
ネットワーク関連の設定

この章は、次の項で構成されています。

•サーバ NICの設定（1ページ）
•共通プロパティの設定（4ページ）
• IPv4の設定（5ページ）
• VLANへの接続（5ページ）
•ポートプロファイルへの接続（6ページ）
•個々の設定の実行（9ページ）
•ネットワークセキュリティの設定（9ページ）
•ネットワークタイムプロトコルの設定（11ページ）

サーバ NICの設定

サーバの NIC

NICモード

NICモード設定は、Cisco IMCに到達できるポートを決定します。プラットフォームに応じて、
次のネットワークモードオプションを使用できます。

• [Dedicated]：Cisco IMCへのアクセスに使用される管理ポート。

• [Cisco Card]：Cisco IMCにアクセスするために使用できるアダプタカードの任意のポー
ト。Ciscoアダプタカードは、ネットワーク通信サービスインターフェイスプロトコル
サポート（NCSI）のあるスロットに取り付ける必要があります。

NIC冗長化

選択した NICモードとプラットフォームに応じて、次の NIC冗長化オプションを使用できま
す。
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• [active-active]：サポートされている場合、設定されているNICモードに関連付けられたす
べてのポートが同時に動作します。この機能により、スループットが増加し、Cisco IMC
への複数のパスが提供されます。

• [active-standby]：設定されている NICモードに関連付けられたポートで障害が発生した場
合、トラフィックは、そのNICモードに関連付けられている他のポートの1つにフェール
オーバーします。

このオプションを選択する場合は、設定されているNICモードに
関連付けられたすべてのポートが同じサブネットに接続され、ど

のポートが使用されてもトラフィックの安全が保証されるように

する必要があります。

（注）

使用できる冗長化モードは、選択されているネットワークモードとプラットフォームによって

異なります。使用できるモードについては、次を参照してください、『Hardware Installation

Guide』（HIG）を参照してください。Cシリーズの HIGは、次の URLにあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod_installation_guides_list.html

サーバ NICの設定
NICモードと NIC冗長化を設定する場合は、サーバの NICを設定します。

始める前に

NICを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Networking]をクリックします。

ステップ 3 [NIC Properties]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

へのアクセスに使用可能なポート。次のいずれかになります。

• [専用（Dedicated）]：へのアクセスに使用される管理ポー
ト。

• [Ciscoカード（Cisco Card）]：へのアクセスに使用でき
るアダプタカード上のポート。Ciscoアダプタカードは、
ネットワーク通信サービスインターフェイスプロトコル

サポート（NCSI）のあるスロットに取り付ける必要があ
ります。

[NICMode]ドロップダウンリ
スト
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説明名前

Cisco IMCネットワークモードを表示します。システム I/O
コントローラ（SIOC1）にあるカードに基づいて、ネットワー
クモードは 1または 2になります。

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。

（注）

[SIOC Slot]

使用可能なNIC冗長オプションは、選択したNICモードおよ
び使用しているサーバのモデルによって異なります。特定の

オプションが表示されない場合、そのオプションは選択され

ているモードまたはサーバモデルでは使用できません。

次のいずれかになります。

• [active-active]：サポートされている場合、設定されてい
る NICモードに関連付けられたすべてのポートが同時に
動作します。この機能により、スループットが増加し、

への複数のパスが提供されます。

• [active-standby]：設定されているNICモードに関連付けら
れたポートで障害が発生した場合、トラフィックは、そ

の NICモードに関連付けられている他のポートの 1つに
フェールオーバーします。

このオプションを選択する場合は、設定されて

いるNICモードに関連付けられたすべてのポー
トが同じサブネットに接続され、どのポートが

使用されてもトラフィックの安全が保証される

ようにする必要があります。

（注）

[NIC Redundancy]ドロップダ
ウンリスト

[NICモード（NICMode）]フィールドで選択されている ネッ
トワークインターフェイスのMACアドレス。

[MAC Address]フィールド

ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。
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共通プロパティの設定

共通プロパティの設定の概要

ホスト名

ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）拡張機能は、ホスト名を
DHCPパケットに追加することによって利用でき、DHCPサーバ側でこれを解釈または表示で
きます。ホスト名は DHCPパケットのオプションフィールドに追加され、最初に DHCPサー
バに送信される DHCP DISCOVERパケットで送信されます。

サーバのデフォルトのホスト名は ucs-c2XXから CXXX-YYYYYYに変更されます（XXXは
サーバのモデル番号で、YYYYYYはシリアル番号です）。この一意のストリングはクライア
ント IDとして機能し、DHCPサーバから にリースされる IPアドレスを追跡してマッピング
するのに役立ちます。サーバのステッカーまたはラベルとしてデフォルトシリアル番号が製造

者から提供され、サーバを識別するのに役立ちます。

共通プロパティの設定

サーバを説明するには、共通プロパティを使用します。

始める前に

共通プロパティを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Networking]をクリックします。

ステップ 3 [Common Properties]領域で、次のプロパティを更新します。

a) [Management Hostname]フィールドに、ホストの名前を入力します。

デフォルトでは、ホスト名はCXXX-YYYYYY形式で表示されます（XXXはサーバのモデ
ル番号、YYYYYYはシリアル番号です）。

また、DHCPが有効である場合、発信される DHCP DISCOVERパケットにも ホ
スト名が含まれます。

（注）

ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。
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IPv4の設定

始める前に

IPv4を設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Networking]をクリックします。

ステップ 3 [IPv4 Properties]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

オンにすると、IPv4がイネーブルになります。[Enable IPv4]チェックボック
ス

オンにすると、は DHCPを使用します。[Use DHCP]チェックボックス

管理 IPアドレス。CMCおよびBMCの管理に役立つ外部仮想
IPアドレス。

[Management IPAddress]フィー
ルド

IPアドレスのサブネットマスク。[Subnet Mask]フィールド

IPアドレスのゲートウェイ。[Gateway]フィールド

オンにすると、は DNSサーバアドレスを DHCPから取得し
ます。

[Obtain DNS Server Addresses
fromDHCP]チェックボックス

プライマリ DNSサーバの IPアドレス。[PreferredDNSServer]フィール
ド

セカンダリ DNSサーバの IPアドレス。[AlternateDNSServer]フィール
ド

ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。

VLANへの接続

始める前に

VLANに接続するには、adminとしてログインしている必要があります。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Networking]をクリックします。

ステップ 3 [VLAN Properties]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

オンにすると、は仮想 LANに接続されます。

VLANまたはポートプロファイルを設定できます
が、両方は使用できません。ポートプロファイルを

使用する場合は、このチェックボックスがオフに

なっていることを確認してください。

（注）

[EnableVLAN]チェックボック
ス

VLAN ID。[VLAN ID]フィールド

VLANでのこのシステムのプライオリティ。[Priority]フィールド

ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。

ポートプロファイルへの接続

始める前に

ポートプロファイルに接続するには、adminとしてログインしている必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Networking]をクリックします。

ステップ 3 [Port Properties]領域で、次のプロパティを更新します。
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説明名前

このオプションを使用して、スイッチのネッ

トワークポート速度とデュプレックス値を設

定したり、システムが自動的にスイッチから

値を入手できるようにすることができます。

このオプションは、[Dedicated]モードでのみ
使用可能です。

•オンにすると、ネットワークポート速度
とデュプレックスの設定はシステムによっ

て無視され、はスイッチに設定された速

度を保持します。

•オフにした場合は、ネットワークポート
速度とデュプレックス値を設定できます。

[自動ネゴシエーション（Auto Negotiation）]
チェックボックス
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7

ネットワーク関連の設定

ポートプロファイルへの接続



説明名前

[Network Port Speed]フィールド

ポートのネットワーク速度。次のいずれかに

なります。

• 10 Mbps

• 100 Mbps

• 1 Gbps

デフォルト値は、100 Mbpsです。[Dedicated]
モードでは、[Auto Negotiation]を無効にする
と、ネットワークの速度とデュプレックス値

を設定できます。

（注） •ポート速度を変更する前に、接
続したスイッチに同じポート速

度があることを確認します。

• 1Gbpsのネットワークポート速
度は、C220とC240M3、および
C22と C24 M3サーバでは使用
できません。

[Duplex]ドロップダウンリスト

管理ポートのデュプレックスモード。

次のいずれかになります。

•半二重

•全二重

デフォルトでは、デュプレックスモードは [フ
ル（Full）]に設定されます。

[Admin Mode]領域

運用ネットワークポート速度とデュプレック

ス値を表示します。

[Auto Negotiation]チェックボックスをオンに
すると、スイッチのネットワークポート速度

とデュプレックスの詳細が表示されます。オ

フにすると、[Admin Mode]で設定したネット
ワークポート速度とデュプレックス値が表示

されます。

[Operation Mode]領域

ネットワーク関連の設定
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ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。

個々の設定の実行

始める前に

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Networking]をクリックします。

ステップ 3 [Individual Settings]領域で、[CMC 1]、[CMC 2]、[BMC 1]、[BMC 2]のそれぞれの領域で次の
フィールドを確認し、更新します。

説明名前

ユーザ定義のホスト名。デフォルトでは、ホスト名は

CXXX-YYYYYY形式で表示されます（XXXはサーバのモデ
ル番号、YYYYYYはシリアル番号です）。

[Hostname]フィールド

コンポーネントのMACアドレス。[MAC Address]フィールド

コンポーネントの IPv4アドレス。[IPv4 Address]フィールド

コンポーネントの IPv6アドレス。[IPv6 Address]フィールド

コンポーネントの IPv6アドレスのリンクローカルアドレス。[Link Local Address]フィール
ド

ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。

次のタスク

ネットワークセキュリティの設定

ネットワークセキュリティ

は、IPブロッキングをネットワークセキュリティとして使用します。IPブロッキングは、サー
バまたはWebサイトと、特定の IPアドレスまたはアドレス範囲との間の接続を防ぎます。IP
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ブロッキングは、これらのコンピュータからWebサイト、メールサーバ、またはその他のイ
ンターネットサーバへの不要な接続を効果的に禁止します。

禁止 IPの設定は、一般的に、サービス拒否（DoS）攻撃から保護するために使用されます。
は、IPブロッキングの失敗回数を設定して、IPアドレスを禁止します。

ネットワークセキュリティの設定

IPブロッキングの失敗回数を設定する場合は、ネットワークセキュリティを設定します。

始める前に

ネットワークセキュリティを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要
があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Networking]ペインで、[Network Security]をクリックします。

ステップ 3 [IP Blocking Properties]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

このチェックボックスをオンにすると、IPブロッキングがイ
ネーブルになります。

[Enable IP Blocking]チェック
ボックス

指定された時間ユーザがロックアウトされる前に、ユーザが

試行できるログインの失敗回数。

この回数のログイン試行失敗は、[IP Blocking Fail Window]
フィールドで指定されている期間内に発生する必要がありま

す。

3～ 10の範囲の整数を入力します。

[IP Blocking Fail Count]フィー
ルド

ユーザをロックアウトするためにログイン試行の失敗が発生

する必要のある期間（秒数）。

60～ 120の範囲の整数を入力します。

[IP Blocking Fail Window]
フィールド

ユーザが指定されている期間内にログイン試行の最大回数を

超えた場合に、ユーザがロックアウトされている秒数。

300～ 900の範囲の整数を入力します。

[IP Blocking Penalty Time]
フィールド

ステップ 4 [Save Changes]をクリックします。
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ネットワークタイムプロトコルの設定

ネットワークタイムプロトコルサービス設定

デフォルトでは、がリセットされると、ホストと時刻が同期されます。NTPサービスを導入
すると、を設定して NTPサーバで時刻を同期することができます。デフォルトでは、NTP
サーバは で動作しません。少なくとも 1台、最大 4台の、NTPサーバまたは時刻源サーバと
して動作するサーバの IP/DNSアドレスを指定し、NTPサービスをイネーブルにして設定する
必要があります。NTPサービスをイネーブルにすると、は設定された NTPサーバと時刻を同
期します。NTPサービスは でのみ変更できます。

NTPサービスをイネーブルにするには、DNSアドレスよりも、サーバの IPアドレスを指定す
ることを推奨します。

（注）

ネットワークタイムプロトコル設定の設定

NTPを設定すると、IPMIの Set SEL timeコマンドはディセーブルになります。

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Admin]メニューで、[Networking]をクリックします。

ステップ 3 [Networking]ペインで、[NTP Setting]をクリックします。

ステップ 4 [NTP Settings]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

NTPサービスをイネーブルにするには、このボックスをオン
にします。

[Enable NTP]

NTPサーバまたはタイムソースサーバとして機能する 4台
のサーバのうちの 1台の IP/DNSアドレス。

[Server 1]

NTPサーバまたはタイムソースサーバとして機能する 4台
のサーバのうちの 1台の IP/DNSアドレス。

[Server 2]

ネットワーク関連の設定

11

ネットワーク関連の設定

ネットワークタイムプロトコルの設定



説明名前

NTPサーバまたはタイムソースサーバとして機能する 4台
のサーバのうちの 1台の IP/DNSアドレス。

[Server 3]

NTPサーバまたはタイムソースサーバとして機能する 4台
のサーバのうちの 1台の IP/DNSアドレス。

[Server 4]

サーバがリモートの NTPサーバと時刻を同期できるかどう
かを示します。次のいずれかになります。

• [synchronized to NTP server (RefID) at stratum 7]：NTPサー
ビスが有効で、複数または個々の IPv4または IPv6ベー
スの NTPサーバが追加される場合。

• [unsynchronized]：NTPサービスが有効で、不明または到
達不能なサーバが追加される場合。

• [NTP service disabled]：NTPサービスが無効な場合。

[Status]メッセージ

ステップ 5 [Save Changes]をクリックします。
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