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Cisco UCS C シリーズネットワークアダプタの概要

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

（注）

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

• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC 1225仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC 1385仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC 1227T仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC 1387仮想インターフェイスカード
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対話型のUCSハードウェアおよびソフトウェア相互運用性ユーティリティを使用すると、選択し
たサーバモデルとソフトウェアリリース用のサポートされているコンポーネントと構成を表示で

きます。このユーティリティは次の URLで入手できます。http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/
interoperability/matrix/matrix.html

Cisco UCS P81E 仮想インターフェイスカード

Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードは、仮想化された環境、物理環境のモビリティ強化
を求めている組織、および NIC、HBA、ケーブル配線、スイッチの減少によるコスト削減と管理
オーバーヘッドの軽減を目指しているデータセンター向けに最適化されています。Fibre Channel
over Ethernet（FCoE）PCIeカードには、次の利点があります。

•ジャストインタイムのプロビジョニングを使用して、最大で 16個の仮想ファイバチャネル
と 16個の仮想イーサネットアダプタを仮想化または非仮想化環境でプロビジョニングでき
ます。それにより、システムの柔軟性が大幅に向上するとともに、複数の物理アダプタを統

合することが可能になります。

• CiscoVN-Linkテクノロジーとパススルースイッチングのハードウェアベースの実装を含む、
徹底した仮想化のサポートが提供されます。

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

仮想インターフェイスカードは、親ファブリックインターコネクトへの Cisco VN-Link接続を確
立します。これにより、仮想マシン内の仮想 NICをインターコネクトの仮想インターフェイスに
仮想リンクで接続できるようになります。Cisco Unified Computing System環境では、仮想リンク
を管理し、ネットワークプロファイルを適用することができます。また、仮想マシンがシステム

内のサーバ間を移動する際に、インターフェイスを動的に再プロビジョニングできます。

Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイスカード

Cisco UCS VIC 1225仮想インターフェイスカードは、サーバ仮想化によって導入される種々の新
しい動作モードを高速化する、高性能の統合型ネットワークアダプタです。優れた柔軟性、パ

フォーマンス、帯域幅を新世代の Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバに提供します。

Cisco UCS VIC 1225は、仮想ネットワーキングと物理ネットワーキングを単一のインフラストラ
クチャに統合する Cisco仮想マシンファブリックエクステンダ（VM-FEX）を実装しています。
これにより、物理ネットワークから仮想マシンへのアクセスに対する可視性と、物理サーバと仮

想サーバに対する一貫したネットワーク運用モデルの実現が可能になります。仮想化環境では、

この詳細に設定できる自己仮想化アダプタにより、Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバ
に統合モジュラLANインターフェイスが提供されます。その他の機能と特長には次のようなもの
があります。

•最大 256台の PCIe仮想デバイス、仮想ネットワークインターフェイスカード（vNIC）また
は仮想ホストバスアダプタ（vHBA）のサポート、高い I/O処理/秒（IOPS）、ロスレスイー
サネットのサポート、サーバへの 20 Gbpsの接続を提供。

• PCIe Gen2 x16により、ファブリックインターコネクトへの冗長パスを通じてネットワーク
集約型アプリケーションのホストサーバに適切な帯域幅を確実に提供。
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•シスコ認定のサードパーティ製アダプタ用にサーバのフルハイトスロットが確保されたハー
フハイト設計。

• Cisco UCS Managerによる一元管理。Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、SUSE
Linux、VMware vSphere、および Citrix XenServerをサポート。

Cisco UCS VIC 1385 仮想インターフェイスカード

Cisco UCS VIC 1385仮想インターフェイスカードは、デュアルポートの拡張型 Quad Small
Form-Factor Pluggable（QSFP）40ギガビットイーサネットおよびFibreChannel overEthernet（FCoE）
対応のハーフハイト PCI Express（PCIe）カードで、Cisco UCS Cシリーズラックサーバ専用に設
計されています。包括的にさまざまな機能を提供するシスコの次世代統合型ネットワークアダプ

タ（CNA）技術を採用しており、今後の機能ソフトウェアリリースに対して投資保護を実現しま
す。このカードでは、ポリシーベースでステートレス、かつ俊敏性の高いサーバインフラストラ

クチャを構築できます。このインフラストラクチャは、ネットワークインターフェイスカード

（NIC）またはホストバスアダプタ（HBA）として動的に設定可能な、256を超える PCIe規格準
拠インターフェイスをホストに提供します。さらに、Cisco UCS VIC 1385カードは、Cisco UCS
ファブリックインターコネクトのポートを仮想マシンまで拡張するCiscoDataCenterVirtualMachine
Fabric Extender（VM-FEX）テクノロジーをサポートしているため、サーバ仮想化の展開が容易に
なります。

カードの特性は、ブート時にサーバに関連付けられたサービスプロファイルを使用して動的に設

定されます。サービスプロファイルでは、PCIeインターフェイスの番号、タイプ（NICまたは
HBA）、ID（MACアドレスおよびWorld Wide Name（WWN））、フェールオーバーポリシー、
帯域幅、Quality of Service（QoS）ポリシーを定義できます。インターフェイスをオンデマンドで
定義、作成、利用できるため、ステートレスで俊敏性の高いサーバインフラストラクチャが実現

します。その他の機能と特長には次のようなものがあります。

• VIC上に作成された各PCIeインターフェイスは、それぞれCiscoUCSファブリックインター
コネクト上のインターフェイスに関連付けられ、VIC上の PCIeデバイスとファブリックイ
ンターコネクト上のインターフェイスを結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離して認

識されます。

• Cisco UCS VIC 1385仮想インターフェイスカードは高いネットワークパフォーマンスに加
え、SMB-Direct、VMQ、DPDK、CiscoNetFlowなどの最も要求の厳しいアプリケーションに
対する低遅延を実現します。

Cisco UCS VIC 1227T 仮想インターフェイスカード

Cisco UCS VIC 1227T仮想インターフェイスカードは、デュアルポートの 10GBASE-T（RJ-45）
10-GbpsイーサネットおよびFibreChannel over Ethernet（FCoE）対応のPCIExpress（PCIe）モジュ
ラ LAN-on-motherboard（mLOM）アダプタで、Cisco UCS Cシリーズラックサーバ専用に設計さ
れています。シスコのラックサーバに新たに導入された mLOMスロットを使用すれば、PCIeス
ロットを使わずに Cisco VICを装着できます。これにより、I/O拡張性が向上します。シスコの次
世代統合型ネットワークアダプタ（CNA）技術が取り入れられており、低コストのツイストペア
ケーブルで、30 mまでのビットエラーレート（BER）が 10～ 15のファイバチャネル接続を提
供します。また、将来の機能リリースにおける投資保護を実現します。mLOMカードでは、ポリ
シーベースでステートレス、かつ俊敏性の高いサーバインフラストラクチャを構築できます。こ
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のインフラストラクチャは、ネットワークインターフェイスカード（NIC）またはホストバス
アダプタ（HBA）として動的に設定可能な、最大256のPCIe規格準拠インターフェイスをホスト
に提供します。さらに、Cisco UCS VIC 1227T仮想インターフェイスカードは、Cisco UCSファブ
リックインターコネクトのポートを仮想マシンまで拡張するCiscoDataCenterVirtualMachineFabric
Extender（VM-FEX）テクノロジーをサポートしているため、サーバ仮想化の展開が容易になりま
す。その他の機能と特長には次のようなものがあります。

•ステートレスで俊敏性の高い設計：このカードの特性は、サーバブート時にサーバに関連付
けられたサービスプロファイルを使用して動的に決定されます。サービスプロファイルで

は、PCIeインターフェイスの番号、タイプ（NICまたはHBA）、ID（MACアドレスおよび
WorldWideName（WWN））、フェールオーバーポリシー、帯域幅、QualityofService（QoS）
ポリシーを定義できます。インターフェイスをオンデマンドで定義、作成、利用できるた

め、ステートレスで俊敏性の高いサーバインフラストラクチャが実現します。

• VIC上に作成された各PCIeインターフェイスは、それぞれCiscoUCSファブリックインター
コネクト上のインターフェイスに関連付けられ、VIC上の PCIeデバイスとファブリックイ
ンターコネクト上のインターフェイスを結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離して認

識されます。

• Cisco SingleConnectテクノロジーは、データセンターのコンピューティングを接続、管理す
るためのきわめて簡単、効率的かつインテリジェントな方法を提供します。CiscoSingleConnect
テクノロジーによって、データセンターがラックサーバとブレードサーバ、物理サーバ、

仮想マシン、LAN、SAN、および管理ネットワークに接続される方法が著しく簡略化されま
す。

Cisco UCS VIC 1387 仮想インターフェイスカード

Cisco UCS VIC 1387仮想インターフェイスカードは、デュアルポートの拡張型 Quad Small
Form-Factor Pluggable（QSFP）40ギガビットイーサネットおよびFibreChannel overEthernet（FCoE）
対応のハーフハイト PCI Express（PCIe）カードで、Cisco UCS Cシリーズラックサーバ専用に設
計されています。包括的にさまざまな機能を提供するシスコの次世代統合型ネットワークアダプ

タ（CNA）技術を採用しており、今後の機能ソフトウェアリリースに対して投資保護を実現しま
す。このカードでは、ポリシーベースでステートレス、かつ俊敏性の高いサーバインフラストラ

クチャを構築できます。このインフラストラクチャは、ネットワークインターフェイスカード

（NIC）またはホストバスアダプタ（HBA）として動的に設定可能な、256を超える PCIe規格準
拠インターフェイスをホストに提供します。さらに、Cisco UCS VIC 1387カードは、Cisco UCS
ファブリックインターコネクトのポートを仮想マシンまで拡張するCiscoDataCenterVirtualMachine
Fabric Extender（VM-FEX）テクノロジーをサポートしているため、サーバ仮想化の展開が容易に
なります。

カードの特性は、ブート時にサーバに関連付けられたサービスプロファイルを使用して動的に設

定されます。サービスプロファイルでは、PCIeインターフェイスの番号、タイプ（NICまたは
HBA）、ID（MACアドレスおよびWorld Wide Name（WWN））、フェールオーバーポリシー、
帯域幅、Quality of Service（QoS）ポリシーを定義できます。インターフェイスをオンデマンドで
定義、作成、利用できるため、ステートレスで俊敏性の高いサーバインフラストラクチャが実現

します。その他の機能と特長には次のようなものがあります。
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• VIC上に作成された各PCIeインターフェイスは、それぞれCiscoUCSファブリックインター
コネクト上のインターフェイスに関連付けられ、VIC上の PCIeデバイスとファブリックイ
ンターコネクト上のインターフェイスを結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離して認

識されます。

• Cisco UCS VIC 1387仮想インターフェイスカードは高いネットワークパフォーマンスに加
え、SMB-Direct、VMQ、DPDK、CiscoNetFlowなどの最も要求の厳しいアプリケーションに
対する低遅延を実現します。

ネットワークアダプタのプロパティの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

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

ステップ 2   

次に、アダプタ 2のプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name Serial Number Product ID Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- --------------------
1 UCS VIC 1225 FCH1613796C UCSC-PCIE-C... Cisco Systems Inc

Server /chassis # show adapter 2 detail
PCI Slot 2:

Product Name: UCS VIC 1225
Serial Number: FCH1613796C
Product ID: UCSC-PCIE-CSC-02
Adapter Hardware Revision: 4
Current FW Version: 2.1(0.291)
NIV: Disabled
FIP: Enabled
Configuration Pending: no
CIMC Management Enabled : no
VID: V00
Vendor: Cisco Systems Inc
Description:
Bootloader Version: 2.1(0.291)
FW Image 1 Version: 2.1(0.291)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.6(0.547)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
FW Update Status: Idle
FW Update Error: No error
FW Update Stage: No operation (0%)
FW Update Overall Progress: 0%

Server /chassis #
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ネットワークアダプタのプロパティの設定

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

•サポートされている仮想インターフェイスカード（VIC）がシャーシに装着されていて、サー
バの電源がオンになっている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアク

ション

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

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

ステップ 2   

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

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 3   

アダプタの設定を表示または変更する前に、

サーバの電源をオンにしておく必要がありま

す。

（注）

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

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

ステップ 4   

テクニカルサポートの担当者から明確に指示さ

れた場合にだけ、このオプションをディセーブ

ルにすることを推奨します。

（注）

アダプタカードで Link Layer Discovery Protocol（LLDP）
をイネーブルまたはディセーブルにします。LLDPはデ
フォルトでイネーブルになっています。

Server /chassis/adapter #
setlldp {disable|enable}

ステップ 5   

LLDPオプションをディセーブルにすると、す
べての Data Center Bridging Capability Exchange
Protocol（DCBX）機能が無効になるため、この
オプションはディセーブルにしないことを推奨

します。

（注）

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

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

ステップ 6   

NIVモードがイネーブルな場合、vNICは以下の操作を実
行できます。
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目的コマンドまたはアク

ション

•特定のチャネルに割り当てることができます

•ポートプロファイルに関連付けることができます

•通信の問題がある場合に別の vNICにフェールオー
バーできます

トランザクションをシステム設定にコミットします。Server /chassis/adapter #
commit

ステップ 7   

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

vHBA の管理

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

• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードおよび Cisco UCS VIC 1225仮想インターフェ
イスカードには 2つの vHBA（fc0と fc1）があります。これらのアダプタカードに追加の
vHBAを最大 16個まで作成できます。

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

（注）

• FCoEアプリケーションで Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードまたは Cisco UCS
VIC 1225仮想インターフェイスカードを使用する場合は、vHBAを FCoEVLANに関連付け
る必要があります。VLANを割り当てるには、「vHBAのプロパティの変更」で説明されて
いる手順に従います。

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

指定した単一のvHBAまたはすべてのvHBAのプ
ロパティを表示します。

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

ステップ 3   

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

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

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

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

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

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

（任意）使用可能なアダプタデバイスを表示

します。

Server /chassis # show adapterステップ 2   

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

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter indexステップ 3   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

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

始します。

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

ステップ 4   

アダプタの一意のワールドワイドノード名

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

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

ステップ 5   

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

アダプタの一意のワールドワイドポート名

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

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

ステップ 6   

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

FC SANブートを有効または無効にします。
デフォルトは無効です。

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

ステップ 7   

永続的な LUNバインディングを有効または
無効にします。デフォルトは無効です。

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

ステップ 8   

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

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

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

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

ステップ 10   

受信パケットにマークされるサービスクラス

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

ステップ 11   

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

ます。

この設定は NIVモードでは機能しません。

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

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

ステップ 12   

この設定は NIVモードでは機能しません。

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

ルトは anyです。

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

ステップ 13   

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

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

ステップ 14   

すまでに待機するミリ秒数です。指定できる

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

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

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

ステップ 15   

ことができないとシステムが見なすまでに待

機するミリ秒数です。指定できる値の範囲は、

5000～ 100000です。デフォルトは、10000ミ
リ秒です。

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

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

ステップ 16   

を指定します。指定できる範囲は1～2112バ
イトです。デフォルト値は2112バイトです。

ファイバチャネルエラー回復コマンドモー

ドを開始します。

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

ステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

FCPエラー回復を有効または無効にします。
デフォルトは無効です。

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

ステップ 18   

リンクダウンタイムアウト値を指定します。

アップリンクポートがダウンし、ファブリッ

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

ステップ 19   

ク接続が失われていることをシステムに通知

する前に、アップリンクポートがオフライン

になっていなければならないミリ秒数です。

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

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

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

ステップ 20   

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

きる値の範囲は、0～ 255です。デフォルト
は、8回です。

ポートダウンタイムアウト値を指定します。

リモートファイバチャネルポートが使用不

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

ステップ 21   

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

ればならないミリ秒数です。指定できる値の

範囲は、0～ 240000です。デフォルトは、
10000ミリ秒です。

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 22   

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

ステップ 23   

ファイバチャネル割り込みモードを指定しま

す。次のモードがあります。

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

ステップ 24   

• intx：ラインベースの割り込み（INTx）

• msi：メッセージシグナル割り込み
（MSI）

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

す。
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目的コマンドまたはアクション

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 25   

ファイバチャネルポートコマンドモードを

開始します。

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

ステップ 26   

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

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

ステップ 27   

る値の範囲は、1～ 1024です。デフォルト
は、512個の操作です。

ターゲットあたりの論理ユニット番号

（LUN）の最大数を指定します。ドライバで
Server /chassis/adapter/host-fc-if/port #
set max-target-luns count

ステップ 28   

検出される LUNの最大数です。通常は、オ
ペレーティングシステムプラットフォームの

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

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 29   

ファイバチャネルファブリックログインコ

マンドモードを開始します。

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

ステップ 30   

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

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

ステップ 31   

へのログインを最初に失敗してから再試行す

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

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

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

ステップ 32   

試行する前に待機するミリ秒数です。指定で

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

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 33   

ファイバチャネルポートログインコマンド

モードを開始します。

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

ステップ 34   

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

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

ステップ 35   

グインを最初に失敗してから再試行する回数
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目的コマンドまたはアクション

です。指定できる値の範囲は、0～255です。
デフォルトは、8回です。

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

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

ステップ 36   

る前に待機するミリ秒数です。指定できる値

の範囲は、1～ 255000です。デフォルトは、
2000ミリ秒です。

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 37   

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

ステップ 38   

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

囲は 1～ 8です。デフォルトは 1です。

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

ステップ 39   

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

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

ステップ 40   

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 41   

ファイバチャネル送信キューコマンドモー

ドを開始します。

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

ステップ 42   

ファイバチャネル送信キュー内の記述子の

数。指定できる範囲は64～128です。デフォ
ルトは 64です。

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

ステップ 43   

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 44   

ファイバチャネル受信キューコマンドモー

ドを開始します。

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

ステップ 45   

ファイバチャネル受信キュー内の記述子の

数。指定できる範囲は64～128です。デフォ
ルトは 64です。

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

ステップ 46   

ホストファイバチャネルインターフェイス

コマンドモードを終了します。

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

ステップ 47   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステム設定にコミット

します。

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

ステップ 48   

変更は次回のサーバリブート時に

有効になります。

（注）

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

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

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

vHBA の作成
アダプタは 2つの固定 vHBAを備えています。NIVモードがイネーブルの場合、最大 16個の追加
vHBAを作成できます。

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

す。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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

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

ステップ 3   

（任意）

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

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

ステップ 4   

トランザクションをシステム設定にコミットします。Server
/chassis/adapter/host-fc-if #
commit

ステップ 5   

変更は次回のサーバリブート時に有効に

なります。

（注）

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

次の作業

•サーバをリブートして vHBAを作成します。

•設定の変更が必要な場合は、vHBAのプロパティの変更, （9ページ）の説明に従って、新
しい vHBAを設定します。

vHBA の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

します。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要

があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 3   

2つのデフォルトの vHBAである fc0また
は fc1は削除できません。

（注）

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

Server /chassis/adapter #
commit

ステップ 4   

変更は次回のサーバリブート時に有効に

なります。

（注）

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

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

ブートテーブルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

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

す。

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

ステップ 3   

ファイバチャネルインターフェイスのブートテー

ブルを表示します。

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

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

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

ブートテーブルエントリの作成

最大 4個のブートテーブルエントリを作成できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要

があります。

（注）

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

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

ステップ 3   

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

ステップ 4   

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

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

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

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

ステップ 5   

変更は次回のサーバリブート時に有効に

なります。

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

ブートテーブルエントリの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要

があります。

（注）

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

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

ステップ 3   

ブートテーブルを表示します。ブートテーブルエ

ントリフィールドから、削除するエントリの番号

を探します。

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

ステップ 4   

テーブルの指定した位置からブートテーブルエン

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

ステップ 5   

更は、サーバを次にリセットしたときに有効になり

ます。

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

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

ステップ 6   

変更は次回のサーバリブート時に有効に

なります。

（注）

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

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

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

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

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

マッピングがリブート後も維持されることを保証します。

永続的なバインディングのイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

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

します。

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

ステップ 3   

vHBAの永続的なバインディングのコマンド
モードを開始します。

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

ステップ 4   

vHBAの永続的なバインディングをイネーブル
にします。

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

ステップ 5   

トランザクションをシステム設定にコミットし

ます。

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

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

永続的なバインディングのディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

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

します。

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

ステップ 3   

vHBAの永続的なバインディングのコマンド
モードを開始します。

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

ステップ 4   

vHBAの永続的なバインディングをディセーブ
ルにします。

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

ステップ 5   

トランザクションをシステム設定にコミットし

ます。

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

ステップ 6   

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

はじめる前に

vHBAのプロパティで永続的なバインディングを有効にする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

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

す。

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

ステップ 3   

vHBAの永続的なバインディングのコマンドモー
ドを開始します。

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

ステップ 4   

vHBAの永続的なバインディングテーブルを再
構築します。

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

ステップ 5   

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

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

vNIC の管理

vNIC 管理のガイドライン
vNICを管理する場合は、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。
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• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードおよび Cisco UCS VIC 1225仮想インターフェ
イスカードには 2つのデフォルト vNIC（eth0と eth1）があります。これらのアダプタカー
ドに最大 16個の追加 vNICを作成できます。

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

（注）

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

CiscoCシリーズサーバは、パケット転送にRemoteDirectMemoryAccess（RDMA）overConverged
Ethernet（RoCE）を使用します。RoCEでは、RDMA over InfiniBandと同様のメカニズムをベース
にイーサネットでのRDMA実行メカニズムを定義しています。ただし、低遅延、低CPU使用率、
およびネットワーク帯域幅の高利用率というパフォーマンス指向の特性を伴う RoCEは、従来の
ネットワークソケット実装よりも優れたパフォーマンスを提供します。RoCEは、ネットワーク
で大量のデータを極めて効率的に移動するという要件を満たします。

vNICのパフォーマンスを向上させるには、Cisco UCS Managerで RoCEファームウェアに次の設
定パラメータを指定する必要があります。

•キューペア（Queue Pairs）

•メモリ領域（Memory Regions）

•リソースグループ

vNIC のプロパティの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

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

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

外部イーサネットインターフェイスの詳細を表

示します。

Server /chassis/adapter #
showext-eth-if [detail]

ステップ 4   

次に、すべての vNICの簡単なプロパティと、eth0および外部インターフェイスの詳細なプロパ
ティを表示する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show host-eth-if
Name MTU Uplink Port MAC Address CoS VLAN PXE Boot iSCSI Boot usNIC
----- ----- ----------- ------------ --- ------------ --------------- ------
eth0 1500 0 74:A2:E6:28:C6:AE N/A N/A disabled disabled 0
eth1 1500 1 74:A2:E6:28:C6:AF N/A N/A disabled disabled 0
srg 1500 0 74:A2:E6:28:C6:B2 N/A N/A disabled disabled 64
hhh 1500 0 74:A2:E6:28:C6:B3 N/A N/A disabled disabled 0

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

MTU: 1500
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:22:BD:D6:5C:33
CoS: 0
Trust Host CoS: disabled
PCI Link: 0
PCI Order: ANY
VLAN: NONE
VLAN Mode: TRUNK
Rate Limiting: OFF
PXE Boot: disabled
iSCSI Boot: disabled
usNIC: 0
Channel Number: N/A
Port Profile: N/A
Uplink Failover: disabled
Uplink Failback Timeout: 5
aRFS: disabled
VMQ: disabled
NVGRE: disabled
VXLAN: disabled
RDMA Queue Pairs: 1
RDMA Memory Regions: 4096
RDMA Resource Groups: 1
CDN Name: VIC-1-eth0

Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show ext-eth-if
Port MAC Address Link State Encap.. Mode Admin Speed Oper..Speed Link Training
Connector Present Connector Supported
---- ----------------- ---------- ------------ ----------- ------------- -------------
----------------- -------------------
0 74:A2:E6:28:C6:A2 Link CE 40Gbps 40Gbps N/A
Yes Yes
1 74:A2:E6:28:C6:A3 Link CE 40Gbps 40Gbps N/A
Yes Yes

Server /chassis/adapter # show ext-eth-if detail

C220-FCH1834V23X /chassis/adapter # show ext-eth-if detail
Port 0:

MAC Address: 74:A2:E6:28:C6:A2
Link State: Link
Encapsulation Mode: CE
Admin Speed: 40Gbps
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Operating Speed: 40Gbps
Link Training: N/A
Connector Present: Yes
Connector Supported: Yes
Connector Type: QSFP_XCVR_CR4
Connector Vendor: CISCO
Connector Part Number: 2231254-3
Connector Part Revision: B

Port 1:
MAC Address: 74:A2:E6:28:C6:A3
Link State: Link
Encapsulation Mode: CE
Admin Speed: 40Gbps
Operating Speed: 40Gbps
Link Training: N/A
Connector Present: Yes
Connector Supported: Yes
Connector Type: QSFP_XCVR_CR4
Connector Vendor: CISCO
Connector Part Number: 2231254-3
Connector Part Revision: B

Server /chassis/adapter #

vNIC のプロパティの変更

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

（任意）使用可能なアダプタデバイスを表示

します。

Server /chassis # showadapterステップ 2   

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

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter indexステップ 3   

アダプタの設定を表示または変更す

る前に、サーバの電源をオンにして

おく必要があります。

（注）

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

す。

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

ステップ 4   

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

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

ステップ 5   

ます。有効なMTU値は 1500～ 9000バイトで
す。デフォルトは 1500です。
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目的コマンドまたはアクション

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

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

ステップ 6   

てのトラフィックは、このアップリンクポー

トを通過します。

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

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

ステップ 7   

受信パケットにマークされるサービスクラス

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

ステップ 8   

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

NIVが有効の場合、この設定はスイッ
チによって決定され、コマンドは無

視されます。

（注）

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

ようになります。

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

ステップ 9   

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

トです。

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

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

トは anyです。

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

ステップ 10   

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

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

ステップ 11   

NIVが有効の場合、この設定はスイッ
チによって決定され、コマンドは無

視されます。

（注）

vNICに VLANモードを指定します。次のモー
ドがあります。

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

ステップ 12   

• access：vNICは 1つの VLANだけに属し
ます。VLANが [アクセス（access）]モー
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目的コマンドまたはアクション

ドに設定されている場合、TAG付きのス
イッチから受信されており、さらに指定

されたデフォルトのVLAN（1-4094）から
受信されているフレームは、vNIC経由で
ホスト OSに送信されると、その TAGを
削除します。

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

NIVが有効の場合、この設定はスイッ
チによって決定され、コマンドは無

視されます。

（注）

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

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

ステップ 13   

NIVが有効の場合、この設定はスイッ
チによって決定され、コマンドは無

視されます。

（注）

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

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

ステップ 14   

フォルト vNICに対しては有効、ユーザ作成の
vNICに対しては無効です。

アダプタに対して NIVモードが有効である場
合、この vNICに割り当てられるチャネル番号

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
setchannel-number number

ステップ 15   

を選択します。指定できる範囲は 1～ 1000で
す。

アダプタに対して NIVモードが有効である場
合、vNICに関連付けられるポートプロファイ
ルを選択します。

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
setport-profile name

ステップ 16   

nameは、このサーバが接続されてい
るスイッチに定義されているポート

プロファイルである必要があります。

（注）

アダプタに対して NIVモードが有効である場
合、通信問題が発生したときにこの vNIC上の

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

ステップ 17   

トラフィックがセカンダリインターフェイス

にフェールオーバーするようにするには、この

設定を有効にします。

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

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

ステップ 18   
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目的コマンドまたはアクション

ターフェイスが再びシステムで使用されるよう

にするには、プライマリインターフェイスが

一定時間使用可能な状態になっている必要があ

り、その時間の長さをこの設定で制御します。

secondsに0～600の範囲の秒数を入力します。

このアダプタに対して仮想マシンキュー

（VMQ）を有効または無効にします。
Server /chassis/adapter/host-eth-if #
setvmq {disable|enable}

ステップ 19   

SR-IOVまたはネットフローがアダプ
タで有効になっている場合は、VMQ
を有効にしないでください。

（注）

このアダプタに対して Accelerated Receive Flow
ステアリング（aRFS）を有効または無効にし
ます。

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

ステップ 20   

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

ステップ 21   

割り込みリソースの数を指定します。指定でき

る範囲は 1～ 514です。デフォルトは 8です。
Server
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt #
setinterrupt-count count

ステップ 22   

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

割り込み間の待機時間、または割り込みが送信

される前に必要な休止期間。

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

ステップ 23   

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

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

ステップ 24   

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

システムから割り込み送信されません。

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

れた時間だけ待機します。これがデフォ

ルトです。

イーサネット割り込みモードを指定します。次

のモードがあります。

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

ステップ 25   

• intx：ラインベースの割り込み（PCI
INTx）
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• msi：メッセージシグナル割り込み
（MSI）

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

す。

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

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

ステップ 26   

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

ステップ 27   

割り当てる受信キューリソースの数。指定で

きる範囲は 1～ 256です。デフォルトは 4で
す。

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

ステップ 28   

受信キュー内の記述子の数。指定できる範囲は

64～ 4094です。デフォルトは 512です。
Server
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue
# setrq-ring-size size

ステップ 29   

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

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

ステップ 30   

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

ステップ 31   

割り当てる送信キューリソースの数。指定で

きる範囲は 1～ 256です。デフォルトは 1で
す。

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

ステップ 32   

送信キュー内の記述子の数。指定できる範囲は

64～ 4094です。デフォルトは 256です。
Server
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue
# setwq-ring-size size

ステップ 33   

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

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

ステップ 34   

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

ステップ 35   

割り当てる完了キューリソースの数。指定で

きる範囲は 1～ 512です。デフォルトは 5で
す。

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

ステップ 36   

一般に、完了キューの数は、送信キューの数と

受信キューの数の合計と等しくなります。
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ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

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

ステップ 37   

アダプタごとに使用するメモリ領域の数を設定

します。値の範囲は 4096～ 524288です。
Server /chassis/adapter/host-eth-if/ # set
rdma_mrnumber

ステップ 38   

アダプタごとに使用するキューペアの数を設

定します。値の範囲は 1～ 8192のキューペア
です。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/ # set
rdma_qpnumber

ステップ 39   

使用するリソースグループの数を設定します。

値の範囲は1～128のリソースグループです。
Server /chassis/adapter/host-eth-if/ # set
rdma_resgrpnumber

ステップ 40   

RoCEの詳細をコミットしたら、サー
バをリブートして変更を反映させる

必要があります。

（注）

TCPオフロードのコマンドモードを開始しま
す。

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scopeoffload

ステップ 41   

次のように、TCPセグメンテーションオフロー
ドを有効または無効にします。

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

ステップ 42   

• disable：CPUは大きな TCPパケットをセ
グメント化します。

• enable：大きい TCPパケットは、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。これがデ

フォルトです。

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

（注）

次のように、TCP受信オフロードのチェックサ
ム検証を有効または無効にします。

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

ステップ 43   

• disable：CPUはすべてのパケットチェッ
クサムを検証します。

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

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

あります。これがデフォルトです。
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次のように、TCP送信オフロードのチェックサ
ム検証を有効または無効にします。

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

ステップ 44   

• disable：CPUはすべてのパケットチェッ
クサムを検証します。

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

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

あります。これがデフォルトです。

次のように、TCP大きなパケット受信オフロー
ドを有効または無効にします。

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

ステップ 45   

• disable：CPUはすべての大きなパケット
を処理します。

• enable：すべての分割パケットは、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。これがデフォルトです。

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

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

ステップ 46   

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

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scoperss

ステップ 47   

マルチプロセッサシステム内でネットワーク

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

ステップ 48   

能にする RSSを有効または無効にします。デ
フォルトでは、2つのデフォルト vNICに対し
ては有効、ユーザ作成の vNICに対しては無効
です。

IPv4RSSを有効または無効にします。デフォル
トは有効です。

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

ステップ 49   

TCP/IPv4 RSSを有効または無効にします。デ
フォルトは有効です。

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

ステップ 50   
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IPv6RSSを有効または無効にします。デフォル
トは有効です。

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

ステップ 51   

TCP/IPv6 RSSを有効または無効にします。デ
フォルトは有効です。

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

ステップ 52   

IPv6拡張 RSSを有効または無効にします。デ
フォルトは無効です。

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

ステップ 53   

TCP/IPv6拡張RSSを有効または無効にします。
デフォルトは無効です。

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

ステップ 54   

ホストイーサネットインターフェイスコマン

ドモードを終了します。

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

ステップ 55   

トランザクションをシステム設定にコミットし

ます。

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

ステップ 56   

変更は次回のサーバリブート時に有

効になります。

（注）

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

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

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

外部イーサネットインターフェイスでのリンクトレーニングの有効

化または無効化

指定した vNICの外部イーサネットインターフェイス上のポートファイルのリンクトレーニング
を有効または無効にすることができます。
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はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

（任意）使用可能なアダプタデバイスを表示し

ます。

Server /chassis # showadapterステップ 2   

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

ドを開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 3   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

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

Server /chassis / adapter #
scopeext-eth-if0 | 1 name

ステップ 4   

指定した vNICに対するリンクトレーニングを
有効または無効にします。

Server /chassis / adapter / ext-eth-if
# setlink-trainingon | off

ステップ 5   

トランザクションをシステム設定にコミットし

ます。

Server /chassis / adapter / ext-eth-if
* # commit

ステップ 6   

次に、外部イーサネットインターフェイスでのリンクトレーニングを有効または無効にする例を

示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1
Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # set link-training on
Server /chassis/adapter/ext-eth-if# commit
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Port 1:

MAC Address: 74:A2:E6:28:C6:A3
Link State: Link
Encapsulation Mode: CE
Admin Speed: 40Gbps
Operating Speed: -
Link Training: N/A
Connector Present: Yes
Connector Supported: Yes
Connector Type: QSFP_XCVR_CR4
Connector Vendor: CISCO
Connector Part Number: 2231254-3
Connector Part Revision: B
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vNIC の作成
アダプタは、永続的な vNICを 2つ提供します。追加の vNICを 16個まで作成できます。

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

す。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）

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

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

ステップ 3   

（任意）

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

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

ステップ 4   

トランザクションをシステム設定にコミットします。Server
/chassis/adapter/host-eth-if #
commit

ステップ 5   

変更は次回のサーバリブート時に有効に

なります。

（注）

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

ます。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源をオンにしておく必要が

あります。

（注）

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

ステップ 3   

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

（注）

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

Server /chassis/adapter #
commit

ステップ 4   

変更は次回のサーバリブート時に有効に

なります。

（注）

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

Cisco IMC CLI を使用した Cisco usNICの作成

[usNICのプロパティ（usNIC properties）]ダイアログボックスには、Cisco usNICの複数のプロ
パティが一覧表示されますが、次のプロパティのみを設定する必要があります。その他のプロ

パティは現在使用されていません。

（注）

• cq-count

• rq-count

• tq-count

• usnic-count
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はじめる前に

このタスクを実行するには、管理者権限で Cisco IMC CLIにログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

ンドモードを開始します。

server/chassis# scope adapter indexステップ 2   

アダプタの設定を表示または変

更する前に、サーバの電源がオ

ンであることを確認します。

サーバに設定されたアダプタの

インデックスを表示するには、

show adapterコマンドを使用し
ます。

（注）

vNICのコマンドモードを開始します。
お客様の環境に設定された vNICの数に

server/chassis/adapter# scopehost-eth-if {eth0
| eth1}

ステップ 3   

基づいてイーサネット IDを指定します。
たとえば、1つのvNICだけを設定した場
合は、eth0を指定します。

usNIC configを作成します。続いて、コ
マンドモードを開始します。インデック

ス値を必ず 0に設定してください。

server/chassis/adapter/host-eth-if#
createusnic-config0

ステップ 4   

Cisco IMC CLIを使用して特定
の vNICに初めてCisco usNICを
作成するには、usnic-configを最
初に作成する必要があります。

その後、usnic-configにスコープ
して、CiscousNICのプロパティ
を変更するだけで十分です。

CiscousNICプロパティの変更の
詳細については、Cisco IMCCLI
を使用した Cisco usNIC値の変
更, （37ページ）を参照してく
ださい。

（注）

割り当てる完了キューリソースの数を指

定します。この値を 6に設定することを
推奨します。

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config#
setcq-count count

ステップ 5   
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完了キューの数は、送信キューの数と受

信キューの数の合計と等しくなります。

割り当てる受信キューリソースの数を指

定します。この値を 6に設定することを
推奨します。

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config#
setrq-count count

ステップ 6   

割り当てる送信キューリソースの数を指

定します。この値を 6に設定することを
推奨します。

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config#
settq-count count

ステップ 7   

作成するCiscousNICの数を指定します。
サーバで実行されている各MPIプロセス

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config#
set usnic-count number of usNICs.

ステップ 8   

には、専用の Cisco usNICが必要です。
したがって、64のMPIプロセスを同時に
実行させるには、最大 64の Cisco usNIC
を作成する必要がある場合があります。

Cisco usNIC対応 vNICごとに、サーバの
物理コアの数と同数の Cisco usNICを最
低限作成することを推奨します。たとえ

ば、サーバに 8つの物理コアがある場合
は、8つの Cisco usNICを作成します。

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

server/chassis/adapter/host-eth-if /usnic-config#
commit

ステップ 9   

変更はサーバのリブート時に有

効になります。

（注）

ホストイーサネットインターフェイス

コマンドモードを終了します。

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config#
exit

ステップ 10   

アダプタインターフェイスコマンドモー

ドを終了します。

server/chassis/adapter/host-eth-if#exitステップ 11   

シャーシインターフェイスコマンドモー

ドを終了します。

server/chassis/adapter#exitステップ 12   

サーバインターフェイスコマンドモー

ドを終了します。

server/chassis#exitステップ 13   

BIOSコマンドモードを開始します。server#scope biosステップ 14   

BIOSコマンドモードの高度な設定を開
始します。

server/bios#scope advancedステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

Intel Virtualization Technologyをイネーブ
ルにします。

server/bios/advanced#set IntelVTD Enabledステップ 16   

プロセッサの Intel VT-dAddress Translation
Services（ATS）のサポートをイネーブル
にします。

server/bios/advanced#set ATS Enabledステップ 17   

プロセッサの Intel VT-d coherencyのサ
ポートをイネーブルにします。

server/bios/advanced#set CoherencySupport
Enabled

ステップ 18   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

server /bios/advanced# commitステップ 19   

変更はサーバのリブート時に有

効になります。

（注）

次の例は、Cisco usNICプロパティの設定方法を示します。
Server # scope chassis
server /chassis # show adapter
server /chassis # scope adapter 2
server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
server /chassis/adapter/host-eth-if # create usnic-config 0
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set usnic-count 64
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set cq-count 6
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set rq-count 6
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set tq-count 6
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# commit
Committed settings will take effect upon the next server reset
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # exit
server /chassis/adapter/host-eth-if # exit
server /chassis/adapter # exit
server /chassis # exit
server # exit
server# scope bios
server /bios # scope advanced
server /bios/advanced # set IntelVTD Enabled
server /bios/advanced *# set ATS Enabled*
server /bios/advanced *# set CoherencySupport Enabled
server /bios/advanced *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N]y
A system reboot has been initiated.

Cisco IMC CLI を使用した Cisco usNIC値の変更

はじめる前に

このタスクを実行するには、管理者権限で Cisco IMC GUIにログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

ンドモードを開始します。

server/chassis# scope adapter indexステップ 2   

アダプタの設定を表示または変

更する前に、サーバの電源がオ

ンであることを確認します。

サーバに設定されたアダプタの

インデックスを表示するには、

show adapterコマンドを使用し
ます。

（注）

vNICのコマンドモードを開始します。お
客様の環境に設定されたvNICの数に基づ

server/chassis/adapter# scopehost-eth-if {eth0
| eth1}

ステップ 3   

いてイーサネット IDを指定します。たと
えば、1つの vNICだけを設定した場合
は、eth0を指定します。

usNICのコマンドモードを開始します。
Cisco usNICを設定する場合は、インデッ
クス値を必ず 0に設定してください。

server/chassis/adapter/host-eth-if#
scopeusnic-config0

ステップ 4   

作成するCisco usNICの数を指定します。
サーバで実行されている各MPIプロセス

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config#
set usnic-count number of usNICs.

ステップ 5   

には、専用のCisco usNICが必要です。し
たがって、64のMPIプロセスを同時に実
行させるには、最大 64の Cisco usNICを
作成する必要がある場合があります。

Cisco usNIC対応 vNICごとに、サーバの
物理コアの数と同数のCisco usNICを最低
限作成することを推奨します。たとえば、

サーバに 8つの物理コアがある場合は、8
つの usNICを作成します。

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

server /chassis/adapter/host-eth-if /usnic-config#
commit

ステップ 6   

変更はサーバのリブート時に有

効になります。

（注）

ホストイーサネットインターフェイスコ

マンドモードを終了します。

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config#
exit

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

アダプタインターフェイスコマンドモー

ドを終了します。

server/chassis/adapter/host-eth-if#exitステップ 8   

シャーシインターフェイスコマンドモー

ドを終了します。

server/chassis/adapter#exitステップ 9   

サーバインターフェイスコマンドモード

を終了します。

server/chassis#exitステッ

プ 10   

次の例は、Cisco usNICプロパティの設定方法を示します。
server # scope chassis
server /chassis # show adapter
server /chassis # scope adapter 2
server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
server /chassis/adapter/host-eth-if # scope usnic-config 0
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # set usnic-count 32
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # commit
Committed settings will take effect upon the next server reset
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # exit
server /chassis/adapter/host-eth-if # exit
server /chassis/adapter # exit
server /chassis # exit
server # exit

usNIC プロパティの表示

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

usNICは vNIC上で構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

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

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

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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

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

ステップ 3   

vNICの usNICプロパティを表示します。Server /chassis/adapter/host-eth-if
# show usnic-config index

ステップ 4   

次に、vNICの usNICプロパティを表示する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server /chassis/adapter/host-eth-if # show usnic-config 0
Idx usNIC Count TQ Count RQ Count CQ Count TQ Ring Size RQ Ring Size Interrupt Count
--- ----------- -------- -------- -------- ------------ ------------ ---------------
0 113 2 2 4 256 512 4
Server /chassis/adapter/host-eth-if #

vNIC からの Cisco usNICの削除

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限で Cisco IMC CLIにログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

します。

server/chassis# scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前

に、サーバの電源がオンであることを確

認します。サーバに設定されたアダプタ

のインデックスを表示するには、show
adapterコマンドを使用します。

（注）

vNICのコマンドモードを開始します。お客様の
環境に設定されたvNICの数に基づいてイーサネッ

server/chassis/adapter#
scopehost-eth-if {eth0 | eth1}

ステップ 3   

ト IDを指定します。たとえば、1つの vNICだけ
を設定した場合は、eth0を指定します。

vNICの Cisco usNIC設定を削除します。Server/chassis/adapter/host-eth-if#
delete usnic-config 0

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設定にコミットしま

す

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

ステップ 5   

変更はサーバのリブート時に有効になり

ます。

（注）

次に、vNICの Cisco usNIC設定を削除する例を示します。
server # scope chassis
server/chassis # show adapter
server/chassis # scope adapter 1
server/chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
server/chassis/adapter/host-eth-if # delete usnic-config 0
server/chassis/host-eth-if/iscsi-boot *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next adapter reboot

server/chassis/host-eth-if/usnic-config #

iSCSI ブート機能の設定

vNIC の iSCSI ブート機能の設定
ラックサーバがスタンドアロンモードに設定されていて、VICアダプタが Nexus 5000スイッチ
ファミリに直接接続されている場合は、iSCSIストレージターゲットからサーバがリモートでブー
トされるようにこれらの VICアダプタを設定できます。ラックサーバがリモート iSCSIターゲッ
トデバイスからホスト OSイメージをロードできるようにイーサネット vNICを設定できます。

vNICで iSCSIブート機能を設定する方法は、次のとおりです。

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

• iSCSIストレージターゲットからサーバをリモートでブートするように vNICを設定するに
は、vNICの PXEブートオプションをイネーブルにする必要があります。

ホストごとに最大 2つの iSCSI vNICを設定できます。（注）

vNIC 上の iSCSI ブート機能の設定
ホストごとに最大 2つの iSCSI vNICを設定できます。

はじめる前に

• iSCSIストレージターゲットからサーバをリモートでブートするように vNICを設定するに
は、vNICの PXEブートオプションをイネーブルにする必要があります。
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•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

モードを開始します。

Server /chassis # scope adapter indexステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更

する前に、サーバの電源をオンに

しておく必要があります。

（注）

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

ます。

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

ステップ 3   

vNICの iSCSIブートインデックスを作成し
ます。この時点では、0だけがインデックス
として許可されます。

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
create iscsi-boot index

ステップ 4   

vNICの iSCSIターゲットを作成します。値は
0または 1を指定できます。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot*
# create iscsi-target index

ステップ 5   

iSCSIブートの DHCPネットワーク設定をイ
ネーブルにします。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot*
# set dhcp-net-settings enabled

ステップ 6   

発信側名を設定します。これは 223文字以内
である必要があります。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot*
# set initiator-name string

ステップ 7   

DHCP iSCSI設定をイネーブルにします。Server
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot*
# set dhcp-iscsi-settings enabled

ステップ 8   

トランザクションをシステム設定にコミット

します。

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot*
# commit

ステップ 9   

変更は次回のサーバリブート時に

有効になります。

（注）

次に、vNICの iSCSIブート機能を設定する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server /chassis/adapter/host-eth-if # create iscsi-boot 0
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set dhcp-net-settings enabled
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Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set initiator-name iqn.2012-01.com.adser:abcde
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set dhcp-iscsi-settings enabled
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# commit

New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot #

vNIC の iSCSI ブート設定の削除

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

開始します。

Server /chassis # scope adapter
index

ステップ 2   

アダプタの設定を表示または変更する

前に、サーバの電源をオンにしておく

必要があります。

（注）

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

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

ステップ 3   

vNICの iSCSIブート機能を削除します。Server /chassis/adapter/host-eth-if
# delete iscsi-boot 0

ステップ 4   

トランザクションをシステム設定にコミットし

ます

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

ステップ 5   

変更は次回のサーバリブート時に有効

になります。

（注）

次に、vNICの iSCSIブート機能を削除する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server /chassis/adapter/host-eth-if # delete iscsi-boot 0
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset

Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot #
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アダプタ設定のバックアップと復元

アダプタ設定のエクスポート

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

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

重要

はじめる前に

サポートされている仮想インターフェイスカード（VIC）がシャーシに装着されていて、サーバ
の電源がオンになっている必要があります。

TFTPサーバの IPアドレスを取得します。

手順

目的コマンドまたはアク

ション

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

プ 1   

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

Server /chassis # scope
adapter index

ステッ

プ 2   

アダプタの設定を表示または変更する前に、サーバの

電源をオンにしておく必要があります。

（注）

エクスポート操作を開始します。アダプタコンフィギュレー

ションファイルは、指定した IPアドレスにあるリモートサー
Server /chassis/adapter
# export-vnic protocol
remote server IP
address

ステッ

プ 3   
バ上に指定したパスとファイル名で保存されます。プロトコル

は次のいずれかになります。

• TFTP

• FTP

• SFTP

• SCP

• HTTP

   Cisco UCS C シリーズサーバ Integrated Management Controller リリース 3.1 CLI コンフィギュレーショ
ンガイド

44

ネットワークアダプタの管理

アダプタ設定のバックアップと復元



目的コマンドまたはアク

ション

Cisco UCS Cシリーズサーバでは、リモートサーバか
らファームウェアを更新した場合のサーバのフィン

ガープリントの確認がサポートされるようになりまし

た。このオプションは、リモートサーバタイプとし

て SCPまたは SFTPを選択した場合にのみ使用できま
す。

このアクションを実行しながら、リモートサーバタ

イプとしてSCPまたはSFTPを選択した場合、「Server
(RSA) key fingerprint is <server_finger_print _ID> Do you
wish to continue?」というメッセージが表示されます。
サーバフィンガープリントの信頼性に応じて、[Y]ま
たは [N]をクリックします。

フィンガープリントはホストの公開キーに基づいてお

り、接続先のホストを識別または確認できます。

（注）

次に、アダプタ 1の設定をエクスポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # export-vnic ftp 192.0.20.34 //test/dnld-ucs-k9-bundle.1.0.2h.bin
Server /chassis/adapter #

アダプタ設定のインポート

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

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

す。

Server /chassis # scope
adapter index

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

アダプタの設定を表示または変更する前に、

サーバの電源をオンにしておく必要があり

ます。

（注）

インポート操作を開始します。アダプタは、指定され

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

ステップ 3   

の設定ファイルをダウンロードします。この設定は、

サーバが次にリブートされたときにインストールされ

ます。

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

次の作業

サーバをリブートして、インポートした設定を適用します。

アダプタのデフォルトの復元

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

Server /chassis #
adapter-reset-defaults index

ステップ 2   

アダプタをデフォルト設定にリセットする

と、ポート速度が 4 X 10 Gbpsに設定されま
す。40Gbpsスイッチを使用している場合に
のみ、ポート速度として40Gbpsを選択して
ください。

（注）
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次に、PCIスロット 1のアダプタのデフォルト設定を復元する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # adapter-reset-defaults 1
This operation will reset the adapter to factory default.
All your configuration will be lost.
Continue?[y|N] y
Server /chassis #

アダプタファームウェアの管理

アダプタファームウェア

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

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

•ブートローダファームウェア：ブートローダファームウェアは、Cisco IMCからインストー
ルできません。このファームウェアは、Host Upgrade Utilityを使用してインストールできま
す。

アダプタファームウェアのインストール

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

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

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

ステップ 2   

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

をバックアップイメージとしてインストールします。
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目的コマンドまたはアクション

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

（任意）

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

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

ステップ 3   

タについて、不完全なファームウェアアップデート

の状態をクリアします。

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

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

次の作業

新しいファームウェアをアクティブにするには、アダプタファームウェアの有効化, （48ペー
ジ）を参照してください。

アダプタファームウェアの有効化

アクティベーションの進行中には、次のことは行わないでください。重要

•サーバのリセット、電源オフ、またはシャットダウン。

• Cisco IMCのリブートまたはリセット。

•他のファームウェアの有効化。

•テクニカルサポートまたは設定データのエクスポート。

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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

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

ステップ 2   

変更は次回のサーバリブート時に有効

になります。

（注）

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

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

次の作業

サーバをリブートして変更を適用します。

アダプタのリセット

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

Index引数で指定されたPCIスロット番号のアダ
プタをリセットします。

Server/chassis # adapter-reset
index

ステップ 2   

アダプタをリセットすると、ホストも

リセットされます。

（注）

次に、PCIスロット 1のアダプタをリセットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # adapter-reset 1
This operation will reset the adapter and the host if it is on.
You may lose connectivity to the CIMC and may have to log in again.
Continue?[y|N] y
Server /chassis #
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