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されている場合、プールカテゴリが
2つ存在することがあります。ドメインプールは Cisco UCSドメインでローカルに定義
され、グローバルプールは、Cisco UCS Centralで定義されます。

d) （任意）すべてのサービスプロファイルで使用できるMACプールを作成する場合は、[Create
MAC Pool]をクリックし、[Create MAC Pool]ウィザードでフィールドに値を入力します。
詳細については、MACプールの作成を参照してください。

e) [OK]をクリックします。

ステップ 9 ポリシーに必要なすべての vNICまたは iSCSI vNICを作成したら、[OK]をクリックします。

次の作業

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含めます。

LAN 接続ポリシー用の vNIC の作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 vNICを追加するポリシーを選択します。

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

ステップ 6 [vNICs]テーブルのアイコンバーで、[Add]をクリックします。

ステップ 7 [Create vNIC]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。
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LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 vNICを削除するポリシーを選択します。

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

ステップ 6 [vNICs]テーブルで、次を実行します。
a) 削除する vNICをクリックします。
b) アイコンバーで、[Delete]をクリックします。

ステップ 7 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。

LAN 接続ポリシー用の iSCSI vNIC の作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 iSCSI vNICを追加するポリシーを選択します。

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

ステップ 6 [Add iSCSI vNICs]テーブルのアイコンバーで、[Add]をクリックします。

ステップ 7 [Create iSCSI vNIC]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

iSCSI vNICの名前。

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。

[Name]フィールド
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説明名前

この iSCSIvNICと関連付けられたLANvNIC（存在する場合）。[Overlay vNIC]ドロップダウン
リスト

この iSCSI vNICと関連付けられた iSCSIアダプタポリシー（存
在する場合）

[iSCSI Adapter Policy]ドロップ
ダウンリスト

すべての iSCSI vNICで使用可能な新しい iSCSIアダプタを作成
するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Adapter Policy]リ
ンク

この iSCSI vNICに関連付けられた仮想 LAN。デフォルトの
VLANは、defaultです。

Cisco UCS 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はオーバーレイ 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。

（注）

[VLAN]ドロップダウンリスト

ステップ 8 [iSCSIMACAddress]領域の [MACAddress Assignment]ドロップダウンリストで、次のいずれかを
選択します。

• MACアドレスの割り当てを解除したままにして、[Select (None used by default)]を選択しま
す。このサービスプロファイルに関連付けられるサーバが Cisco UCS M81KR仮想インター
フェイスカードまたは Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードを含む場合、この
オプションを選択します。

このサービスプロファイルに関連付けられたサーバに Cisco UCS NIC M51KR-Bが含
まれる場合、MACアドレスを指定する必要があります。

重要

•特定のMACアドレスを使用する場合、[00:25:B5:XX:XX:XX]を選択し、アドレスを [MAC
Address]フィールドに入力します。このアドレスが使用可能であることを確認するには、対
応するリンクをクリックします。

•プール内のMACアドレスを使用する場合は、リストからプール名を選択します。各プール
名の後には、数字のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はそのプール内の使用可能な

MACアドレスの数であり、2番めの数字はそのプール内のMACアドレスの合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されている場合、プールカテゴリが 2つ
存在することがあります。ドメインプールはCiscoUCSドメインでローカルに定義され、グ
ローバルプールは、Cisco UCS Centralで定義されます。

ステップ 9 （任意） すべてのサービスプロファイルで使用できるMACプールを作成する場合は、[Create
MAC Pool]をクリックし、[Create MAC Pool]ウィザードでフィールドに値を入力します。
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詳細については、MACプールの作成を参照してください。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

ステップ 11 [Save Changes]をクリックします。

LAN 接続ポリシーからの iSCSI vNIC の削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 iSCSI vNICを削除するポリシーを選択します。

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

ステップ 6 [Add iSCSI vNICs]テーブルで、次を実行します。
a) 削除する iSCSI vNICをクリックします。
b) アイコンバーで、[Delete]をクリックします。

ステップ 7 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [LAN Connectivity Policies]ノードを展開します。

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

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

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）

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.2    
   OL-31135-02-J 23

ネットワーク関連ポリシーの設定

ネットワーク制御ポリシーの設定



MAC 登録モード

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

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

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

ネットワーク制御ポリシーの作成

Emulex統合型ネットワークアダプタ（N20-AE0102）用のMACアドレスベースのポートセキュ
リティはサポートされません。MACアドレスベースのポートセキュリティが有効になっている
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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Network Control Policies]ノードを右クリックし、[Create Network Control Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Network Control Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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。

[名前]フィールド
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説明名前

このオプションにより、このポリシーがを含むサービスプロ

ファイルと関連付けられたサーバ上で Cisco Discovery Protocol
（CDP）をイネーブルにするかどうか決定されます。次のいず
れかになります。

•ディセーブル

•イネーブル

[CDP]フィールド

アダプタ登録されたMACアドレスが、インターフェイスに関
連付けられたネイティブVLANだけに追加されるか、それとも
インターフェイスに関連付けられたすべてのVLANに追加され
るか。次のいずれかになります。

• [Only Native Vlan]：MACアドレスはネイティブ VLANの
みに追加されます。このオプションはデフォルトで、

port+VLANのカウントが最大になります。

• [AllHostVlans]：MACアドレスは関連付けられたすべての
VLANに追加されます。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。

[MAC Register Mode]フィール
ド
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説明名前

このオプションにより、ファブリックインターコネクトがエン

ドホストモードのときに、使用可能なアップリンクポートがな

いと、VIFがどのように動作するか決定されます。次のいずれ
かになります。

• [Link Down]：ファブリックインターコネクト上でアップ
リンク接続が失われたときに vNICの動作状態をダウンに
変更します。vNICのファブリックフェールオーバーはイ
ネーブルになります。

• [Warning]：使用可能なアップリンクポートがない場合で
あっても、サーバ間の接続を維持します。ファブリックイ

ンターコネクト上でアップリンク接続が失われたときの

ファブリックフェールオーバーはディセーブルになりま

す。

デフォルトは [Link Down]です。

このセクションに記載されている VM-FEX非対応の
統合型ネットワークアダプタのタイプが実装に含ま

れ、そのアダプタがイーサネットと FCoEの両方のト
ラフィックを処理することが予想される場合は、警告

の値を使用して [アップリンクのアクションに失敗し
ました]プロパティを設定することをお勧めします。
ただし、この設定にすると、ボーダポートがダウン

した場合に、イーサネットチーミングドライバでリ

ンク障害を検出できなくなる場合があります。

（注）

[Action on Uplink Fail]フィール
ド

ステップ 6 [MAC Security]領域で次の手順を実行して、ファブリックインターコネクトへのパケット送信時
に、サーバが異なるMACアドレスを使用できるかどうかを決定します。
a) [Expand]アイコンをクリックして領域を展開し、オプションボタンを表示します。
b) 次のオプションボタンのいずれかをクリックして、サーバからファブリックインターコネク
トへのパケット送信時に偽のMACアドレスが使用できるか、拒否されるかを決定します。

• [Allow]：すべてのサーバパケットは、そのパケットと関連付けられているMACアドレ
スとは無関係に、ファブリックインターコネクトで受け入れられます。

• [Deny]：最初のパケットがファブリックインターコネクトに送信された後、それ以降の
すべてのパケットでそれと同じMACアドレスを使用する必要があります。そうでないパ
ケットは、ファブリックインターコネクトからメッセージなしで拒否されます。実質的

に、このオプションによって、関連するvNICのポートセキュリティがイネーブルになり
ます。
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関連付けられたサーバに VMware ESXをインストールする予定の場合は、デフォルトの vNIC
に適用されるネットワーク制御ポリシーの [MAC Security]を [allow]に設定する必要がありま
す。 [MAC Security]を [allow]に設定しない場合、ESXのインストールは失敗します。インス
トールプロセスでは複数のMACアドレスが必要ですが、MACセキュリティでは 1つのMAC
アドレスだけが許可されるためです。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ネットワーク制御ポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [Network Control Policies]ノードを展開します。

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

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

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
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スヌーピングがイネーブルになり、IGMPクエリアがディセーブルになり
ます。プライベート VLANの場合、プライマリ VLANに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。
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• 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

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 [root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Multicast Policies]ノードを右クリックし、[Create Multicast Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Multicast Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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。

[名前]フィールド

IGMPスヌーピングが、マルチキャストトラフィックの受信に
関連のあるホストなどのデバイスにどのインターフェイスが接

続されているかを検出するために、VLAN内の IGMPプロトコ
ルメッセージを調べるかどうか。次のいずれかになります。

• [Enabled]：IGMPスヌーピングは、このポリシーに関連付
けられた VLANに使用されます。

• [Disabled]：IGMPスヌーピングは、関連付けられたVLAN
に使用されません。

[IGMP Snooping State]フィール
ド
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説明名前

IGMPスヌーピングクエリアが、IPマルチキャストトラフィッ
クを受信するホストから IGMPレポートメッセージをトリガー
するために、IGMPクエリーを定期的に送信するかどうか。次
のいずれかになります。

• [Enabled]：IGMPクエリーは定期的に送信されます。

• [Disabled]：IGMPクエリーは送信されません。

[IGMP Snooping Querier State]
フィールド

IGMPスヌーピングクエリアインターフェイスの IPv4アドレ
ス。

[IGMP Snooping Querier IPv4
Address]フィールド

ステップ 6 [OK]をクリックします。

マルチキャストポリシーの変更

この手順では、既存のマルチキャストポリシーの IGMPスヌーピング状態および IGMPスヌーピ
ングクエリア状態を変更する方法について説明します。

いったん作成されたマルチキャストポリシーの名前は変更できません。（注）

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 [root]ノードを展開します。

ステップ 4 変更するポリシーをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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。

[名前]フィールド
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説明名前

IGMPスヌーピングが、マルチキャストトラフィックの受信に
関連のあるホストなどのデバイスにどのインターフェイスが接

続されているかを検出するために、VLAN内の IGMPプロトコ
ルメッセージを調べるかどうか。次のいずれかになります。

• [Enabled]：IGMPスヌーピングは、このポリシーに関連付
けられた VLANに使用されます。

• [Disabled]：IGMPスヌーピングは、関連付けられたVLAN
に使用されません。

[IGMP Snooping State]フィール
ド

IGMPスヌーピングクエリアが、IPマルチキャストトラフィッ
クを受信するホストから IGMPレポートメッセージをトリガー
するために、IGMPクエリーを定期的に送信するかどうか。次
のいずれかになります。

• [Enabled]：IGMPクエリーは定期的に送信されます。

• [Disabled]：IGMPクエリーは送信されません。

[IGMP Snooping Querier State]
フィールド

IGMPスヌーピングクエリアインターフェイスの IPv4アドレ
ス。

[IGMP Snooping Querier IPv4
Address]フィールド

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 [root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Multicast Policies]ノードを右クリックし、[Delete Multicast Policy]を選択します。

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

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、こ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 UCS Managerでは、LACPポリシーを使用して LACPプロパ
ティを設定することができます。

LACPポリシーに対して次を設定できます。

• [Suspended-individual]：LACPのアップストリームスイッチで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。 LACPポートを中断状態にして、ループを避けることが
できます。 LACPがあるポートチャネルで個別中断を設定すると、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、中断状態になります。

• [Timervalues]：高速レートまたは標準レートを設定できます。高速レートの設定では、ポー
トはピアポートから毎秒 1つの PDUを受信することが見込まれています。このタイムアウ
トは 3秒です。標準レートの設定では、ポートは 30秒ごとに 1つの PDUを受信することが
見込まれています。このタイムアウトは 90秒です。

システムは、デフォルトの LACPポリシーを起動時に作成します。このポリシーを変更するか、
新規に作成できます。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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Work]ペインで、[LACP Policies]タブをクリックし、[+]記号をクリックします。

ステップ 5 [Create LACP Policy]ダイアログボックスで、必須フィールドに入力します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

LACP ポリシーの変更

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Work]ペインの [LACP Policies]タブで、編集するポリシーをクリックします。

ステップ 5 右側の [Properties]アイコンをクリックします。

ステップ 6 [Properties]ダイアログボックスで、必要な変更を行い、[Apply]をクリックします。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

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
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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
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メカニズムと動作し、リンクの物理ステータスを決定します。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った接続による単一方向
リンクを検出できます。アグレッシブモードの UDLDは、光ファイバリンクおよびツイストペ
アリンク上の片方向トラフィックと、光ファイバリンク上のインターフェイスの誤った接続によ

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って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、この誤った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、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。この場合、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をイネーブルに設定した場合、UDLD
ネイバー関係が設定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ったと
き、UDLDはネイバーとの接続を再確立しようとし、影響を受けたポートを管理上シャットダウ
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。

UDLDは、インターフェイスがディセーブルで UDLDが実行中の場合、UDLDがインター
フェイスでディセーブルの場合、またはスイッチがリセットされている場合は、設定変更に

よって影響を受けるインターフェイスへのすべての既存のキャッシュエントリをクリアしま

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を設定する場合に適用されます。

• UDLD対応インターフェイスが別のスイッチの UDLD非対応ポートに接続されている場合
は、このインターフェイスも単一方向リンクを検出できません。
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•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のみでイネーブルにする必
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作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [LAN Cloud]を展開します。

ステップ 3 [Link Profile]ノードを右クリックし、[Create Link Profile]を選択します。

ステップ 4 [Create Link Profile]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

リンクプロファイルの名前。

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。

[Name]フィールド

リンクプロファイルに適用する UDLDリンクポリシー。[UDLD Link Policy]ドロップダ
ウンリスト

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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UDLD リンクポリシーの作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [LAN Cloud]を展開します。

ステップ 3 [UDLD Link Policy]ノードを右クリックし、[Create UDLD Link Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create UDLD Link Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

UDLDリンクポリシーの名前。

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。

[Name]フィールド

インターフェイスで UDLDがイネーブルになっているかどう
か。次のいずれかになります。

•イネーブル

•ディセーブル

[Admin State]オプションボタ
ン

リンクポリシーに使用する UDLD動作。次のいずれかになり
ます。

• [Normal]：検出されたときに単方向リンクのマークを付け
ます。

• [Aggressive]：単方向リンクが検出されたときに接続を回復
することを試み、接続の再確立を試行し、ポートのステー

トをリンクダウンに変更します。

[Mode]オプションボタン

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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UDLD システム設定の変更

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [LAN Cloud]を展開します。

ステップ 3 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies] > [root]を展開します。

ステップ 4 [Link Protocol Policy]ノードを展開し、[UDLD System Settings]をクリックします。

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

ステップ 6 [Properties]領域で、次の 1つ以上のフィールドを変更します。

説明名前

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入力します。この値は 7～ 90秒で
す。デフォルト値は 15秒です。

[Message Interval in Seconds]
フィールド

UDLDアグレッシブモードがイネーブルの場合、単方向リンク
の検出後にディセーブルにしたポートを再度イネーブルにする

には、[Reset]オプションボタンをクリックします。

ポートが正常にリセットされた後、回復アクションの

設定は [None]に戻されます。
（注）

[Recovery Action]フィールド

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。
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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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [LAN Cloud] > [Fabric] > [Port Channels]を展開します。
ステップ 3 ポートチャネルのノードを展開し、リンクプロファイルを割り当てる Ethインターフェイスをク

リックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Properties]領域で、割り当てるリンクプロファイルを選択します。

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [LAN Cloud] > [Fabric] > [Uplink Eth Interface]を展開します。
ステップ 3 リンクプロファイルを割り当てる Ethインターフェイスをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Properties]領域で、割り当てるリンクプロファイルを選択します。

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。
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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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [SAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [SAN]タブで、[SAN] > [SAN Cloud] > [Fabric] > [FCoE Port Channels]を展開します。

ステップ 3 FCoEポートチャネルのノードを展開し、リンクプロファイルを割り当てる FCoEインターフェ
イスをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Properties]領域で、割り当てるリンクプロファイルを選択します。

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [SAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [SAN]タブで、[SAN] > [SAN Cloud] > [Fabric] > [Uplink FC Interfaces]を展開します。

ステップ 3 リンクプロファイルを割り当てる FC0Eインターフェイスをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Properties]領域で、割り当てるリンクプロファイルを選択します。

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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、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 vNIC接続ポリシーを設定するには、次の手順が必要です。
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• 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個のア
ダプタが VMQをサポートする必要があります。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

• Windows 2012 R2

サービスプロファイルで一度に適用できる vNIC接続ポリシーは 1つだけです。 vNICに対しダイ
ナミック、usNICまたはVMQ接続ポリシーなどの 3つのオプションのうち 1つを選択してくださ
い。VMQvNICがサービスプロファイルで設定されている場合、次の設定がされていること確認
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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [VMQ Connection Policies]ノードを右クリックし、[Create VMQ Connection Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create VMQ Connection Policy]ダイアログボックスで、必要な情報を指定します。
割り込み回数は、32または64など、サーバ内の論理プロセッサの数以上である必要があります。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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vNIC への活性化プリファレンスの割り当て

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [target service profile] > [root] > [vNICs]を展開します。

ステップ 3 vNIC名をクリックして、[work]ペインでプロパティを表示します。

ステップ 4 [Connection Policies]セクションで、[VMQ]のオプションボタンを選択し、ドロップダウンから
[VMQ Connection Policy]を選択します。
[Properties]領域で、この vNICの [Vitalization Preference]は [VMQ]に変わります。
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