ネットワーク アダプタの管理
この章は、次の項で構成されています。
• ネットワーク アダプタのプロパティの表示 （1 ページ）
• ストレージ アダプタのプロパティの表示 （7 ページ）
• vHBA の管理 （15 ページ）
• vNIC の管理 （29 ページ）
• アダプタ設定のバックアップと復元 （53 ページ）
• アダプタのリセット （57 ページ）

ネットワーク アダプタのプロパティの表示
始める前に
• サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されませ
ん。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [ネットワーキング（Networking）] メニューの [アダプタカード 1（Adapter Card 1）] または[ア
ダプタカード 2（Adapter Card 2）] または [アダプタカードMLOM（Adapter Card MLOM）] を
クリックします。
ステップ 3 [Adapter Card Properties] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[PCI スロット（PCI Slot）] フィールド

アダプタが装着されている PCI スロット。

[ベンダー（Vendor）] フィールド

アダプタのベンダー。
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名前

説明

[製品名（Product Name）] フィールド

アダプタの製品名。

[製品ID（Product ID）] フィールド

アダプタの製品 ID。

[シリアル番号（Serial Number）] フィールド

アダプタのシリアル番号。

[バージョン ID（Version ID）] フィールド

アダプタのバージョン ID。

[ハードウェア リビジョン（Hardware
Revision）] フィールド

アダプタのハードウェア リビジョン。

[Cisco IMC 管理の有効化（Cisco IMC
Management Enabled）] フィールド

このフィールドに [yes] と表示されている場
合、そのアダプタは Cisco Card モードで動作
しており、サーバの Cisco IMC に Cisco IMC
管理トラフィックを渡しています。

[設定の保留（Configuration Pending）] フィー このフィールドに [yes] と表示されている場
ルド
合、そのアダプタの設定は Cisco IMC で変更
されていますが、ホストのオペレーティング
システムには変更内容が通知されていません。
変更を有効にするには、管理者がサーバをリ
ブートする必要があります。
[ISCSI ブート対応（ISCSI Boot Capable）]
フィールド

iSCSI ブートがアダプタでサポートされるかど
うか。

[CDN 対応（CDN Capable）] フィールド

CDN がアダプタでサポートされるかどうか。

[usNIC 対応（usNIC Capable）] フィールド

アダプタおよびアダプタで実行されるファー
ムウェアが usNIC をサポートするかどうか。
（注）

[説明（Description）] フィールド

usNIC サポートは C125 サーバでは
使用できません。

アダプタのユーザ定義の説明。
1 ～ 63 文字の範囲で入力できます。

[FIP モードの有効化（Enable FIP Mode）]
チェックボックス

オンにすると、FCoE Initialization Protocol
（FIP）モードが有効になります。FIP モード
は、アダプタが現在の FCoE 標準との互換性
を保つことを保証します。
（注）
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• このオプションは、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使用してく
ださい。
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名前

説明

[Enable LLDP] チェックボックス

（注）

LLDP の変更を有効にするは、サー
バの再起動が必要です。
2 つのノードをもつ S3260 シャーシ
の場合は、プライマリ ノードで
LLDP の変更を行った後、セカンダ
リノードを必ず再起動してくださ
い。

オンにすると、Link Layer Discovery Protocol
（LLDP）によってすべての Data Center
Bridging Capability Exchange プロトコル
（DCBX）機能が有効になります。これには、
FCoE、プライオリティ ベースのフロー制御も
含まれます。
デフォルトで、LLDP オプションは有効になっ
ています。

[VNTAG モードの有効化（Enable VNTAG
Mode）] チェックボックス

（注）

LLDP オプションを無効にすると、
すべての DCBX 機能が無効になるの
で、このオプションは無効にしない
ことを推奨します。

（注）

このオプションを使用できるのは一
部の UCS C シリーズ サーバだけで
す。

VNTAG モードが有効な場合、以下の操作を実
行できます。
• 特定のチャネルに vNIC と vHBA を割り
当てる。
• vNIC と vHBA をポート プロファイルに
関連付ける。
• 通信に問題が生じた場合、vNIC を他の
vNIC にフェールオーバーする。

ステップ 4 [ファームウェア（Firmware）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[稼働バージョン（Running
Version）] フィールド

現在有効なファームウェア バージョン。
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名前

説明

[バックアップバージョン
アダプタにインストールされている別のファームウェア バー
（Backup Version）] フィール ジョン（存在する場合）。バックアップ バージョンは現在動
ド
作していません。バックアップ バージョンをアクティブにす
るには、管理者が [アクション（Actions）] 領域で [ファーム
ウェアのアクティブ化（Activate Firmware）] をクリックしま
す。
（注）

[スタートアップバージョン
（Startup Version）] フィール
ド

アダプタに新しいファームウェアをインストールす
ると、既存のバックアップ バージョンはすべて削除
され、新しいファームウェアがバックアップ バー
ジョンになります。アダプタで新しいバージョンを
実行するには、その新しいバージョンを手動でアク
ティブにする必要があります。

次回アダプタがリブートされたときにアクティブになるファー
ムウェア バージョン。

[ブートローダーのバージョン アダプタ カードに関連付けられたブートローダのバージョ
（Bootloader Version）] フィー ン。
ルド
[ステータス（Status）] フィー このアダプタで前回実行されたファームウェアのアクティブ
ルド
化のステータス。
（注）

このステータスはアダプタがリブートされるたびに
リセットされます。

ステップ 5 [External Ethernet Interfaces] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[ID] カラム

アップリンク ポート ID。

[MAC アドレス（MAC
Address）] カラム

アップリンク ポートの MAC アドレス。
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名前

説明

[リンク ステート（Link
State）] カラム

アップリンク ポートの現在の動作状態。次のいずれかになり
ます。
• 障害（Fault）
• リンクアップ（Link Up）
• リンクダウン（Link Down）
• SFP ID エラー（SFP ID Error）
• SFP 未インストール（SFP Not Installed）
• SFP セキュリティ チェック失敗（SFP Security Check
Failed）
• サポートされていない SFP（Unsupported SFP）

[Encap] カラム

アダプタが動作するモード。次のいずれかになります。
• [CE]：クラシカル イーサネット モード。
• [VNTAG] モード。

[管理速度（Admin Speed）] カ ポートのデータ転送レート。次のいずれかになります。
ラム
• [40 Gbps]
• [4 X 10 Gbps]
（注）

40 Gbps スイッチを使用している場合は、ポートの
速度として 40 Gbps を選択する必要があります。

[動作速度（Operating Speed）] ポートの動作レート。次のいずれかになります。
カラム
• [40 Gbps]
• [4 X 10 Gbps]
（注）

[トレーニング リンク
（Training Link）] カラム

40 Gbps スイッチを使用している場合は、ポートの
速度として 40 Gbps を選択する必要があります。

リンク トレーニングがポートで有効であるかどうかを示しま
す。
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名前

説明

[コネクタの有無（Connector
Present）] カラム

コネクタがあるかどうかを示します。次のいずれかになりま
す。
• [はい（Yes）]：コネクタが存在します。
• [いいえ（No）]：コネクタが存在しません。
（注）

このオプションを使用できるのは一部のアダプタ
カードのみです。

[コネクタのサポート
コネクタがシスコによってサポートされているかどうかを示
（Connector Supported）] カラ します。次のいずれかになります。
ム
• [はい（Yes）]：コネクタはシスコによってサポートされ
ています。
• [いいえ（No）]：コネクタはシスコによってサポートさ
れていません。
コネクタがサポートされていないと、リンクが起動しません。
（注）

[コネクタ タイプ（Connector
Type）] カラム

このオプションを使用できるのは一部のアダプタ
カードのみです。

コネクタのタイプ。
（注）

このオプションを使用できるのは一部のアダプタ
カードのみです。

[コネクタ ベンダー（Connector コネクタのベンダー。
Vendor）] カラム
（注） このオプションを使用できるのは一部のアダプタ
カードのみです。
[コネクタの製品番号
コネクタの製品番号。
（Connector Part Number）] カ
（注） このオプションを使用できるのは一部のアダプタ
ラム
カードのみです。
[コネクタの部品リビジョン
コネクタの部品のリビジョン番号。
（Connector Part Revision）] カ
（注） このオプションを使用できるのは一部のアダプタ
ラム
カードのみです。
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ストレージ アダプタのプロパティの表示
始める前に
• サーバの電源が投入されている。
手順

ステップ 1

[ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ストレージ（Storage）] メニューをクリックし
ます。

ステップ 2

[ストレージ（Storage）] メニューで、適切な LSI MegaRAID または HBA コントローラをクリッ
クします。

ステップ 3

[Controller] 領域に、[Controller Info] タブがデフォルトで表示されます。

ステップ 4

[作業（Work）] ペインの [ヘルス/ステータス（Health/Status）] 領域で、次の情報を確認しま
す。
名前

説明

[コンポーネントのヘルス（Composite Health）] コントローラ、接続されたドライブ、バッテ
フィールド
リ バックアップ ユニットの統合ヘルス情報。
次のいずれかになります。
• Good
• 中程度の障害（Moderate Fault）
• 重大な障害（Severe Fault）
• 該当なし
[コントローラ ステータス（Controller Status）] コントローラの現在のステータス。次のいず
フィールド
れかになります。
• [最適（Optimal）]：コントローラは正常
に機能しています。
• [失敗（Failed）]：コントローラが機能し
ていません。
• [無応答（Unresponsive）]：コントローラ
がダウンしています。
[RAID チップ温度（RAID Chip Temperature）] コントローラの温度（摂氏）。
フィールド
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名前

説明

[TTY ログ ステータス（TTY Log Status）]
フィールド

TTYログのダウンロードの現在のステータス。
次のいずれかになります。
• [未ダウンロード（Not Downloaded）]
• 進行中（In Progress）
• 完了

ステップ 5

[ファームウェア バージョン（Firmware Versions）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[製品名（Product Name）] フィールド

MegaRAID コントローラの名前。

[シリアル番号（Serial Number）] フィールド

MegaRAID コントローラのシリアル番号。

[ファームウェア パッケージ ビルド（Firmware アクティブなファームウェアパッケージのバー
Package Build）] フィールド
ジョン番号。
ファームウェア コンポーネントのバージョン
番号については、[実行中のファームウェア イ
メージ（Running Firmware Images）] 領域を参
照してください。
ステップ 6

[PCI 情報（PCI Info）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[PCI スロット（PCI Slot）] フィールド

コントローラが配置されている PCIe スロット
の名前。

[ベンダー ID（Vendor ID）] フィールド

PCI ベンダー ID（16 進）。

[デバイス ID（Device ID）] フィールド

PCI デバイス ID（16 進）。

[サブベンダー ID（SubVendor ID）] フィール PCI サブベンダー ID（16 進）。
ド
[サブデバイス ID（SubDevice ID）] フィール PCI サブデバイス ID（16 進）。
ド
ステップ 7

[製造データ（Manufacturing Data）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[製造日（Manufactured Date）] フィールド

MegaRAID カードが製造された日付
（yyy-mm-dd 形式）。

[リビジョン番号（Revision No）] フィールド ボードのリビジョン番号（存在する場合）。
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ステップ 8

ステップ 9

[ブート ドライブ（Boot Drive）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[ブート ドライブ（Boot Drive）] フィールド

ブート ドライブの数。

[ブート ドライブは PD です（Boot Drive is
PD）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、
ブート ドライブは物理ドライブです。

[実行中のファームウェア イメージ（Running Firmware Images）] 領域で、次の情報を確認しま
す。
名前

説明

[BIOS バージョン（BIOS Version）] フィール BIOS オプション PROM のバージョン番号。
ド
[ファームウェアバージョン（Firmware
Version）] フィールド

アクティブなファームウェアのバージョン番
号。

[プリブート CLI バージョン（Preboot CLI
Version）] フィールド

プリブート CLI のバージョン番号。

[WebBIOS バージョン（WebBIOS Version）]
フィールド

Web BIOS のバージョン番号。

[NVDATA バージョン（NVDATA Version）]
フィールド

不揮発性データ（NVDATA）のバージョン番
号。

[ブート ブロック バージョン（Boot Block
Version）] フィールド

ブート ブロックのバージョン番号。

[ブート バージョン（Boot Version）] フィール LSI コントローラ上のファームウェア ブート
ド
ローダのバージョン番号。
ステップ 10

[ファームウェア イメージの起動（Startup Firmware Images）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[BIOS バージョンの起動（Startup BIOS
Version）] フィールド

ホスト サーバのリブート時にアクティブにな
る BIOS オプション PROM のバージョン（現
在のバージョンと異なる場合）。

[ファームウェア バージョンの起動（Startup
Firmware Version）] フィールド

ホスト サーバのリブート時にアクティブにな
るファームウェアバージョン（現在のバージョ
ンと異なる場合）。
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名前

説明

[プリブート CLI バージョンの起動（Startup
Preboot CLI Version）] フィールド

ホスト サーバのリブート時にアクティブにな
るプリブート CLI のバージョン（現在のバー
ジョンと異なる場合）。

[WebBIOS バージョンの起動（Startup WebBIOS ホスト サーバのリブート時にアクティブにな
Version）] フィールド
る Web BIOS のバージョン（現在のバージョ
ンと異なる場合）。
[NVDATA バージョンの起動（Startup NVDATA ホスト サーバのリブート時にアクティブにな
Version）] フィールド
る不揮発性データのバージョン（現在のバー
ジョンと異なる場合）。

ステップ 11

[ブート ブロック バージョンの起動（Startup
Boot Block Version）] フィールド

ホスト サーバのリブート時にアクティブにな
るブート ブロックのバージョン（現在のバー
ジョンと異なる場合）。

[ブート バージョンの起動（Startup Boot
Version）] フィールド

ホスト サーバのリブート時にアクティブにな
るファームウェア ブートローダのバージョン
（現在のバージョンと異なる場合）。

[仮想ドライブ数（Virtual Drive Count）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[仮想ドライブ数（Virtual Drive Count）] フィー コントローラ上で設定されている仮想ドライ
ルド
ブの数。
[低下したドライブの数（Degraded Drive
Count）] フィールド

コントローラ上の低下状態の仮想ドライブの
数。

[オフライン ドライブ数（Offline Drive Count）] コントローラ上の障害が発生した仮想ドライ
フィールド
ブの数。
ステップ 12

[物理ドライブ数（Physical Drive Count）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[ディスク装着数（Disk Present Count）] フィー コントローラ上に存在する物理ドライブの数。
ルド
[低下したディスク数（Degraded Disk Count）] コントローラ上の低下状態の物理ドライブの
フィールド
数。
[失敗したディスク数（Failed Disk Count）]
フィールド
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ステップ 13

[設定（Settings）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[予測障害ポーリング間隔（Predictive Fail Poll 予測障害ポーリングの間隔の秒数。
Interval）] フィールド
各ポーリング間に、コントローラはすべての
物理ドライブ上の Self-Monitoring Analysis and
Reporting Technology（SMART）データを調
べ、障害の発生が間近な物理ドライブがある
かどうかを確認します。
[再構築レート（Rebuild Rate）] フィールド

低下した RAID ボリュームをコントローラが
再ビルドするレート。
このレートは、使用可能な帯域幅合計に対す
るパーセンテージで表示されます。

[パトロール読み取りレート（Patrol Read
Rate）] フィールド

整合性のないデータを検索するために、コン
トローラが物理ドライブのバックグラウンド
読み取りを実行するレート。
このレートは、使用可能な帯域幅合計に対す
るパーセンテージで表示されます。

[整合性検査レート（Consistency Check Rate）] 冗長データの不整合を検索して修正するため
フィールド
に、コントローラが仮想ドライブをスキャン
するレート。
このレートは、使用可能な帯域幅合計に対す
るパーセンテージで表示されます。
[再構成レート（Reconstruction Rate）] フィー 容量または RAID レベルの変更が必要な場合
ルド
に仮想ドライブが再構築されるレート。
このレートは、使用可能な帯域幅合計に対す
るパーセンテージで表示されます。
[キャッシュ フラッシュ インターバル（Cache キャッシュメモリを物理ドライブにフラッシュ
Flush Interval）] フィールド
する前に待機する秒数。
[一度にスピンアップする最大ドライブ数（Max サーバの電源投入後に同時にスピンアップで
Drives To Spin Up At Once）] フィールド
きるドライブ数。
[スピンアップグループ間の遅延（DelayAmong コントローラがドライブの次のセットをスピ
Spinup Groups）] フィールド
ンアップする前に待機する秒数。
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名前

説明

[物理ドライブ強制モード（Physical Drive
Coercion Mode）] フィールド

コントローラが物理ドライブのサイズを概数
に切り捨てるかどうか。次のいずれかになり
ます。
• [なし（None）]：コントローラは丸めを
行いません。
• [128 MB]：ドライブ サイズは最も近い 128
MB の倍数に切り捨てられます。
• [1GB]：ドライブ サイズは最も近い 1GB
の倍数に切り捨てられます。

[クラスタ モード（Cluster Mode）] フィールド このフィールドに [true] と表示される場合、こ
のコントローラ上のドライブは他のサーバの
コントローラと共有されます。
[バッテリ警告（Battery Warning）] フィールド このフィールドに [true] と表示される場合、
バッテリ欠落警告は無効です。
[ECC バケット リーク レート（ECC Bucket
Leak Rate）] フィールド

エラー訂正コード（ECC）の単一ビットエラー
バケット リーク レート（分単位）。
ECC により、コントローラは物理ドライブか
らの読み取り中に単一ビット エラーを検出し
たときに、エラー カウンタを増分します。こ
のフィールドで定義された時間（分）が経過
するたびに、コントローラはエラー カウンタ
を減少させます。
エラー カウンタがシステム定義の最大数に達
すると、コントローラはイベント メッセージ
をシステムに送信します。

[ラック デバイスの公開（Expose Enclosure
Devices）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、
ラック デバイスはホスト ドライバに可視で
す。

[PD 失敗履歴の保持（Maintain PD Fail
History）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、コ
ントローラは不良と判断された物理ドライブ
をサーバのリブート間で記憶します。

[SMART でのコピーバックの有効化（Enable
Copyback on SMART）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、
Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology
（SMART）によってエラーが報告されると、
コントローラはドライブの内容をスペア ドラ
イブにコピーします。

ネットワーク アダプタの管理
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ネットワーク アダプタの管理
ストレージ アダプタのプロパティの表示

名前

説明

[SMART エラーでの SSD へのコピーバックの このフィールドに [true] と表示される場合、
有効化（Enable Copyback to SSD on SMART
SMART によってエラーが報告されると、コン
Error）] フィールド
トローラは SSD カードの内容をスペア カード
にコピーします。
[ネイティブ コマンド キューイング（Native
Command Queuing）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、
Native Command Queuing（NCQ）は無効です。

[JBOD] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、
JBOD は有効です。

[未設定ドライブのスピンダウンの有効化
（Enable Spin Down of Unconfigured Drives）]
フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、コ
ントローラは未設定のドライブをスピンダウ
ンします。

[SSD パトロール読み取りの有効化（Enable
SSD Patrol Read）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、コ
ントローラは SSD カードでパトロール読み取
りを実行します。

[自動向上インポート（Auto Enhanced Import）] このフィールドに [true] と表示される場合、コ
フィールド
ントローラのブート時に外部設定が自動的に
インポートされます。
ステップ 14

[機能（Capabilities）] 領域で、次の情報を確認します。
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ストレージ アダプタのプロパティの表示

名前

説明

[サポートされる RAID レベル（RAID Levels
Supported）] フィールド

コントローラでサポートされる RAID レベル。
次の中から 1 つ以上選択できます。
• [Raid 0]：単純なストライピング。
• [Raid 1]：単純なミラーリング。
• [Raid 5]：パリティ付きストライピング。
• [Raid 1E]：統合オフセット ストライプ ミ
ラーリング
• [Raid 6]：2 つのパリティ ドライブによる
ストライピング。
• [Raid 10]：スパンされたミラーリング。
• [Raid 50]：パリティ付きのスパンされた
ストライピング。
• [Raid 60]：2 つのパリティ ドライブによ
るスパンされたストライピング。
• [Raid srl-03]：スパンされたセカンダリ
RAID レベル
• [Raid 00]：スパンされたストライピング。
• [Raid 1e-rlq0]：スパンを使用しない統合隣
接ストライプ ミラーリング。
• [Raid 1e0-rlq0]：スパンを使用する統合隣
接ストライプ ミラーリング。

ステップ 15

[HW 設定（HW Configuration）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[SAS アドレス（SAS Address）] フィールド

MegaRAID コントローラは、最大 16 個のシリ
アル接続 SCSI（SAS）アドレスを持つことが
できます。このフィールドには、最初の 8 個
の SAS アドレス（使用中の場合）が表示され
ます。

[BBU の有無（BBU Present）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、
バッテリ バックアップ ユニットが存在しま
す。
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名前

説明

[NVRAM の有無（NVRAM Present）] フィー
ルド

このフィールドに [true] と表示される場合、
NVRAM が存在します。

[NVRAM サイズ（NVRAM Size）] フィールド NVRAM のサイズ（KB 単位）。
[シリアル デバッガの有無（Serial Debugger
Present）] フィールド

このフィールドに [true] と表示される場合、シ
リアル デバッガが RAID カードに接続されて
います。

[メモリの有無（Memory Present）] フィールド このフィールドに [true] と表示される場合、メ
モリが存在します。
[フラッシュの有無（Flash Present）] フィール このフィールドに [true] と表示される場合、フ
ド
ラッシュ メモリが存在します。
[フラッシュ サイズ（Flash Size）] フィールド フラッシュ メモリのサイズ（MB 単位）。
[メモリ サイズ（Memory Size）] フィールド

メモリのサイズ（MB 単位）。

[キャッシュ メモリ サイズ（Cache Memory
Size）] フィールド

キャッシュ メモリのサイズ（MB 単位）。

[バックエンド ポートの数（Number of Backend コントローラ上の SATA または SAS ポートの
Ports）] フィールド
数。
ステップ 16

[エラー カウンタ（Error Counters）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

[メモリの修正可能なエラー数（Memory
Correctable Errors）] フィールド

コントローラ メモリ内の修正可能なエラーの
数。

[メモリの修正不可能なエラー数（Memory
Uncorrectable Errors）] フィールド

コントローラ メモリ内の修正不可能なエラー
の数。

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。
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vHBA のプロパティの表示

• Cisco UCS P81E Virtual Interface Card および Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイス カー
ド は 2 つの vHBA（fc0 および fc1）を提供します。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。

（注）

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）
モードが有効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。

• FCoE アプリケーションで Cisco UCS P81E Virtual Interface Card または Cisco UCS VIC 1225
仮想インターフェイス カード を使用している場合は、vHBA を FCoE VLAN 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。

vHBA のプロパティの表示
手順

ステップ 1

[ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。

ステップ 2

[アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。

ステップ 3

[vHBAs] ウィンドウの [fc0] または [fc1] をクリックします。

ステップ 4

[vHBA プロパティ（vHBA Properties）] の [全般（General）] 領域で、次のフィールドの情報を
確認します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

仮想 HBA の名前。
この名前は、vHBA の作成後は変更できません。

[ターゲット WWNN（Target
WWNN）] フィールド

vHBA に関連付けられた WWNN。

[ターゲット WWPN（Target
WWPN）] フィールド

vHBA に関連付けられた WWPN。

ネットワーク アダプタの管理
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WWNN を自動的に生成するには、[自動（AUTO）] を選択し
ます。WWNN を指定するには、2 つ目のオプション ボタンを
クリックし、対応するフィールドに WWNN を入力します。

WWPN を自動的に生成するには、[自動（AUTO）] を選択し
ます。WWPN を指定するには、2 つ目のオプション ボタンを
クリックし、対応するフィールドに WWPN を入力します。

ネットワーク アダプタの管理
vHBA のプロパティの表示

名前

説明

[FC SAN ブート（FC SAN
Boot）] チェックボックス

オンにすると、vHBA を使用して SAN ブートを実行できま
す。

[永続的 LUN のバインドの有
効化（Enable Persistent LUN
Binding）] チェックボックス

オンにすると、LUN ID のアソシエーションは手動でクリアさ
れるまで、メモリに維持されます。

[アップリンク ポート（Uplink vHBA に関連付けられたアップリンク ポート。
Port）] フィールド
（注） この値は、システム定義の vHBA である fc0 と fc1
については変更できません。
[MACアドレス（MAC
Address）] フィールド

vHBA に関連付けられた MAC アドレス。

[デフォルト VLAN（Default
VLAN）] フィールド

この vHBA にデフォルトの VLAN がない場合、[なし
（NONE）] をクリックします。それ以外の場合は、2 つ目の
オプション ボタンをクリックし、フィールドに 1 ～ 4094 の
VLAN ID を入力します。

[サービス クラス（Class of
Service）] ドロップダウン リ
スト

vHBA の CoS。

システムが MAC アドレスを生成するようにするには、[自動
（AUTO）] を選択します。アドレスを指定するには、2 番目
のオプション ボタンをクリックし、対応するフィールドに
MAC アドレスを入力します。

0 ～ 6 の整数を選択します。0 が最も低い優先度で、6 が最も
高い優先度になります。
（注）

[レート制限（Rate Limit）]
フィールド

このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。

この vHBA 上のトラフィックのデータ レート制限（Mbps 単
位）。
この vHBA に無制限のデータ レートを設定するには、[オフ
（OFF）]を選択します。それ以外の場合は、2つ目のオプショ
ン ボタンをクリックし、1 ～ 10,000 の整数を入力します。
（注）

[PCIe デバイスの順序（PCIe
Device Order）] フィールド

このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。

この vHBA が使用される順序。
システムが順序を設定するようにするには、[いずれか
（ANY）] を選択します。順序を指定する場合、2 つ目のオプ
ション ボタンを選択し、0 ～ 17 の整数を入力します。
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名前

説明

[EDTOV] フィールド

エラー検出タイムアウト値（EDTOV）。システムが、エラー
が発生したと見なすまでに待機するミリ秒数です。
1,000 ～ 100,000 の整数を入力します。デフォルトは 2,000 ミ
リ秒です。

[RATOV] フィールド

リソース割り当てタイムアウト値（RATOV）。システムが、
リソースを適切に割り当てることができないと見なすまでに
待機するミリ秒数です。
5,000 ～ 100,000 の整数を入力します。デフォルトは 10,000 ミ
リ秒です。

[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の整数を入力します。
[チャネル番号（Channel
Number）] フィールド

この vHBA に割り当てるチャネル番号。
1 ～ 1,000 の整数を入力します。
（注）

このオプションには VNTAG モードが必要です。

[ポート プロファイル（Port
vHBA に関連付ける必要があるポート プロファイル（ある場
Profile）] ドロップダウン リス 合）。
ト
このフィールドには、このサーバが接続しているスイッチに
定義されたポート プロファイルが表示されます。
（注）

ステップ 5

このオプションには VNTAG モードが必要です。

[エラー リカバリ（Error Recovery）] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
名前

説明

[FCP エラー リカバリの有効化 オンにすると、システムは FCP Sequence Level Error Recovery
（Enable FCP Error Recovery）] プロトコル（FC-TAPE）を使用します。
チェックボックス
[リンクダウンタイムアウト
アップリンク ポートがダウンし、ファブリック接続が失われ
（Link Down Timeout）] フィー 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
ルド
がオフラインになっていなければならないミリ秒数。
0 ～ 240,000 の整数を入力します。
[ポート ダウン IO の再試行
（Port Down I/O Retries）]
フィールド
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ポートが使用不可能であるとシステムが判断する前に、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。
0 ～ 255 の整数を入力します。
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名前

説明

[I/O タイムアウトの再試行
再試行までにシステムがタイムアウトを待機する時間。定義
（I/O Timeout Retry）] フィー されたタイムアウト時間内にディスクが I/O に応答しなかっ
ルド
た場合、ドライバは保留中のコマンドを破棄し、タイマーが
期限切れになった後に同じ I/O を再送信します。
1 ～ 59 の整数を入力します。
[Port Down Timeout] フィール
ド

リモート ファイバ チャネル ポートが使用不可能であること
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。
0 ～ 240,000 の整数を入力します。

ステップ 6

[ファイバ チャネル割り込み（Fibre Channel Interrupt）] 領域で、次のフィールドの情報を確認
します。
名前

説明

[割り込みモードの選択
優先ドライバ割り込みモード。次のいずれかになります。
（Interrupt Mode）] ドロップダ
• [MSIx]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
ウン リスト
（MSI）。これは推奨オプションです。
• [MSI]：MSI だけ。
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。
ステップ 7

[ファイバ チャネル ポート（Fibre Channel Port）] 領域で、次のフィールドの情報を確認しま
す。
名前

説明

[IO スロットル数（I/O Throttle vHBA 内に同時に保留可能な I/O 操作の数。
Count）] フィールド
1 ～ 1,024 の整数を入力します。
[ターゲットあたりの LUN 数 ドライバでエクスポートされる LUN の最大数。通常は、オペ
（LUNs Per Target）] フィール レーティング システム プラットフォームの制限です。
ド
1 ～ 1,024 の整数を入力します。推奨値は 1024 です。
[LUN キューの深さ（LUN
Queue Depth）] フィールド

HBA が 1 つのチャンクで送受信できる LUN ごとのコマンド
の数。このパラメータにより、アダプタのすべての LUN につ
いて初期キューの深さを調整します。
デフォルト値は、20（物理ミニポートの場合）と 250（仮想
ミニポートの場合）です。
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ステップ 8

[ファイバ チャネル ポート FLOGI（Fibre Channel Port FLOGI）] 領域で、次のフィールドの情
報を確認します。
名前

説明

[FLOGI の再試行回数（FLOGI システムがファブリックへのログインを最初に失敗してから
Retries）] フィールド
再試行する回数。
再試行回数を無制限に指定するには、[無制限（INFINITE）]
オプション ボタンを選択します。それ以外の場合は、2 番目
のオプション ボタンを選択し、対応するフィールドに整数を
入力します。
[FLOGI タイムアウト（FLOGI システムがログインを再試行する前に待機するミリ秒数。
Timeout）] フィールド
1,000 ～ 255,000 の整数を入力します。
ステップ 9

[ファイバ チャネル ポート PLOGI（Fibre Channel Port PLOGI）] 領域で、次のフィールドの情
報を確認します。
名前

説明

[PLOGI の再試行回数] フィー システムがポートへのログインを最初に失敗してから再試行
ルド
する回数。
0 ～ 255 の整数を入力します。
[PLOGI タイムアウト（PLOGI システムがログインを再試行する前に待機するミリ秒数。
Timeout）] フィールド
1,000 ～ 255,000 の整数を入力します。
ステップ 10

[SCSI I/O] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
名前

説明

[CDB 送信キュー数（CDB
システムで割り当てる SCSI I/O キュー リソースの数。
Transmit Queue Count）] フィー
1 ～ 8 の整数を入力します。
ルド
[CDB 送信キュー リング サイ 各 SCSI I/O キュー内の記述子の数。
ズ（CDB Transmit Queue Ring
64 ～ 512 の整数を入力します。
Size）] フィールド
ステップ 11

[送受信キュー（Receive/Transmit Queues）] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
名前

説明

[FC ワーク キュー リング サイ 各送信キュー内の記述子の数。
ズ（FC Work Queue Ring
64 ～ 128 の整数を入力します。
Size）] フィールド
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名前

説明

[FC 受信キュー リング サイズ 各受信キュー内の記述子の数。
（FC Receive Queue Ring
64 ～ 128 の整数を入力します。
Size）] フィールド

vHBA のプロパティの変更
手順

ステップ 1

[ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。

ステップ 2

[アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。

ステップ 3

[vHBAs] ウィンドウの [fc0] または [fc1] をクリックします。

ステップ 4

[General] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

仮想 HBA の名前。
この名前は、vHBA の作成後は変更できません。

[ターゲット WWNN（Target
WWNN）] フィールド

vHBA に関連付けられた WWNN。

[ターゲット WWPN（Target
WWPN）] フィールド

vHBA に関連付けられた WWPN。

[FC SAN ブート（FC SAN
Boot）] チェックボックス

オンにすると、vHBA を使用して SAN ブートを実行できま
す。

[永続的 LUN のバインドの有
効化（Enable Persistent LUN
Binding）] チェックボックス

オンにすると、LUN ID のアソシエーションは手動でクリアさ
れるまで、メモリに維持されます。

WWNN を自動的に生成するには、[自動（AUTO）] を選択し
ます。WWNN を指定するには、2 つ目のオプション ボタンを
クリックし、対応するフィールドに WWNN を入力します。

WWPN を自動的に生成するには、[自動（AUTO）] を選択し
ます。WWPN を指定するには、2 つ目のオプション ボタンを
クリックし、対応するフィールドに WWPN を入力します。

[アップリンク ポート（Uplink vHBA に関連付けられたアップリンク ポート。
Port）] フィールド
（注） この値は、システム定義の vHBA である fc0 と fc1
については変更できません。
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名前

説明

[MACアドレス（MAC
Address）] フィールド

vHBA に関連付けられた MAC アドレス。

[デフォルト VLAN（Default
VLAN）] フィールド

この vHBA にデフォルトの VLAN がない場合、[なし
（NONE）] をクリックします。それ以外の場合は、2 つ目の
オプション ボタンをクリックし、フィールドに 1 ～ 4094 の
VLAN ID を入力します。

[サービス クラス（Class of
Service）] ドロップダウン リ
スト

vHBA の CoS。

システムが MAC アドレスを生成するようにするには、[自動
（AUTO）] を選択します。アドレスを指定するには、2 番目
のオプション ボタンをクリックし、対応するフィールドに
MAC アドレスを入力します。

0 ～ 6 の整数を選択します。0 が最も低い優先度で、6 が最も
高い優先度になります。
（注）

[レート制限（Rate Limit）]
フィールド

このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。

この vHBA 上のトラフィックのデータ レート制限（Mbps 単
位）。
この vHBA に無制限のデータ レートを設定するには、[オフ
（OFF）]を選択します。それ以外の場合は、2つ目のオプショ
ン ボタンをクリックし、1 ～ 10,000 の整数を入力します。
（注）

このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。

[PCIe デバイスの順序（PCIe
Device Order）] フィールド

この vHBA が使用される順序。

[EDTOV] フィールド

エラー検出タイムアウト値（EDTOV）。システムが、エラー
が発生したと見なすまでに待機するミリ秒数です。

システムが順序を設定するようにするには、[いずれか
（ANY）] を選択します。順序を指定する場合、2 つ目のオプ
ション ボタンを選択し、0 ～ 17 の整数を入力します。

1,000 ～ 100,000 の整数を入力します。デフォルトは 2,000 ミ
リ秒です。
[RATOV] フィールド

リソース割り当てタイムアウト値（RATOV）。システムが、
リソースを適切に割り当てることができないと見なすまでに
待機するミリ秒数です。
5,000 ～ 100,000 の整数を入力します。デフォルトは 10,000 ミ
リ秒です。
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名前

説明

[Max Data Field Size] フィール vHBA がサポートするファイバ チャネル フレームのペイロー
ド
ド バイトの最大サイズ。
256 ～ 2112 の整数を入力します。
[チャネル番号（Channel
Number）] フィールド

この vHBA に割り当てるチャネル番号。
1 ～ 1,000 の整数を入力します。
（注）

このオプションには VNTAG モードが必要です。

[ポート プロファイル（Port
vHBA に関連付ける必要があるポート プロファイル（ある場
Profile）] ドロップダウン リス 合）。
ト
このフィールドには、このサーバが接続しているスイッチに
定義されたポート プロファイルが表示されます。
（注）

ステップ 5

このオプションには VNTAG モードが必要です。

[エラー リカバリ（Error Recovery）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[FCP エラー リカバリの有効化 オンにすると、システムは FCP Sequence Level Error Recovery
（Enable FCP Error Recovery）] プロトコル（FC-TAPE）を使用します。
チェックボックス
[リンクダウンタイムアウト
アップリンク ポートがダウンし、ファブリック接続が失われ
（Link Down Timeout）] フィー 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
ルド
がオフラインになっていなければならないミリ秒数。
0 ～ 240,000 の整数を入力します。
[ポート ダウン IO の再試行
（Port Down I/O Retries）]
フィールド

ポートが使用不可能であるとシステムが判断する前に、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。
0 ～ 255 の整数を入力します。

[I/O タイムアウトの再試行
再試行までにシステムがタイムアウトを待機する時間。定義
（I/O Timeout Retry）] フィー されたタイムアウト時間内にディスクが I/O に応答しなかっ
ルド
た場合、ドライバは保留中のコマンドを破棄し、タイマーが
期限切れになった後に同じ I/O を再送信します。
1 ～ 59 の整数を入力します。
[Port Down Timeout] フィール
ド

リモート ファイバ チャネル ポートが使用不可能であること
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。
0 ～ 240,000 の整数を入力します。
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ステップ 6

[ファイバ チャネル割り込み（Fibre Channel Interrupt）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[割り込みモードの選択
優先ドライバ割り込みモード。次のいずれかになります。
（Interrupt Mode）] ドロップダ
• [MSIx]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
ウン リスト
（MSI）。これは推奨オプションです。
• [MSI]：MSI だけ。
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。
ステップ 7

[ファイバ チャネル ポート（Fibre Channel Port）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[IO スロットル数（I/O Throttle vHBA 内に同時に保留可能な I/O 操作の数。
Count）] フィールド
1 ～ 1,024 の整数を入力します。
[ターゲットあたりの LUN 数 ドライバでエクスポートされる LUN の最大数。通常は、オペ
（LUNs Per Target）] フィール レーティング システム プラットフォームの制限です。
ド
1 ～ 1,024 の整数を入力します。推奨値は 1024 です。
[LUN キューの深さ（LUN
Queue Depth）] フィールド

HBA が 1 つのチャンクで送受信できる LUN ごとのコマンド
の数。このパラメータにより、アダプタのすべての LUN につ
いて初期キューの深さを調整します。
デフォルト値は、20（物理ミニポートの場合）と 250（仮想
ミニポートの場合）です。

ステップ 8

[ファイバ チャネル ポート FLOGI（Fibre Channel Port FLOGI）] 領域で、次のフィールドを更
新します。
名前

説明

[FLOGI の再試行回数（FLOGI システムがファブリックへのログインを最初に失敗してから
Retries）] フィールド
再試行する回数。
再試行回数を無制限に指定するには、[無制限（INFINITE）]
オプション ボタンを選択します。それ以外の場合は、2 番目
のオプション ボタンを選択し、対応するフィールドに整数を
入力します。
[FLOGI タイムアウト（FLOGI システムがログインを再試行する前に待機するミリ秒数。
Timeout）] フィールド
1,000 ～ 255,000 の整数を入力します。
ステップ 9

[ファイバ チャネル ポート PLOGI（Fibre Channel Port PLOGI）] 領域で、次のフィールドを更
新します。

ネットワーク アダプタの管理
24

ネットワーク アダプタの管理
vHBA の作成

名前

説明

[PLOGI の再試行回数] フィー システムがポートへのログインを最初に失敗してから再試行
ルド
する回数。
0 ～ 255 の整数を入力します。
[PLOGI タイムアウト（PLOGI システムがログインを再試行する前に待機するミリ秒数。
Timeout）] フィールド
1,000 ～ 255,000 の整数を入力します。
ステップ 10

[SCSI I/O] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[CDB 送信キュー数（CDB
システムで割り当てる SCSI I/O キュー リソースの数。
Transmit Queue Count）] フィー
1 ～ 8 の整数を入力します。
ルド
[CDB 送信キュー リング サイ 各 SCSI I/O キュー内の記述子の数。
ズ（CDB Transmit Queue Ring
64 ～ 512 の整数を入力します。
Size）] フィールド
ステップ 11

[送受信キュー（Receive/Transmit Queues）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[FC ワーク キュー リング サイ 各送信キュー内の記述子の数。
ズ（FC Work Queue Ring
64 ～ 128 の整数を入力します。
Size）] フィールド
[FC 受信キュー リング サイズ 各受信キュー内の記述子の数。
（FC Receive Queue Ring
64 ～ 128 の整数を入力します。
Size）] フィールド
ステップ 12

[変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

vHBA の作成
アダプタは 2 つの固定 vHBA を備えています。NIV モードが有効の場合、最大 16 個の追加
vHBA を作成できます。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
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ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。
ステップ 3 [Host Fibre Channel Interfaces] 領域で、次のアクションのいずれかを選択します。
• デフォルトの設定を使用して vHBA を作成するには、[vHBA の追加（Add vHBA）] をク
リックします。
• 既存の vHBA と同じ設定を使用して vHBA を作成するには、その vHBA を選択して [vHBA
の複製（Clone vHBA）] をクリックします。
[vHBA の追加（Add vHBA）] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 4 [vHBA の追加（Add vHBA）] ダイアログボックスで、vHBA の名前を 名前 入力ボックスに入
力します。
ステップ 5 [vHBA の追加（Add vHBA）] をクリックします。

次のタスク
• 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 （21 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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。
ステップ 3 [ホスト ファイバー チャネル インターフェイス（Host Fibre Channel Interfaces）] 領域で、表か
ら vHBA（複数可）を選択します。
（注）

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。

ステップ 4 [vHBA の削除（Delete vHBAs）] をクリックし、[OK] をクリックして確認します。

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。
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ブート テーブル エントリの作成
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。
ステップ 3 [ファイバー チャネル インターフェイス（Fibre Channel Interfaces）] 領域で、[ブート テーブル
（Boot Table）] 領域までスクロール ダウンします。
ステップ 4 [ブート エントリの追加（Add Boot Entry）] ボタンをクリックして [ブート エントリの追加（Add
Boot Entry）] ダイアログボックスを開きます。
ステップ 5 [ブート エントリの追加（Add Boot Entry）] ダイアログボックスで、次の情報を確認し、指定
された操作を実行します。
名前

説明

[ターゲット WWPN（Target
WWPN）] フィールド

ブート イメージの場所に対応するワールド ワイド ポート名
（WWPN）。
WWPN は hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh の形式で入力しま
す。

[LUN ID] フィールド

ブート イメージの場所に対応する LUN ID。
ID として 0 ～ 255 の値を入力します。

[ブート エントリの追加（Add 指定した場所をブート テーブルに追加します。
Boot Entry）] ボタン
[値のリセット（Reset Values）] 現在フィールドに入力されている値をクリアします。
ボタン
[キャンセル（Cancel）] ボタン ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存
せずにダイアログボックスを閉じます。

ブート テーブル エントリの削除
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。
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ステップ 3 [ファイバー チャネル インターフェイス（Fibre Channel Interfaces）] 領域で、[ブート テーブル
（Boot Table）] 領域までスクロール ダウンします。
ステップ 4 [ブート テーブル（Boot Table）] 領域で、削除するエントリをクリックします。
ステップ 5 [ブート エントリの削除（Delete Boot Entry）] をクリックし、[OK] をクリックして確認しま
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表示
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。
ステップ 3 [vHBAs] ウィンドウの [fc0] または [fc1] をクリックします。
ステップ 4 [永続的なバインディング（Persistent Bindings）] ダイアログボックスで、次の情報を確認しま
す。
名前

説明

[インデックス（Index）] カラ バインディングの固有識別子。
ム
[ターゲット WWPN（Target
WWPN）] カラム

バインディングが関連付けられるターゲットのワールド ワイ
ド ポート名。

[ホスト WWPN（Host
WWPN）] カラム

バインディングが関連付けられるホストのワールド ワイド
ポート名。

[バス ID（Bus ID）] カラム

バインディングが関連付けられるバス ID。

[ターゲット ID（Target ID）]
カラム

バインディングが関連付けられる、ホスト システム上のター
ゲット ID。

[永続的なバインディングの再 未使用のすべてのバインディングをクリアし、使用されてい
構築（Rebuild Persistent
るバインディングをリセットします。
Bindings）] ボタン
[閉じる（Close）] ボタン
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ステップ 5 [閉じる（Close）] をクリックします。

永続的なバインディングの再作成
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vHBAs] タブをクリックします。
ステップ 3 [vHBAs] ウィンドウの [fc0] または [fc1] をクリックします。
ステップ 4 [ファイバー チャネル インターフェイス（Fibre Channel Interfaces）] 領域で、[永続的なバイン
ディング（Persistent Bindings）] 領域までスクロール ダウンします。
ステップ 5 [永続的なバインディングの再構築（Rebuild Persistent Bindings）] ボタンをクリックします。
ステップ 6 [OK] をクリックして確認します。

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。
• Cisco UCS P81E Virtual Interface Card および Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイス カー
ド は 2 つのデフォルト vNIC（eth0 および eth1）を提供します。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。

（注）

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）
モードが有効になっている場合、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。

• 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。
Cisco C シリーズ サーバは、パケット転送に Remote Direct Memory Access（RDMA）over
Converged 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。
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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
RoCE を搭載した SMB ダイレクトのガイドラインと制約事項
• RoCE を搭載した Microsoft SMB ダイレクトは次でサポートされています。
• Windows 2012 R2。
• Windows 2016。
• Cisco UCS C シリーズ サーバでは、RoCE 対応 vNIC をアダプタごとに 4 つまでしかサポー
トしません。
• Cisco UCS C シリーズ サーバでは、NVGRE、VXLAN、VMQ、または usNIC での RoCE を
サポートしません。
• アダプタごとのキュー ペアの最大数は 8192 個です。
• アダプタごとのメモリ領域の最大数は 524288 個です。
• Cisco アダプタ間での RoCE 構成はサポートされています。Cisco アダプタとサード パー
ティ製のアダプタ間の相互運用性はサポートされていません。

重要

RDMA トラフィック パス内のスイッチでドロップなし QOS ポリシーの設定を構成する必要が
あります。

vNIC のプロパティの表示
手順

ステップ 1

[ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。

ステップ 2

[アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。

ステップ 3

[vNICs] ウィンドウの [eth0] または [eth1] をクリックします。

ステップ 4

[イーサネット インターフェイス（Ethernet Interfaces）] ペインの [vNIC プロパティ（vNIC
Properties）] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
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名前

説明

[名前（Name）] フィールド

仮想 NIC の名前。
この名前は、vNIC の作成後は変更できません。

[CDN] フィールド

VIC カードのイーサネット vNIC に割り当てることができる一
貫したデバイス名（CDN）。特定の CDN をデバイスに割り当
てることで、ホスト OS 上でそれを識別できます。
（注）

[MTU] フィールド

この機能は、[VIC に対する CDN サポート（CDN
Support for VIC）] トークンが BIOS で有効になって
いる場合にのみ機能します。

この vNIC で受け入れられる最大伝送単位、つまりパケット
サイズ。
1500 ～ 9000 の整数を入力します。

[アップリンク ポート（Uplink この vNIC に関連付けられたアップリンク ポート。この vNIC
Port）] ドロップダウン リスト に対するすべ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。
[MACアドレス（MAC
Address）] フィールド

vNIC に関連付けられた MAC アドレス。

[サービス クラス（Class of
Service）] ドロップダウン リ
スト

この vNIC からのトラフィックに関連付けられるサービス ク
ラス。

アダプタが内部プールから使用可能な MAC アドレスを選択
するようにするには、[自動（Auto）] を選択します。アドレ
スを指定するには、2 番目のオプション ボタンをクリックし、
対応するフィールドに MAC アドレスを入力します。

0 ～ 6 の整数を選択します。0 が最も低い優先度で、6 が最も
高い優先度になります。
（注）

このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。

[信頼ホスト CoS（Trust Host
CoS）] チェックボックス

vNIC で、ホスト オペレーティング システムが提供するサー
ビス クラスを使用できるようにするには、このチェックボッ
クスをオンにします。

[PCI Order] フィールド

この vNIC が使用される順序。
順序を指定するには、表示されている範囲内の整数を入力し
ます。
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名前

説明

[デフォルト VLAN（Default
VLAN）] フィールド

この vNIC にデフォルトの VLAN がない場合、[なし（NONE）]
をクリックします。それ以外の場合は、2 つ目のオプション
ボタンをクリックし、フィールドに 1 ～ 4094 の VLAN ID を
入力します。
（注）

このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。

[VLAN モード（VLAN
VLANトランキングを使用する場合は、[トランク（TRUNK）]
Mode）] ドロップダウン リス を選択します。それ以外の場合は [ACCESS] を選択します。
ト
（注） このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。
[Rate Limit] フィールド

この vNIC に無制限のデータ レートを設定するには、[オフ
（OFF）]を選択します。それ以外の場合は、2番目のオプショ
ン ボタンをクリックし、関連するフィールドにレート制限を
入力します。
1 ～ 10,000 Mbps の整数を入力します。
VIC 13xx コントローラの場合は、1 ～ 40,000 Mbps の整数を
入力できます。
（注）

このオプションは VNTAG モードでは使用できませ
ん。

[Enable PXE Boot] チェック
ボックス

vNIC を使用して PXE ブートを実行する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。

[チャネル番号（Channel
Number）] フィールド

この vNIC に割り当てるチャネル番号を選択します。

[PCI リンク（PCI Link）]
フィールド

vNIC を接続できるリンク。値は次のとおりです。

（注）

このオプションには VNTAG モードが必要です。

• [0]：vNIC が配置されている最初の cross-edged リンク。
• [1]：vNIC が配置されている 2 番目の cross-edged リンク。
（注）
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名前

説明

[ポートのプロファイル（Port vNIC に関連付けられているポート プロファイルを選択しま
Profile）] ドロップダウン リス す。
ト
このフィールドには、このサーバが接続しているスイッチに
定義されたポート プロファイルが表示されます。
（注）

[アップリンク フェールオー
バーの有効化（Enable Uplink
Failover）] チェックボックス

通信の問題が発生した場合に、この vNIC 上のトラフィックを
セカンダリ インターフェイスにフェールオーバーするには、
このチェックボックスをオンにします。
（注）

[VMQ の有効化（Enable
VMQ）] チェックボックス

このオプションには VNTAG モードが必要です。

このオプションには VNTAG モードが必要です。

仮想マシン キュー（VMQ）を有効にするには、このチェック
ボックスをオンにします。
（注）

SR-IOV または NetFlow オプションがアダプタで有
効になっている場合に、VMQ が有効になっていな
いことを確認します。

このオプションを使用できるのは一部の Cisco UCS C シリー
ズ サーバだけです。
[aRFS の有効化（Enable
aRFS）] チェックボックス

Accelerated Receive Flow ステアリング（aRFS）を有効にする
には、このチェックボックスをオンにします。
このオプションを使用できるのは一部の Cisco UCS C シリー
ズ サーバだけです。

[NVGRE の有効化（Enable
Generic Routing Encapsulation を使用してネットワーク仮想化
NVGRE）] チェックボックス を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
• このオプションを使用できるのは一部の Cisco UCS C シ
リーズ サーバだけです。
• このオプションは、Cisco VIC 1385 カードを搭載した C
シリーズ サーバでのみ使用できます。
[VXLAN の有効化（Enable
仮想拡張 LAN を有効にするには、このチェックボックスをオ
VXLAN）] チェックボックス ンにします。
• このオプションを使用できるのは一部の Cisco UCS C シ
リーズ サーバだけです。
• このオプションは、Cisco VIC 1385 カードおよび VIC 14xx
カードを搭載した C シリーズ サーバでのみ使用できま
す。
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名前

説明

[高度なフィルタ（Advanced
Filter）] チェックボックス

vNIC で高度なフィルタ オプションを有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。

[Failback Timeout] 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。
0 ～ 600 の範囲の秒数を入力します。
（注）

ステップ 5

このオプションには VNTAG モードが必要です。

[イーサネット割り込み（Ethernet Interrupt）] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
名前

説明

[割り込み数（Interrupt Count）] 割り当てる割り込みリソースの数。通常、この値は、完了
フィールド
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。
[調停タイマー（Coalescing
Time）] 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 の整数を入力します。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。

[調停タイプ（Coalescing
Type）] ドロップダウン リス
ト

次のいずれかになります。
• [最小（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（Coalescing Time）] フィールドに
指定された時間だけ待機します。
• [アイドル（IDLE）]：アクティビティなしの期間が少な
くとも [調停時間（Coalescing Time）] 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。

[割り込みモードの選択
優先ドライバ割り込みモード。次のいずれかになります。
（Interrupt Mode）] ドロップダ
• [MSI-X]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
ウン リスト
（MSI）。これは推奨オプションです。
• [MSI]：MSI だけ。
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。
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ステップ 6

[イーサネット受信キュー（Ethernet Receive Queue）] 領域で、次のフィールドの情報を確認し
ます。
名前

説明

[受信キュー数（Receive Queue 割り当てる受信キュー リソースの数。
Count）] フィールド
1 ～ 256 の整数を入力します。
[受信キュー リング サイズ
（Receive Queue Ring Size）]
フィールド
ステップ 7

各受信キュー内の記述子の数。
64 ～ 4096 の整数を入力します。

[イーサネット送信キュー（Ethernet Transmit Queue）] 領域で、次のフィールドの情報を確認し
ます。
名前

説明

[送信キュー数（Transmit Queue 割り当てる送信キュー リソースの数。
Count）] フィールド
1 ～ 256 の整数を入力します。
[送信キュー リング サイズ
各送信キュー内の記述子の数。
（Transmit Queue Ring Size）]
64 ～ 4096 の整数を入力します。
フィールド
ステップ 8

[完了キュー（Completion Queue）] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
名前

説明

[完了キュー数（Completion
Queue Count）] 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。

[完了キュー リング サイズ
（Completion Queue Ring
Size）] フィールド
ステップ 9

各完了キュー内の記述子の数。
この値は変更できません。

[TCP オフロード（TCP Offload）] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
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名前

説明

[TCP セグメント化オフロード
の有効化（Enable TCP
Segmentation Offload）] チェッ
クボックス

オンにすると、CPU はセグメント化する必要がある大きな
TCP パケットを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、スループット率
が向上する可能性があります。
オフにすると、CPUは大きいパケットをセグメント化します。
（注）

このオプションは、Large Send Offload（LSO）とも
呼ばれています。

[TCP Rx オフロード チェック
サム検証の有効化（Enable TCP
Rx Offload Checksum
Validation）] チェックボック
ス

オンにすると、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。

[TCP Tx オフロード チェック
サム生成の有効化（Enable TCP
Tx Offload Checksum
Generation）] チェックボック
ス

オンにすると、CPU はすべてのパケットをハードウェアに送
信し、ハードウェアでチェックサムを計算できるようにしま
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。

オフにすると、CPU はすべてのパケット チェックサムを検証
します。

オフにすると、CPU はすべてのパケット チェックサムを計算
します。

[大規模受信の有効化（Enable オンにすると、ハードウェアはすべてのセグメント化された
Large Receive）] チェックボッ パケットを CPU に送信する前に再構成します。このオプショ
クス
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。
オフにすると、CPU は大きいパケットをすべて処理します。
ステップ 10

[Receive Side Scaling] 領域で、次のフィールドの情報を確認します。
名前

説明

[TCP Receive Side Scaling の有 Receive Side Scaling（RSS）は、ネットワーク受信処理をマル
効化（Enable TCP Receive Side チプロセッサ システム内の複数の CPU に分散させます。
Scaling）] チェックボックス
オンにすると、可能な場合はネットワーク受信処理がプロセッ
サ間で共有されます。
オフにすると、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。
[IPv4 RSS の有効化（Enable
オンにすると、RSS が IPv4 ネットワークで有効になります。
IPv4 RSS）] チェックボックス
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名前

説明

[TCP-IPv4 RSS の有効化
（Enable TCP-IPv4 RSS）]
チェックボックス

オンにすると、IPv4 ネットワーク間の TCP 送信に対して RSS
が有効になります。

[IPv6 RSS の有効化（Enable
オンにすると、RSS が IPv6 ネットワークで有効になります。
IPv6 RSS）] チェックボックス
[TCP-IPv6 RSS の有効化
（Enable TCP-IPv6 RSS）]
チェックボックス

オンにすると、IPv6 ネットワーク間の TCP 送信に対して RSS
が有効になります。

[IPv6 拡張 RSS の有効化
オンにすると、IPv6 拡張に対して RSS が有効になります。
（Enable IPv6 Extension RSS）]
チェックボックス
[TCP-IPv6 拡張 RSS の有効化
（Enable TCP-IPv6 Extension
RSS）] チェックボックス

オンにすると、IPv6 ネットワーク間の TCP 送信に対して RSS
が有効になります。

vNIC のプロパティの変更
手順

ステップ 1

[ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。

ステップ 2

[アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。

ステップ 3

[vNICs] ウィンドウの [eth0] または [eth1] をクリックします。

ステップ 4

[イーサネット インターフェイス（Ethernet Interfaces）] ペインの [vNIC プロパティ（vNIC
Properties）] 領域で、次のフィールドを更新します。

ステップ 5

[イーサネット割り込み（Ethernet Interrupt）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[割り込み数（Interrupt Count）] 割り当てる割り込みリソースの数。通常、この値は、完了
フィールド
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。
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名前

説明

[調停タイマー（Coalescing
Time）] 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 の整数を入力します。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。

[調停タイプ（Coalescing
Type）] ドロップダウン リス
ト

次のいずれかになります。
• [最小（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（Coalescing Time）] フィールドに
指定された時間だけ待機します。
• [アイドル（IDLE）]：アクティビティなしの期間が少な
くとも [調停時間（Coalescing Time）] 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。

[割り込みモードの選択
優先ドライバ割り込みモード。次のいずれかになります。
（Interrupt Mode）] ドロップダ
• [MSI-X]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
ウン リスト
（MSI）。これは推奨オプションです。
• [MSI]：MSI だけ。
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。
ステップ 6

[イーサネット受信キュー（Ethernet Receive Queue）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[受信キュー数（Receive Queue 割り当てる受信キュー リソースの数。
Count）] フィールド
1 ～ 256 の整数を入力します。
[受信キュー リング サイズ
（Receive Queue Ring Size）]
フィールド
ステップ 7

各受信キュー内の記述子の数。
64 ～ 4096 の整数を入力します。

[イーサネット送信キュー（Ethernet Transmit Queue）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[送信キュー数（Transmit Queue 割り当てる送信キュー リソースの数。
Count）] フィールド
1 ～ 256 の整数を入力します。
[送信キュー リング サイズ
各送信キュー内の記述子の数。
（Transmit Queue Ring Size）]
64 ～ 4096 の整数を入力します。
フィールド
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ステップ 8

[完了キュー（Completion Queue）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[完了キュー数（Completion
Queue Count）] 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。

[完了キュー リング サイズ
（Completion Queue Ring
Size）] フィールド
ステップ 9

各完了キュー内の記述子の数。
この値は変更できません。

[RoCE プロパティ（RoCE Properties）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[RoCE] チェックボックス

RoCE プロパティを変更するには、このチェックボックスをオ
ンにします。

[キュー ペア（1 ～ 8192）
（Queue Pairs (1 - 8192)）]
フィールド

アダプタごとのキュー ペアの数。1 ～ 8192 の整数を入力しま
す。この数は、2 の整数乗にすることをお勧めします。

[メモリ リージョン（1 アダプタあたりのメモリ領域の数。1 ～ 524288 の整数を入力
524288）（Memory Regions (1 します。この数は、2 の整数乗にすることをお勧めします。
- 524288)）] フィールド
[リソース グループ（1 - 128） アダプタごとのリソース グループの数。1 ～ 128 の整数を入
（Resource Groups (1 - 128)）] 力します。最適なパフォーマンスを得るには、この数値は、
フィールド
システムの CPU コアの数以上である、2 のべき乗の整数にす
ることをお勧めします。
ステップ 10

[TCP オフロード（TCP Offload）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[TCP セグメント化オフロード
の有効化（Enable TCP
Segmentation Offload）] チェッ
クボックス

オンにすると、CPU はセグメント化する必要がある大きな
TCP パケットを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、スループット率
が向上する可能性があります。
オフにすると、CPUは大きいパケットをセグメント化します。
（注）

このオプションは、Large Send Offload（LSO）とも
呼ばれています。
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名前

説明

[TCP Rx オフロード チェック
サム検証の有効化（Enable TCP
Rx Offload Checksum
Validation）] チェックボック
ス

オンにすると、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。

[TCP Tx オフロード チェック
サム生成の有効化（Enable TCP
Tx Offload Checksum
Generation）] チェックボック
ス

オンにすると、CPU はすべてのパケットをハードウェアに送
信し、ハードウェアでチェックサムを計算できるようにしま
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。

オフにすると、CPU はすべてのパケット チェックサムを検証
します。

オフにすると、CPU はすべてのパケット チェックサムを計算
します。

[大規模受信の有効化（Enable オンにすると、ハードウェアはすべてのセグメント化された
Large Receive）] チェックボッ パケットを CPU に送信する前に再構成します。このオプショ
クス
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。
オフにすると、CPU は大きいパケットをすべて処理します。
ステップ 11

[Receive Side Scaling] 領域で、次のフィールドを更新します。

ステップ 12

[変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

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。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。
ステップ 3 [Host Ethernet Interfaces] 領域で、次のアクションのいずれかを選択します。
• デフォルトの設定を使用して vNIC を作成するには、[vNIC の追加（Add vNIC）] をクリッ
クします。
• 既存の vNIC と同じ設定を使用して vNIC を作成するには、その vNIC を選択し、[vNIC の
複製（Clone vNIC）] をクリックします。
[vNIC の追加（Add vNIC）] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 4 [vNIC の追加（Add vNIC）] ダイアログボックスで、vNIC の名前を 名前 入力ボックスに入力
します。
ステップ 5 （任意） [vNIC の追加（Add vNIC）] ダイアログボックスで、vNIC のチャネル番号を [チャネ
ル番号（Channel Number）] 入力ボックスに入力します。
（注）

アダプタで NIV が有効になっている場合、vNIC を作成するときに vNIC のチャネル
番号を割り当てる必要があります。

ステップ 6 [vNIC の追加（Add vNIC）] をクリックします。

次のタスク
設定の変更が必要な場合は、vNIC のプロパティの変更 （37 ページ） の説明に従って、新し
い vNIC を設定します。

vNIC の削除
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。
ステップ 3 [Host Ethernet Interfaces] 領域で、表から vNIC を選択します。
（注）

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。

ステップ 4 [vNIC の削除（Delete vNIC）] をクリックし、[OK] をクリックして確認します。

Cisco usNIC の管理
Cisco usNIC の概要
The Cisco user-space NIC (Cisco usNIC) 機能は、ネットワーキング パケットを送受信するときに
カーネルをバイパスすることで、データセンターの Cisco UCS サーバで実行されるソフトウェ
ア アプリケーションのパフォーマンスを改善します。アプリケーションは などの Cisco UCS
VIC 第 2 世代以降のアダプタと直接やり取りします。これによってハイ パフォーマンス コン
ピューティング クラスタのネットワーキング パフォーマンスが向上します。Cisco usNIC のメ
リットを享受するには、ソケットやその他の通信 API ではなく、Message Passing Interface（MPI）
をアプリケーションで使用する必要があります。
Cisco usNIC を使用すると、MPI アプリケーションで次の利点が得られます。
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• 低遅延で、高スループットの通信転送を提供します。
• 標準のアプリケーション非依存イーサネット プロトコルを実行します。
• 次に示すシスコ データセンター プラットフォームで、低遅延の転送、ユニファイド ファ
ブリック、統合管理のサポートを活用します。
• Cisco UCS サーバ
• Cisco UCS 第二世代以降の VIC アダプタ
• 10 または 40GbE ネットワーク
標準イーサネット アプリケーションは、Linux カーネルのネットワーキング スタックを呼び出
すユーザ領域のソケット ライブラリを使用します。次に、ネットワーキング スタックは Cisco
eNIC ドライバを使用して、Cisco VIC ハードウェアと通信します。次の図は、通常のソフト
ウェア アプリケーションと Cisco usNIC を使用する MPI アプリケーションの対比を示します。
図 1 : カーネル ベースのネットワーク通信と Cisco usNIC ベースの通信
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Cisco IMC GUI を使用した Cisco usNIC の表示および設定
始める前に
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。こ
のビデオの [再生（Play）] をクリックして、CIMC で Cisco usNIC を設定する方法を視聴しま
す。
手順

ステップ 1 [Cisco IMC GUI] にログインします。
Cisco IMC へのログイン方法に関する詳細については、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 2 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 3 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。
ステップ 4 [vNICs] ウィンドウの [eth0] または [eth1] をクリックします。
ステップ 5 [Ethernet Interfaces] 領域で、[usNIC] 領域を選択します。
（注）

usNIC サポートは C125 サーバでは使用できません。

ステップ 6 [プロパティ（Properties）] 領域で、次のフィールドを確認して更新します。
名前

説明

Name

usNIC の親である vNIC の名前。
（注）

[usNIC] フィールド

このフィールドは読み取り専用で
す。

特定の vNIC に割り当てられる usNIC の数。
0 ～ 225 の整数を入力します。
指定の vNIC に追加の usNIC を割り当てるに
は、既存の値よりも高い値を入力してくださ
い。
指定の vNIC から usNIC を削除するには、既
存の値よりも小さい値を入力します。
vNIC に割り当てられたすべての usNIC を削除
するには、ゼロを入力します。

[送信キュー数（Transmit Queue Count）] フィー 割り当てる送信キュー リソースの数。
ルド
1 ～ 256 の整数を入力します。
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名前

説明

[受信キュー数（Receive Queue Count）] フィー 割り当てる受信キュー リソースの数。
ルド
1 ～ 256 の整数を入力します。
[完了キュー数（Completion Queue Count）]
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。

[送信キュー リング サイズ（Transmit Queue
Ring Size）] 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。

[受信キュー リング サイズ（Receive Queue Ring 各受信キュー内の記述子の数。
Size）] フィールド
64 ～ 4096 の整数を入力します。
[割り込み数（Interrupt Count）] フィールド

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。

[割り込み調停タイプ（Interrupt Coalescing
Type）] ドロップダウン リスト

次のいずれかになります。
• [最小（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
（Coalescing Time）] フィールドに指定さ
れた時間だけ待機します。
• [アイドル（IDLE）]：アクティビティな
しの期間が少なくとも [調停時間
（Coalescing Time）] 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。

[割り込み調停タイマー時間（Interrupt
Coalescing Timer Time）] 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 の整数を入力します。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。
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名前

説明

[サービス クラス（Class of Service）] フィール この usNIC からのトラフィックに関連付けら
ド
れるサービス クラス。
0 ～ 6 の整数を選択します。0 が最も低い優先
度で、6 が最も高い優先度になります。
（注）

[TCP セグメント オフロード（TCP Segment
Offload）] チェックボックス

このオプションは VNTAG モードで
は使用できません。

オンにすると、CPU はセグメント化する必要
がある大きな TCP パケットをハードウェアに
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、スループット率
が向上する可能性があります。
オフにすると、CPU は大きいパケットをセグ
メント化します。
（注）

このオプションは、Large Send
Offload（LSO）とも呼ばれていま
す。

[大規模受信（Large Receive）] チェックボック オンにすると、ハードウェアはすべてのセグ
ス
メント化されたパケットを CPU に送信する前
に再構成します。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。
オフにすると、CPU は大きいパケットをすべ
て処理します。
[TCP Tx チェックサム（TCP Tx Checksum）]
チェックボックス

オンにすると、CPUはすべてのパケットをハー
ドウェアに送信し、ハードウェアでチェック
サムを計算できるようにします。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。
オフにすると、CPU はすべてのパケット
チェックサムを計算します。

[TCP Rx チェックサム（TCP Rx Checksum）] オンにすると、CPU はすべてのパケット
チェックボックス
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。
オフにすると、CPU はすべてのパケット
チェックサムを検証します。
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ステップ 7 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。
変更内容は次のサーバのリブート時に有効になります。

usNIC プロパティの表示
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。
ステップ 3 [vNICs] ウィンドウの [eth0] または [eth1] をクリックします。
ステップ 4 [Host Ethernet Interfaces] ペインの [usNIC Properties] 領域で、次のフィールドの情報を確認しま
す。
（注）

usNIC サポートは C125 サーバでは使用できません。

名前

説明

Name

usNIC の親である vNIC の名前。
（注）

[usNIC] フィールド

このフィールドは読み取り専用で
す。

特定の vNIC に割り当てられる usNIC の数。
0 ～ 225 の整数を入力します。
指定の vNIC に追加の usNIC を割り当てるに
は、既存の値よりも高い値を入力してくださ
い。
指定の vNIC から usNIC を削除するには、既
存の値よりも小さい値を入力します。
vNIC に割り当てられたすべての usNIC を削除
するには、ゼロを入力します。

[送信キュー数（Transmit Queue Count）] フィー 割り当てる送信キュー リソースの数。
ルド
1 ～ 256 の整数を入力します。
[受信キュー数（Receive Queue Count）] フィー 割り当てる受信キュー リソースの数。
ルド
1 ～ 256 の整数を入力します。
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名前

説明

[完了キュー数（Completion Queue Count）]
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。

[送信キュー リング サイズ（Transmit Queue
Ring Size）] 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。

[受信キュー リング サイズ（Receive Queue Ring 各受信キュー内の記述子の数。
Size）] フィールド
64 ～ 4096 の整数を入力します。
[割り込み数（Interrupt Count）] フィールド

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。

[割り込み調停タイプ（Interrupt Coalescing
Type）] ドロップダウン リスト

次のいずれかになります。
• [最小（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
（Coalescing Time）] フィールドに指定さ
れた時間だけ待機します。
• [アイドル（IDLE）]：アクティビティな
しの期間が少なくとも [調停時間
（Coalescing Time）] 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。

[割り込み調停タイマー時間（Interrupt
Coalescing Timer Time）] 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 の整数を入力します。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。

[サービス クラス（Class of Service）] フィール この usNIC からのトラフィックに関連付けら
ド
れるサービス クラス。
0 ～ 6 の整数を選択します。0 が最も低い優先
度で、6 が最も高い優先度になります。
（注）

このオプションは VNTAG モードで
は使用できません。

ネットワーク アダプタの管理
47

ネットワーク アダプタの管理
usNIC プロパティの表示

名前

説明

[TCP セグメント オフロード（TCP Segment
Offload）] チェックボックス

オンにすると、CPU はセグメント化する必要
がある大きな TCP パケットをハードウェアに
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、スループット率
が向上する可能性があります。
オフにすると、CPU は大きいパケットをセグ
メント化します。
（注）

このオプションは、Large Send
Offload（LSO）とも呼ばれていま
す。

[大規模受信（Large Receive）] チェックボック オンにすると、ハードウェアはすべてのセグ
ス
メント化されたパケットを CPU に送信する前
に再構成します。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。
オフにすると、CPU は大きいパケットをすべ
て処理します。
[TCP Tx チェックサム（TCP Tx Checksum）]
チェックボックス

オンにすると、CPUはすべてのパケットをハー
ドウェアに送信し、ハードウェアでチェック
サムを計算できるようにします。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。
オフにすると、CPU はすべてのパケット
チェックサムを計算します。

[TCP Rx チェックサム（TCP Rx Checksum）] オンにすると、CPU はすべてのパケット
チェックボックス
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。
オフにすると、CPU はすべてのパケット
チェックサムを検証します。
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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 および
Nexus 6000 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 オプションを有効にする必要があります。

（注）

ホストごとに最大 2 つの iSCSI vNIC を設定できます。

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。
始める前に
• 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 オプションを有効にする必要があります。
• 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。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。
ステップ 3 [vNICs] ウィンドウの [eth0] または [eth1] をクリックします。
ステップ 4 [イーサネット インターフェイス（Ethernet Interfaces）] 領域で、[iSCSI ブート プロパティ（iSCSI
Boot Properties）] 領域を選択します。
ステップ 5 [全般（General）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

vNIC の名前。
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名前

説明

[DHCP ネットワーク（DHCP vNIC に対して DHCP ネットワークが有効かどうか。
Network）] チェックボックス
有効の場合、イニシエータのネットワーク設定を DHCP サー
バから取得します。
[DHCP iSCSI] チェックボック vNIC に対して DHCP iSCSI が有効かどうか。有効になってい
ス
て DHCP ID が設定されている場合、イニシエータ IQN とター
ゲットの情報を DHCP サーバから取得します。
（注）

[DHCP ID] フィールド

DHCP iSCSI が DHCP ID なしで有効に設定されてい
る場合、ターゲット情報のみを取得します。

イニシエータ IQN とターゲットの情報を DHCP サーバから取
得するためにアダプタが使用するベンダー識別文字列。
最大 64 文字の文字列を入力します。

[DHCP Timeout] フィールド

DHCP サーバが使用できないとイニシエータが判断するまで
待機する秒数。
60 ～ 300 の整数を入力します（デフォルトは 60 秒です）。

[リンク タイムアウト（Link
Timeout）] フィールド

リンクが使用できないとイニシエータが判断するまで待機す
る秒数。
0 ～ 255 の整数を入力します（デフォルトは 15 秒です）。

[LUN再試行回数値の入力
（LUN Busy Retry Count）]
フィールド

iSCSI LUN 検出中にエラーが発生した場合に接続を再試行す
る回数。
0 ～ 255 の整数を入力します。デフォルトは 15 です。

[IP バージョン（IP Version）] iSCSI ブート中に使用する IP バージョン。
フィールド
ステップ 6 [イニシエータ（Initiator）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[Name] フィールド

iSCSI イニシエータ名を定義する正規表現。
任意の英数字および次の特殊文字を入力することができます。
• . （ピリオド）
• ：（コロン）
• -（ダッシュ）
（注）
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名前

説明

[IPアドレス（IP Address）]
フィールド

iSCSI イニシエータの IP アドレス。

[サブネット マスク（Subnet
Mask）] フィールド

iSCSI イニシエータのサブネット マスク。

[ゲートウェイ（Gateway）]
フィールド

デフォルト ゲートウェイ。

[プライマリ DNS（Primary
DNS）] フィールド

プライマリ DNS サーバのアドレス。

[セカンダリDNS（Secondary
DNS）] フィールド

セカンダリ DNS サーバ アドレス。

[TCP タイムアウト（TCP
Timeout）] フィールド

TCP が使用できないとイニシエータが判断するまで待機する
秒数。
0 ～ 255 の整数を入力します（デフォルトは 15 秒です）。

[CHAP 名（CHAP Name）]
フィールド

イニシエータの Challenge Handshake Authentication Protocol
（CHAP）の名前。

[CHAPシークレット（CHAP
Secret）] フィールド

イニシエータの Challenge Handshake Authentication Protocol
（CHAP）の共有秘密。

ステップ 7 [プライマリ ターゲット（Primary Target）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

IQN 形式のプライマリ ターゲットの名前。

[IPアドレス（IP Address）]
フィールド

ターゲットの IP アドレス。

[TCP ポート（TCP Port）]
フィールド

ターゲットに関連付けられた TCP ポート。

[ブート LUN（Boot LUN）]
フィールド

ターゲットに関連付けられたブート LUN。

[CHAP 名（CHAP Name）]
フィールド

イニシエータの Challenge Handshake Authentication Protocol
（CHAP）の名前。

[CHAPシークレット（CHAP
Secret）] フィールド

イニシエータの Challenge Handshake Authentication Protocol
（CHAP）の共有秘密。

ステップ 8 [セカンダリ ターゲット（Secondary Target）] 領域で、次のフィールドを更新します。
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名前

説明

[名前（Name）] フィールド

IQN 形式のセカンダリ ターゲットの名前。

[IPアドレス（IP Address）]
フィールド

ターゲットの IP アドレス。

[TCP ポート（TCP Port）]
フィールド

ターゲットに関連付けられた TCP ポート。

[ブート LUN（Boot LUN）]
フィールド

ターゲットに関連付けられたブート LUN。

[CHAP 名（CHAP Name）]
フィールド

イニシエータの Challenge Handshake Authentication Protocol
（CHAP）の名前。

[CHAPシークレット（CHAP
Secret）] フィールド

イニシエータの Challenge Handshake Authentication Protocol
（CHAP）の共有秘密。

名前

説明

[ISCSI の設定（Configure
ISCSI）] ボタン

選択された vNIC で iSCSI ブートを設定します。

[ISCSI の構成解除
選択された vNIC から設定を削除します。
（Unconfigure ISCSI）] ボタン
[値のリセット（Reset Values）] vNIC 用の値を、このダイアログボックスを最初に開いたとき
ボタン
に有効になっていた設定に復元します。
[Cancel] ボタン

変更を行わずにダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

vNIC からの iSCSI ブート設定の除去
始める前に
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] ウィンドウの [vNICs] タブをクリックします。
ステップ 3 [vNICs] ウィンドウの [eth0] または [eth1] をクリックします。
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ステップ 4 [イーサネット インターフェイス（Ethernet Interfaces）] 領域で、[iSCSI ブート プロパティ（iSCSI
Boot Properties）] 領域を選択します。
ステップ 5 領域下部にある [ISCSI の構成解除（Unconfigure ISCSI）] ボタンをクリックします。

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、次のいずれかになるリモート サーバに XML ファイルとしてエクスポートで
きます。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
始める前に
リモート サーバの IP アドレスを取得します。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] タブをクリックします。
[全般（General）] タブが表示されます。
ステップ 3 [全般（General）] タブの [アクション（Actions）] 領域で、[エクスポート設定（Export
Configuration）] をクリックします。
[アダプタ設定のエクスポート（Export Adapter Configuration）] ダイアログボックスが開きま
す。
ステップ 4 [アダプタ設定のエクスポート（Export Adapter Configuration）] ダイアログボックスで、次の
フィールドを更新します。
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名前

説明

[エクスポート先（Export
リモート サーバのタイプ。次のいずれかになります。
to）] ドロップダウン リス
• [TFTP サーバ（TFTP Server）]
ト
• FTP サーバ（FTP Server）
• SFTP サーバ（SFTP Server）
• SCP サーバ（SCP Server）
• HTTP サーバ（HTTP Server）
（注）

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、「サーバ
（RSA）キー フィンガープリントは <server_finger_print
_ID> です。続行しますか?（Server (RSA) key fingerprint
is <server_finger_print _ID> Do you wish to continue?）」
というメッセージとともにポップアップ ウィンドウが
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、[はい（Yes）] または [いいえ（No）] 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。

[サーバIP/ホスト名（Server アダプタ設定ファイルのエクスポート先となるサーバの IPv4 ア
IP/Hostname）] フィールド ドレスか IPv6 アドレス、またはホスト名。[エクスポート先
（Export to）] ドロップダウン リストの設定によって、フィール
ド名は異なる場合があります。
[パスおよびファイル名
（Path and Filename）]
フィールド

ファイルをリモート サーバにエクスポートするときに、Cisco
IMC で使用するパスおよびファイル名。

Username

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。このフィールドは、プロトコルが TFTP または HTTP
の場合は適用されません。

Password

リモート サーバのユーザ名のパスワード。このフィールドは、
プロトコルが TFTP または HTTP の場合は適用されません。

ステップ 5 [設定のエクスポート（Export Configuration）] をクリックします。
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アダプタ設定のインポート
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] タブをクリックします。
[全般（General）] タブが表示されます。
ステップ 3 [全般（General）] タブの [アクション（Actions）] 領域で、[インポート設定（Import
Configuration）] をクリックします。
[アダプタ設定のインポート（Import Adapter Configuration）] ダイアログボックスが開きます。
ステップ 4 [アダプタ設定のインポート（Import Adapter Configuration）] ダイアログボックスで、次のフィー
ルドを更新します。
名前

説明

[インポート元（Import
リモート サーバのタイプ。次のいずれかになります。
from）] ドロップダウン リ
• [TFTP サーバ（TFTP Server）]
スト
• FTP サーバ（FTP Server）
• SFTP サーバ（SFTP Server）
• SCP サーバ（SCP Server）
• HTTP サーバ（HTTP Server）
（注）

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、「サーバ
（RSA）キー フィンガープリントは <server_finger_print
_ID> です。続行しますか?（Server (RSA) key fingerprint
is <server_finger_print _ID> Do you wish to continue?）」
というメッセージとともにポップアップ ウィンドウが
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、[はい（Yes）] または [いいえ（No）] 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。

[サーバIP/ホスト名（Server アダプタ設定ファイルが存在するサーバの IPv4 アドレスか IPv6
IP/Hostname）] フィールド アドレス、またはホスト名。[インポート元（Import from）] ド
ロップダウン リストの設定によって、フィールド名は異なる場
合があります。
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名前

説明

[パスおよびファイル名
（Path and Filename）]
フィールド

リモート サーバ上の設定ファイルのパスおよびファイル名。

Username

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。このフィールドは、プロトコルが TFTP または HTTP
の場合は適用されません。

Password

リモート サーバのユーザ名のパスワード。このフィールドは、
プロトコルが TFTP または HTTP の場合は適用されません。

ステップ 5 [設定のインポート（Import Configuration）] をクリックします。
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。

次のタスク
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
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] タブをクリックします。
[全般（General）] タブが表示されます。
ステップ 3 [全般（General）] タブの [アクション（Actions）] 領域で、[デフォルトにリセット（Reset To
Defaults）] をクリックし、[OK] をクリックして確定します。
（注）

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。40 Gbps スイッチを使用している場合にのみ、ポート速度として 40 Gbps を選
択してください。
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アダプタのリセット
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [ネットワーキング（Networking）] メニューを
クリックします。
ステップ 2 [アダプタ カード（Adapter Card）] タブをクリックします。
[全般（General）] タブが表示されます。
ステップ 3 [全般（General）] タブの [アクション（Actions）] 領域で、[リセット（Reset）] をクリックし、
[はい（Yes）] をクリックして確定します。
（注）

アダプタをリセットすると、ホストもリセットされ、再フォーマットが必要になりま
す。
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