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

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

表記法

説明テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドラベルなどのGUI要素は、イタリッ
ク体（italic）で示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルなどのメイン

タイトルは、ボールド体（bold）で示しています。

GUI要素

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル
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説明テキストのタイプ

テキストベースのユーザインターフェイスでは、システムによって表

示されるテキストは、courierフォントで示しています。
TUI要素

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

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、ボールド体（this font）で示しています。

CLIコマンド内の変数は、イタリック体（this font）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

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

{x | y | z}

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

[x | y | z]

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

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

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

!、#

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

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

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

ヒント

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

ます。

ワンポイントアドバイス
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「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱

い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。

各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告

を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

Cisco UCSの関連ドキュメント

ドキュメントロードマップ

すべてのBシリーズマニュアルの完全なリストについては、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-docで入手可能な『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

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

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

その他のマニュアルリソース

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

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

ざいましたら、ucs-docfeedback@cisco.comまでご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
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第 1 章

Cisco Unified Computing System の概要

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco Unified Computing Systemについて, 1 ページ

• ユニファイドファブリック, 3 ページ

• IPv6への準拠, 4 ページ

• サーバのアーキテクチャおよび接続性, 6 ページ

• CIMCインバンド管理, 12 ページ

• トラフィック管理, 13 ページ

• オプトイン機能, 20 ページ

• Cisco UCSの仮想化, 22 ページ

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

ティの高いデータセンターを実現します。

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

ブリックをサポートします。

アーキテクチャの単純化

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

クアクセスレイヤのフラグメンテーションが大きく減少します。
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Cisco UCSは、ラック、またはラックのグループでシスコユニファイドファブリックを実装し、
10ギガビットシスコデータセンターイーサネットリンクおよびFibreChanneloverEthernet（FCoE）
リンク経由でイーサネットおよびファイバチャネルプロトコルをサポートします。

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

ハイアベイラビリティ

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

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

拡張性

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

柔軟性

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

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

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

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

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

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

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

ができます。

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

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

サーババーチャライゼーションに向けた最適化

Cisco UCSは、VM-FEXテクノロジーを実装するために最適化されています。このテクノロジー
は、より優れたポリシーベースの設定とセキュリティ、会社の運用モデルとの適合、VMwareの
VMotionへの順応など、サーババーチャライゼーションに対してより優れたサポートを実現しま
す。
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ユニファイドファブリック
ユニファイドファブリックを使用すると、単一のデータセンターイーサネット（DCE）ネット
ワーク上で複数の種類のデータセンタートラフィックを行き来させることができます。さまざま

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ます。

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

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

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

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

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

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

•リンクレベルフロー制御
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•プライオリティフロー制御

リンクレベルフロー制御

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

ルフロー制御では、リンク上のすべてのトラフィックが一時停止します。

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

セーブルです。

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

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

はできません。

プライオリティフロー制御

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

ルのサービスを提供することができます。

PFCは、IEEE802.1pのCoS値に基づき、ポーズを適用するかどうかを判断します。ファブリック
インターコネクトは、PFCをイネーブルにするときに、特定の CoS値を持つパケットにポーズ機
能を適用するように、接続されたアダプタを設定します。

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

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

• IPv4アドレスは、IPv6アドレスよりアドレス空間が小さい。

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

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

•顧客によっては、購入するすべてのネットワーキングソフトウェアが IPv6規格に準拠して
いることが求められる。
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IPv4アドレッシングをサポートしている Cisco UCS Managerの機能はすべて、IPv6もサポートし
ます。

グローバルユニキャスト IPv6パブリックアドレスのみがサポートされます。（注）

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

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

サポートされるサービス

IPv6アドレスをサポートするサービスは次のとおりです。

• HTTPと HTTPS

• SSH

• Telnet

• CIM XML

• SNMP

• Flash policy server

クライアントのサポート

IPv6アドレスをサポートする外部クライアントは次のとおりです。

• NTP

• DNS

• DHCP

• LDAP

• RADIUS

• TACACS+

• SSH

• Syslog

• vCenter

• Call Home

• NFS
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ファブリックインターコネクト

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

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

IPv6 アドレッシングをサポートする設定

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

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

サーバ

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

アクセスの方が高速です。

Cisco UCSM3およびM4サーバのみが IPv6アドレスをサポートしています。Cisco UCSM1お
よびM2サーバでは IPv6アドレッシングはサポートされません。

（注）

サーバのアーキテクチャおよび接続性

サービスプロファイルの概要

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

ポートするために必要な設定を、そのサーバハードウェアに確実に設定することです。
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サービスプロファイルには、サーバハードウェア、インターフェイス、ファブリック接続、およ

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

れ、ファブリックインターコネクト上のデータベースに格納されます。

各サーバは、サービスプロファイルと関連付ける必要があります。

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

重要

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

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

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

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

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

サービスプロファイルによるネットワーク接続

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

すべてのネットワーク設定は、サービスプロファイルを通じて行われます。

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

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

じネットワーク接続がサポートされます。

サービスプロファイルによる設定

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

す。

サービスプロファイルで設定されたハードウェアコンポーネント

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

次のコンポーネントが設定されます。

• BIOSおよび CIMCを含むサーバ

•アダプタ

•ファブリックインターコネクト

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

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

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

•プロファイル名と説明

•一意のサーバ ID（UUID）

• MACアドレスなどの LAN接続属性

• WWNなどの SAN接続属性

サービスプロファイルで設定した操作面

次のように、サービスプロファイルで設定できるサーバ操作機能があります。

•ファームウェアパッケージとバージョン

•オペレーティングシステムブート順序と設定

• IPMIと KVMアクセス

サービスプロファイルによる vNIC 設定

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

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

サービスプロファイルによる vHBA 設定

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

vHBAは FCoE上で通信し、SANトラフィックを処理します。少なくとも、各 vHBAには名前と
ファブリック接続を設定する必要があります。
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サーバ ID を上書きするサービスプロファイル
このタイプのサービスプロファイルにより、柔軟性と制御性が最大化されます。このプロファイ

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

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

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

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

ワークに対して透過的です。新しいサーバの使用を開始するために、ネットワークでコンポーネ

ントやアプリケーションを再設定する必要はありません。

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

利用し、管理できるようになります。

• MACアドレスのプール、WWNアドレス、UUIDなどの仮想 ID情報

•イーサネットおよびファイバチャネルアダプタプロファイルポリシー

•ファームウェアパッケージポリシー

•オペレーティングシステムブート順序ポリシー

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

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

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

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

行制限を選択するかどうかによって決まります。

移行を制限しない場合、Cisco UCS Managerは、既存のサーバプロファイルを移行する前に新
しいサーバに対する互換性チェックを行いません。両方のハードウェアが似ていない場合、関

連付けが失敗することがあります。

（注）

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

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

定のサーバに関連付けられているため、別のサーバへの移動や移行はできません。

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

ん。

このサービスプロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID情報および設定情
報を継承し、適用します。
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• 2つの NICのMACアドレス

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

• BIOSバージョン

•サーバの UUID

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

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

重要

初期テンプレートと既存のテンプレート

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

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

ヒント

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

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

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

スプロファイルを作成します。

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

初期テンプレート

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

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

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

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

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

バインドしてから、再び初期テンプレートにバインドします。

アップデートテンプレート

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

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

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

的にアップデートされます。
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初期テンプレートと標準のサービスプロファイルから作成されたサービスプロファイルは、

[Reset]がクリックされると、順次プール内で使用可能な最小の IDを取得します。

アップデートテンプレートから作成されたサービスプロファイルは、[Reset]がクリックされ
ると、順次プール内のより小さい IDが未使用の場合でも、同じ IDを保持します。

（注）

ポリシー

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

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

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

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

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

ロファイルで使用できます。

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

•サーバおよびその他のコンポーネントを設定する設定ポリシー

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

プール

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

集中管理できるようにするものです。

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

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

サービスプロファイルと使用可能な未設定のサーバを関連付けることができます。

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

MACアドレス、UUID、WWNを設定できます。

ドメインプール

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

[Global Pools]は、Cisco UCS Centralで定義され、Cisco UCSドメイン間で共有できます。Cisco
UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されている場合は、Cisco UCS Managerで [Global Pools]
を割り当てることができます。

CIMC インバンド管理
マルチテナント、パブリックまたはプライベートサービスプロバイダークラウド展開において

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

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

管理ポートで CPUの帯域幅に影響を及ぼす可能性があります。

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

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

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

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

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

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

さらに、最大 4つのインバンド管理インターフェイスアドレスを設定できます。

•物理サーバに割り当てられたインバンド IPv4アドレス

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

•物理サーバに割り当てられたインバンド IPv6アドレス

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

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

CIMCインバンドアクセスは次のサービスをサポートします。

• KVMコンソール
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• SoL用の CIMCへの SSH

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

CiscoUCSM3およびM4サーバのみがインバンドCIMCアクセスをサポートしています。Cisco
UCS M1およびM2サーバ用のインバンド CIMCアクセスはサポートされません。

（注）

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

サービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレートでインバンドネットワーク

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

インバンド CIMCアドレスを Cisco UCS M3およびM4サーバに割り当てるには、インバンドプ
ロファイルでネットワークおよび IPプール名を設定します。

インバンド管理サポート

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

• KVM

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

• SoLへの SSH

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

トラフィック管理

オーバーサブスクリプション

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

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

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

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

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

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

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

合に、オーバーサブスクリプションが発生します。

オーバーサブスクリプションにおける検討事項

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

アップリンクポートに対するサーバに面したポートの比率

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

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

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

れるトラフィックの量もパフォーマンスに影響を与えます。

ファブリックインターコネクトからネットワークへのアップリンクポートの数

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

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

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

拡張スロットに存在できます。

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

ベースモジュールと拡張モジュールの両方で設定可能です。

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

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

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

使用を検討する必要があります。
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I/O モジュールからファブリックインターコネクトへのアップリンクポートの数

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

サーバからファブリックインターコネクトへのアクティブリンクの数

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

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

オーバーサブスクリプションの概算に関するガイドライン

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

場合は、次のガイドラインを考慮してください。

コスト/パフォーマンススライダ

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

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

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

ります。たとえば、データセンターでコストよりもパフォーマンスを重視する場合は、オーバー

サブスクリプションを最小限に抑えることができます。しかし、ほとんどのデータセンターでは、

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

要があります。

Bandwidth Usage

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

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

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

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

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

ん。

ピン接続

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

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

制御により、アップリンクポートの帯域幅の利用がさらに最適化されます。

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

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

ピン接続に関するガイドライン

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

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

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

ポートにピン接続してください。

QoS
Cisco UCSは、Quality of Serviceを実装するために、次の方法を提供しています。

•システム全体にわたって、特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定を指定する
ためのシステムクラス

•個々の vNICにシステムクラスを割り当てる QoSポリシー

•アップリンクイーサネットポートによるポーズフレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー

QoSシステムクラスに加えられたグローバルQoSの変更によって、すべてのトラフィックにデー
タプレーンでの中断が短時間発生する可能性があります。このような変更の例を次に示します。

•有効になっているクラスのMTUサイズの変更
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•有効になっているクラスのパケットドロップの変更

•有効になっているクラスの CoS値の変更

Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnectでの Quality of Service に関するガイドラインおよび制限
事項

• Cisco UCS 6300シリーズ Fabric Interconnectはすべてのシステムクラスに共有バッファを使
用します。

•マルチキャスト最適化はサポートされません。

•あるクラスの QoSパラメータを変更すると、すべてのクラスのトラフィックが中断されま
す。次の表は、QoSシステムクラスの変更およびシステムの再起動が引き起こされる条件を
示しています。

FI の再起動ステータス状態QoS システムクラスのステー
タス

○ドロップとドロップなしを切

り替えた場合

イネーブル

○イネーブルとディセーブルを

切り替えた場合

ドロップなし

○MTUサイズを変更した場合イネーブルかつドロップなし

• QoSシステムクラスでの変更の結果として、最初に従属 FIが再起動します。プライマリ FI
は、[Pending Activities]で確認された後にのみ再起動します。

Cisco UCS Miniでの Quality of Service に関するガイドラインおよび制限事項

• Cisco UCS Miniはすべてのシステムクラスに共有バッファを使用します。

• Bronzeクラスは SPANとバッファを共有します。SPANまたは Bronzeクラスを使用すること
を推奨します。

•マルチキャスト最適化はサポートされません。

•あるクラスの QoSパラメータを変更すると、すべてのクラスのトラフィックが中断されま
す。

•イーサネットトラフィックと FCまたは FCoEトラフィックが混在している場合は、帯域が
均等に配分されません。

•同じクラスからの複数のトラフィックストリームが均等に分配されないことがあります。

• FCまたはFCoEのパフォーマンス問題を回避するために、すべての破棄なしポリシーに同じ
CoS値を使用してください。
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• Platinumクラスと Goldクラスのみが破棄なしポリシーをサポートしています。

システムクラス

Cisco UCSは、DCE（Data Center Ethernet）を使用して、Cisco UCSドメイン内のすべてのトラ
フィックを処理します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネットの帯

域幅が 8つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラフィック用に 2つの仮想
レーンが予約されています。それ以外の 6つの仮想レーンの Quality of Service（QoS）を設定でき
ます。Cisco UCSドメイン全体にわたり、これら 6つの仮想レーンで DCE帯域幅がどのように割
り当てられるかは、システムクラスによって決定されます。

各システムクラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約します。

これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されます。た

とえば、ファイバチャネルプライオリティシステムクラスを設定して、FCoEトラフィックに割
り当てられる DCE帯域幅の割合を決定することができます。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。

表 1：システムクラス

説明システムクラス

サービスプロファイルの QoSポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィックレー

ンを 1つ管理します。

これらのシステムクラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポ

リシーを割り当てるために使用できます。

CiscoUCSMiniの場合、パケットのドロップはプラチナクラスとゴー
ルドクラスでのみディセーブルにできます。1つのPlatinumクラスと
1つの Goldクラスのみを no-dropクラスとして同時に設定できます。

Platinum

Gold

Silver

Bronze

ベーシックイーサネットトラフィックのために予約されたレーンに

対する QoSを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要

に応じて、データパケットのドロップを許可するドロップポリシー

があります。このシステムクラスをディセーブルにはできません。

ベストエフォート
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説明システムクラス

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Serviceを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー

タパケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ

リシーがあります。このシステムクラスをディセーブルにはできませ

ん。

FCoEトラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約されたQoSシステムクラスがあります。他
のタイプのトラフィックに FCoEで使用される CoS値があ
る場合、その値は 0にリマークされます。

（注）

ファイバチャネル

Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQualityOfService
が決定されます。一部のアダプタでは、発信トラフィックでバーストやレートなど追加の制御を

指定することもできます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

フロー制御ポリシー

フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCSドメイン
のアップリンクイーサネットポートが IEEE 802.3xポーズフレームを送信および受信するかどう
かを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送信

側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。

LANポートとアップリンクイーサネットポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり

ます。Cisco UCSでは、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。

送信機能をイネーブルにした場合、受信パケットレートが高くなりすぎたときに、アップリンク

イーサネットポートはネットワークポートにポーズ要求を送信します。ポーズは数ミリ秒有効に

なった後、通常のレベルにリセットされます。受信機能をイネーブルにした場合、アップリンク

イーサネットポートは、ネットワークポートからのポーズ要求すべてに従います。ネットワーク

ポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポートで

停止します。

ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると同時に、ポーズ

フレームやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応も変わります。
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オプトイン機能
各 Cisco UCSドメインは、すべての機能を使用する許可を得ています。システムの設定方法に応
じて、既存の環境への統合を簡単にするために、一部の機能をオプトインするか、これらをオプ

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

更して、オプトイン機能の 1つまたは両方を加えることができます。

オプトイン機能は次のとおりです。

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

が含まれています。

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

ステートレスコンピューティング

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

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

サーバの固有情報を構成する要素は次のとおりです。

•ファームウェアバージョン

• UUID（サーバの識別に使用される）

• MACアドレス（LAN接続に使用される）

•ワールドワイド名（SAN接続に使用される）

•ブート設定

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

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

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

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

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

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

ションデータの保存には使用しないでください。
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Cisco UCSドメインのすべての物理サーバに対して、ステートレスコンピューティングを完全実
装することもできますし、ステートレスサーバを使用しないことをもできます。また、これら 2
種類を混在させることも可能です。

ステーレスコンピューティングをオプトインする場合

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

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

きます。

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

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

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

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

ステートレスコンピューティングからオプトアウトする場合

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

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

マルチテナント機能

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

理インフラストラクチャを設けなくても各組織を論理的に分離できます。

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

ます。これらのリソースには、各種のポリシー、プール、および Quality of Service定義などがあ
ります。また、すべてのユーザがすべての組織にアクセスできるようにする必要がない場合は、

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

きます。

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

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

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

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

にFinanceとHRという組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HRは Finance組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。しかし、Financeと HRは両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。
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マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に次のうち 1つ
以上をセットアップすることもできます。

•リソースプール

•ポリシー

•サービスプロファイル

•サービスプロファイルテンプレート

マルチテナント機能を選択する場合

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

織があげられます。

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

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

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

きます。

マルチテナント機能を選択しない場合

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

Cisco UCSの仮想化

バーチャライゼーションの概要

仮想化により、同一の物理マシン上で隣り合いながら分離して実行する複数の仮想マシン（VM）
を作成できます。

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

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

ウェア一式を認識します。

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

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

途切れることのない作業負荷を集約します。
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仮想ハードウェアは、多数のサーバ（それぞれのサーバは独立した仮想マシン内で実行する）を

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

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

ことです。

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

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

す。

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

ネットワークインターフェイスカードと統合ネットワークアダプタ

を使用したバーチャライゼーション

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

仮想マシンのポータビリティ

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

同一サーバ上の仮想マシン間の通信

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

要があります。

システムでネイティブな VMwareドライバを使用する場合、仮想スイッチはネットワーク管理者
のドメインには参加せず、どのネットワークポリシーの制約も受けません。結果として、たとえ
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ば、ネットワークのQoSポリシーは、仮想スイッチを通ってVM1からVM2に流れるどのデータ
パケットにも適用されません。

Nexus 1000などの別の仮想スイッチがシステムに含まれている場合、その仮想スイッチは、ネッ
トワーク管理者がそのスイッチ上で設定したネットワークポリシーに従います。

仮想インターフェイスカードアダプタでのバーチャライゼーション

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

VICアダプタに使用される vNICsには、静的と動的の 2つのタイプがあります。静的な vNICは、
OSまたはハイパーバイザから認識されるデバイスです。動的な vNICは、VMをファブリックイ
ンターコネクトの vEthポートに接続するための VM-FEXに使用されます。

VICアダプタは、VM-FEXをサポートし、仮想マシンインターフェイスとの間の、トラフィック
のハードウェアベースのスイッチング機能を提供します。
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第 2 章

Cisco UCS Manager の概要

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCS Managerの概要, 25 ページ

• Cisco UCS Managerで実行可能なタスク, 27 ページ

• Cisco UCS Managerで実行できないタスク, 28 ページ

• ハイアベイラビリティ環境の Cisco UCS Manager, 29 ページ

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

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

モニタしたりすることができます。

複数の管理インターフェイス

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

• Cisco UCS Manager GUI

• Cisco UCS Manager CLI

• XML API

• KVM

• IPMI

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

インターフェイスで実行されたタスクの結果は、他のタスクにも自動的に表示されます。
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ただし、次の操作はできません。

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

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

• Cisco UCS Manager GUIから CLI出力を生成する。

集中管理

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

•ファブリックインターコネクト。

•仮想サーバ用ソフトウェアスイッチ。

•シャーシおよびサーバにおける電源および環境管理。

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

•サーバに対するファームウェアおよび BIOS設定。

仮想サーバおよび物理サーバのサポート

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

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

の柔軟性とサポートを提供することができます。

ロールベース管理とマルチテナント機能のサポート

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

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

す。

•サーバ関連設定を制御できるサーバアドミニストレータロール

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

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

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

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

Cisco UCSハードウェア管理

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

•シャーシ

•サーバ

•ファブリックインターコネクト

• Fans

•ポート

•インターフェイスカード

• I/Oモジュール

Cisco UCSリソース管理

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

•サーバ

• WWNアドレス

• MACアドレス

• UUID

•帯域幅

サーバ管理

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

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

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

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

•障害、アラーム、および機器のステータスのモニタ

ネットワーク管理

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

•アップリンクポート、ポートチャネル、および LAN PINグループの設定

• VLANの作成

• Quality Of Serviceクラスおよび定義の設定

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

ストレージ管理

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

•ポート、ポートチャネル、および SAN PINグループの設定

• VSANの作成

• Quality Of Serviceクラスおよび定義の設定

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

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

システムを超えた管理はできない

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

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

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

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

行することはできません。
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• Windowsや Linuxなどの OSの展開

• OSやアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開

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

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

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

• SANや NASストレージ上の外部ストレージの設定または管理

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

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

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

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

確実に行われるようになります。
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第 3 章

Cisco UCS Manager CLI の概要

この章は、次の項で構成されています。

• 管理対象オブジェクト, 31 ページ

• コマンドモード, 32 ページ

• オブジェクトコマンド, 33 ページ

• コマンドの実行, 35 ページ

• コマンド履歴, 35 ページ

• 保留コマンドのコミット、廃棄、および表示, 35 ページ

• CLIに関するオンラインヘルプ, 36 ページ

• CLIセッション制限, 36 ページ

• Webセッション制限, 36 ページ

• ログイン前バナー, 37 ページ

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

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

よびポリシーは、管理対象オブジェクトとして表現される論理エンティティです。

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

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

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

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

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

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

とのみ可能です。

（注）

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

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

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

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

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

動する必要がある場合には、非常に便利な機能です。

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

に関連付けられている CLIプロンプトを示します。

表 2：主要なコマンドモードとプロンプト

モードプロンプトアクセスに使用するコマンドモード名

#任意のモードから topコマンドEXEC

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

アダプタ

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

chassis

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

イーサネットサーバ

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

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

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

ファブリックインターコネク

ト

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

ファイバチャネルアップリン

ク

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

ファームウェア

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

ホストイーサネットインター

フェイス

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

ホストファイバチャネルイン

ターフェイス

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

モニタリング

/org #EXECモードから scope orgコ
マンド

組織

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

security

/server #EXECモードから scope server
コマンド

サーバ

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

サービスプロファイル

/system #EXECモードから scope system
コマンド

system

/vhba #EXECモードから scope vhbaコ
マンド

仮想 HBA

/vnic #EXECモードから scope vnicコ
マンド

仮想 NIC

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

• delete object

• enter object

• scope object

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

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

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

動作はオブジェクトが存在するかどうかによって異なります。

表 3：オブジェクトが存在しない場合のコマンドの動作

動作コマンド

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ

ンフィギュレーションモードが開始されます。

create object

エラーメッセージが生成されます。delete object

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ

ンフィギュレーションモードが開始されます。

enter object

エラーメッセージが生成されます。scope object

表 4：オブジェクトが存在する場合のコマンドの動作

動作コマンド

エラーメッセージが生成されます。create object

オブジェクトが削除されます。delete object

該当する場合、オブジェクトのコンフィギュレー

ションモードが開始されます。

enter object

オブジェクトのコンフィギュレーションモード

が開始されます。

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

コマンド履歴
CLIでは、現在のセッションで使用したすべてのコマンドが保存されます。↑キーまたは↓キーを
使用すると、これまでに使用したコマンドを1つずつ表示できます。↑キーを押すと履歴内の直前
のコマンドが、↓キーを押すと履歴内の次のコマンドが表示されます。履歴の最後に到達すると、
下矢印キーを押しても次のコマンドが表示されなくなります。

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

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

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

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

複数のコマンドモードで保留中の変更を積み重ね、単一の commit-bufferコマンドによりまとめ
て適用できます。任意のコマンドモードで show configuration pendingコマンドを入力すると、保
留中のコマンドが表示されます。

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

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

で報告されます。

（注）

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

次に、プロンプトがコマンドエントリのプロセス中に変わる例を示します。

switch-1# scope chassis 1
switch-1 /chassis # enable locator-led
switch-1 /chassis* # show configuration pending
scope chassis 1
+ enable locator-led
exit
switch-1 /chassis* # commit-buffer
switch-1 /chassis #
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CLI に関するオンラインヘルプ
いつでも ?文字を入力して、コマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションを表示すること
ができます。

プロンプトに何も入力しなかった場合、?と入力すると、現在のモードで使用できるコマンドがす
べて表示されます。コマンドの一部を入力した後に ?と入力すると、コマンド構文の現在位置で
使用できるキーワードと引数がすべて表示されます。

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

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

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

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

システムサービスWebセッション制限
モードを開始します。

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

ステップ 3   

システム内のすべてのユーザに許可される

HTTPおよび HTTPSの同時セッションの
最大数。

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

ステップ 4   

1～ 256の整数を入力します。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

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

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

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

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

ログイン前バナーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

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

ステップ 3   

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

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

ステップ 4   

前に、ユーザに対してこのメッセージを表示し

ます。を指定します。

このフィールドには、標準のASCII文字を入力
できます。

ログイン前バナーメッセージのテキストを入力

するためのダイアログを開始します。

入力内容の次の行に、「ENDOFBUF」と入力し
て終了します。

プロンプトで、ログイン前バ

ナーメッセージを入力し、Enter
キーを押します。

ステップ 5   

[setmessage]ダイアログをキャンセルするには、
Ctrl+Cキーを押します。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

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

ステップ 6   

次の例は、ログイン前バナーを作成します。

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

ログイン前バナーの変更

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

ログイン前バナーのバナーセキュリティモード

を開始します。

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

ステップ 3   

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

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

ステップ 4   

前に、ユーザに対してこのメッセージを表示し

ます。を指定します。

このフィールドには、標準の ASCII文字を入力
できます。

ログイン前バナーメッセージのテキストを入力

するためのダイアログを開始します。

入力内容の次の行に、「ENDOFBUF」と入力し
て終了します。

プロンプトで、ログイン前バ

ナーメッセージを変更し、Enter
キーを押します。

ステップ 5   

[setmessage]ダイアログをキャンセルするには、
Ctrl+Cキーを押します。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

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

ステップ 6   

次に、ログイン前バナーを変更する例を示します。

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

ログイン前バナーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

バナーセキュリティモードを開始しま

す。

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

システムからログイン前バナーを削除し

ます。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security/banner #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ログイン前バナーを削除する例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope banner
UCS-A /security/banner # delete pre-login-banner
UCS-A /security/banner* # commit-buffer
UCS-A /security/banner #
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第 4 章

ファブリックインターコネクトの設定

この章は、次の項で構成されています。

• 初期設定, 41 ページ

• スタンドアロン設定用の初期システムセットアップの実行, 43 ページ

• クラスタ設定の初期システムセットアップ, 46 ページ

• スタンドアロンファブリックインターコネクトに対するクラスタ設定のイネーブル化, 52
ページ

• システム名の変更, 53 ページ

• クラスタの管理サブネットの変更, 54 ページ

• クラスタの管理プレフィックスの変更, 55 ページ

• ファブリックインターコネクトの情報ポリシーの設定, 56 ページ

• ファブリックの退避, 60 ページ

• イーサネットスイッチングモード, 65 ページ

• イーサネットスイッチングモードの設定, 67 ページ

• ファイバチャネルスイッチングモード, 68 ページ

• ファイバチャネルスイッチングモードの設定, 69 ページ

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

•インストール方法（GUIまたは CLI）

•セットアップモード（フルシステムバックアップからの復元または初期セットアップ）
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•システム設定タイプ（スタンドアロンまたはクラスタ設定）

•システム名

• adminパスワード

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

•デフォルトのゲートウェイの IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

• DNSサーバの IPv4または IPv6アドレス

•デフォルトのドメイン名

セットアップモード

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

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

プファイルが、管理ネットワークから到達可能な場所に存在する必要があります。

システム設定タイプ

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

使用するように設定することもできます。

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

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

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

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

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

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

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

要なこともあります。

（注）

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

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

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

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

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

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

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

•ファブリックインターコネクト Aの管理ポートの IPアドレス

•ファブリックインターコネクト Bの管理ポートの IPアドレス

•クラスタの IPアドレス

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

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

（注）

スタンドアロン設定用の初期システムセットアップの実

行

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトにおける次の物理接続を確認します。

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

•管理イーサネットポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。
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詳細については、お使いのファブリックインターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。

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

ルポートパラメータが次のとおりであることを確認します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。

•システム名

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

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

•デフォルトゲートウェイ IPv4アドレスまたは IPv6アドレス。

• DNSサーバの IPv4または IPv6アドレス（任意）。

•システムのドメイン名（任意）。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を入れます。

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

す。リリースを確認するために DHCPクライアントが実行されます。

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

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

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

ステップ 5 初期設定の続行を確定するために、yを入力します。

ステップ 6 adminアカウントのパスワードを入力します。
ステップ 7 確認のために、adminアカウントのパスワードを再入力します。
ステップ 8 スタンドアロン設定用の初期設定を続行するために、noを入力します。

ステップ 9 システム名を入力します。

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

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

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

ゲートウェイの IPv4または IPv6アドレスを求められます。

ステップ 12 次のいずれかを入力します。

• IPv4 address of the default gateway

•デフォルトゲートウェイの IPv6アドレス

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

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

必要があります。

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

ステップ 16 （任意） デフォルトドメイン名を入力します。

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

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

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

ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enterを押します。

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

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

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

Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Physical Switch Mgmt0 IP Address=192.168.10.10
Physical Switch Mgmt0 IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.10.1
DNS Server=20.10.20.10
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Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

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

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

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

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

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

クラスタ設定の初期システムセットアップ

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

します。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトにおける次の物理接続を確認します。

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

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

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

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

詳細については、お使いのファブリックインターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。
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2 コンソールポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソールサーバ）でコンソー

ルポートパラメータが次のとおりであることを確認します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。

•システム名。

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

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

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

•デフォルトゲートウェイ IPv4アドレスまたは IPv6アドレス。

• DNSサーバの IPv4または IPv6アドレス（任意）。

•システムのドメイン名（任意）。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を入れます。
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ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま

す。リリースを確認するために DHCPクライアントが実行されます。

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

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

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

ステップ 5 初期設定の続行を確定するために、yを入力します。

ステップ 6 adminアカウントのパスワードを入力します。
ステップ 7 確認のために、adminアカウントのパスワードを再入力します。
ステップ 8 クラスタ設定の初期設定を続行するために yesを入力します。

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

ステップ 10 システム名を入力します。

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

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

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

ゲートウェイの IPv4または IPv6アドレスを求められます。

ステップ 13 次のいずれかを入力します。

• IPv4 address of the default gateway

•デフォルトゲートウェイの IPv6アドレス

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

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

必要があります。

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

ステップ 17 （任意） デフォルトドメイン名を入力します。

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

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

ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enterを押します。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトにおける次の物理接続を確認します。
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•第 2のファブリックインターコネクトのコンソールポートが、コンピュータ端末または
コンソールサーバに物理的に接続されている。

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

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

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

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

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

ルポートパラメータが次のとおりであることを確認します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。

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

は空にできません。

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

4

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を入れます。

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

す。リリースを確認するために DHCPクライアントが実行されます。

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

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

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

ることを確認します。

（注）

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

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

ステップ 6 従属ファブリックインターコネクト上の管理ポートの IPアドレスを入力します。
ステップ 7 設定の要約を確認し、yesと入力して設定を保存および適用するか、noと入力して設定ウィザー

ドを再びやり直し、設定を一部変更します。

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

ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enterを押します。

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

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

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

Enter the installation method (console/gui)? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect. This Fabric interconnect
will be added to the cluster. Continue (y/n) ? y
Enter the admin password of the peer Fabric Interconnect: adminpassword%958
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv6 Address: 2001::107
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

ファブリックインターコネクトへのアウトオブバンド IPv4 アドレスの
追加

すべてのファブリックインターコネクトでは、OOB IPv4アドレス、ネットワークマスク、およ
びゲートウェイが必要です。この手順では、スタティック IPv6アドレスで設定されたファブリッ
クインターコネクトに OOB IPv4アドレスを設定する方法について説明します。

はじめる前に

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

目的コマンドまたはアクション

ファブリック Aのファブリックコンフィギュ
レーションモードを開始します。

UCS-A # scope fabric interconnect
a

ステップ 1   

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

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

ステップ 2   

システムは変更がコミットされると、コンソー

ルセッションの変更が切断される可能性を警告

します。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A/fabric-interconnect #
commit-buffer

ステップ 3   

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

スタンドアロンファブリックインターコネクトに対する

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

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

ステップ 2   

イネーブルにします。このコマンドを入力すると、ク

ラスタ動作をイネーブルにすることを確認するプロン

プトが表示されます。確認のために yesと入力しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

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

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

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

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

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

次の作業

クラスタに第 2のファブリックインターコネクトを追加します。

システム名の変更

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

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

次の例は、システム名を変更し、トランザクションをコミットします。

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

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

•ファブリックインターコネクト Aの管理ポートの IPアドレス

•ファブリックインターコネクト Bの管理ポートの IPアドレス

•クラスタ IP（仮想 IP）アドレス

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリック Aのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

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

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

ウェイ IPアドレスを設定します。

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

ステップ 2   

ファブリック Bのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

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

ステップ 3   

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

IPアドレスを設定します。

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

ステップ 4   

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

ステップ 5   

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

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

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

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

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

クラスタの管理プレフィックスの変更
クラスタ設定の IPv6管理プレフィックスを変更する場合は、次の 3つの IPv6アドレスを同時に
変更する必要があります。3つのアドレスは同一ネットワークプレフィックス内に設定する必要
があります。

•ファブリックインターコネクト Aの管理ポートの IPv6アドレス

•ファブリックインターコネクト Bの管理ポートの IPv6アドレス

•クラスタ IPv6（仮想 IPv6）アドレス

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリック Aのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

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

ファブリック Aの IPv6コンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A fabric-interconnect # scope
ipv6-config

ステップ 2   

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

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

ステップ 3   

ファブリック Bのファブリックインター
コネクトモードを開始します。

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

ステップ 4   

ファブリック Bの IPv6コンフィギュレー
ションモードを開始します。

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

ステップ 5   

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

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

ステップ 6   

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

ステップ 7   

クラスタの仮想 IPv6アドレスを設定しま
す。

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

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 9   
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トランザクションをコミットすると、管理セッションから切断されます。新しい管理 IPv6アドレ
スに再接続します。

次の例では、両方の管理 IPv6アドレスを変更し、仮想 IPv6アドレスを変更し、トランザクショ
ンをコミットします。

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

ファブリックインターコネクトの情報ポリシーの設定
Cisco UCSサーバに接続されているアップリンクスイッチを表示する情報ポリシーを設定する必
要があります。

ファブリックインターコネクトの SAN、LANおよび LLDPネイバーを表示するには、ファブ
リックインターコネクトの情報ポリシーを有効にする必要があります。

重要

ファブリックインターコネクトの情報ポリシーの有効化

デフォルトでは、ファブリックインターコネクトで情報ポリシーは無効に設定されています。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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

情報ポリシー状態を開始します。UCS-A /system # scope info-policyステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

情報ポリシーが有効になっているか、無効

になっているかを表示します。

UCS-A/system/info-policy # showステップ 3   

ファブリックインターコネクトで情報ポリ

シーを有効化できるかどうかを判別します。

UCS-A/system/info-policy # enableステップ 4   

ファブリックインターコネクトで情報ポリ

シーを有効化します。

UCS-A/system/info-policy* #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、ファブリックインターコネクトで情報ポリシーを有効にする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope info-policy
UCS-A/system/info-policy # show
Info Policy:
State: Disabled
UCS-A/system/info-policy # enable
UCS-A/system/info-policy* # commit-buffer
UCS-A/system/info-policy #

ファブリックインターコネクトの情報ポリシーの無効化

手順

目的コマンドまたはアクション

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

情報ポリシー状態を開始します。UCS-A /system # scope info-policyステップ 2   

（任意）

情報ポリシーが有効になっているか、無効

になっているかを表示します。

UCS-A/system/info-policy # showステップ 3   

ファブリックインターコネクトで情報ポリ

シーを無効化できるかどうかを判別します。

UCS-A/system/info-policy #disableステップ 4   

ファブリックインターコネクトで情報ポリ

シーを無効にします。

UCS-A/system/info-policy* #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、ファブリックインターコネクトで情報ポリシーを無効にする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope info-policy
UCS-A/system/info-policy # show
Info Policy:
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State: Enabled
UCS-A/system/info-policy # disable
UCS-A/system/info-policy* # commit-buffer
UCS-A/system/info-policy #

ファブリックインターコネクトの情報ポリシーの表示

ファブリックインターコネクトの情報ポリシーの状態を表示できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

情報ポリシー状態を開始します。UCS-A /system # scope info-policyステップ 2   

情報ポリシーが有効になっているか、無

効になっているかを表示します。

UCS-A/system/info-policy # showステップ 3   

次に、ファブリックインターコネクトで情報ポリシーの状態を表示する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope info-policy
UCS-A/system/info-policy # show
Info Policy:
State: Enabled

ファブリックインターコネクトの LAN ネイバーの表示
LANネイバーを表示するにはファブリックインターコネクトで情報ポリシー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

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックインターコネクトモードを開

始します。

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

ステップ 1   

ファブリックインターコネクトの LANネイ
バーを表示します。

UCS-A/fabric-interconnect # show
lan-neighbors

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクトの LANネイバーを表示する例を示します。
UCS-A # scope fabric-interconnect a
UCS-Afabric-interconnect # show lan-neighbors
Info Policy:Enabled
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Lan Neighbors:
Local Interface: Ethernet1/2
Device Id: bgl-samc02-B(SSI140305YK)
IPv4 Address: 10.105.214.105
FI Port DN: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-2

ファブリックインターコネクトの SAN ネイバーの表示
SANネイバーを表示するにはファブリックインターコネクトで情報ポリシー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

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックインターコネクトモードを開

始します。

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

ステップ 1   

ファブリックインターコネクトの SANネイ
バーを表示します。

UCS-A/fabric-interconnect # show
san-neighbors

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクトの SANネイバーを表示する例を示します。
UCS-A # scope fabric-interconnect a
UCS-A/fabric-interconnect # show san-neighbors
Info Policy: Enabled
San neighbors:
Local Interface: fc2/1
Port VSAN: 100
Fabric Mgmt Addr: 10.65.124.252
Fabric pwwn: 20:02:00:05:9b:22:ad:C0
Fabric nwwn: 20:64:00:05:9b:22:ad:C1
My pwwn: 20:41:00:0d:ec:ee:dd:00
My nwwn: 20:64:00:0d:ec:ee:dd:01
FI Port DN: sys/switch-A/slot-2/switch-fc/port-1

ファブリックインターコネクトの LLDP ネイバーの表示
LLDPネイバーを表示するにはファブリックインターコネクトで情報ポリシーを有効にする必要
があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックインターコネクトモードを開

始します。

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

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトの LLDPネ
イバーを表示します。

UCS-A/fabric-interconnect # show
lldp-neighbors

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクトの LLDPネイバーを表示する方法を示します。
UCS-A # scope fabric-interconnect a
UCS-A/fabric-interconnect # show lldp-neighbors
Info Policy: Enabled

Lldp Neighbors:

Local Interface: Eth1/5
Chassis Id: 000d.ecff.5e90
Remote Interface: Eth1/9
Remote Port Description: Ethernet1/9
System Name: bgl-samc02-B
System Description: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support:
http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc
System Capabilities: B
Enabled Capabilities: B
Native VLAN: 1
IPv4 Mgmt Address: 10.105.214.105
FI Port DN: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-5

ファブリックの退避
Cisco UCS Manager 2.2(4)ではファブリックの退避が導入されています。これは、システムをアッ
プグレードしている間、IOMまたは FEXを介して接続されているサーバからファブリックイン
ターコネクトを通過していくすべてのトラフィックを退避させる機能です。

システムのセカンダリファブリックインターコネクトをアップグレードすると、ファブリック

インターコネクト上でアクティブであるトラフィックは中断されます。このトラフィックは、プ

ライマリファブリックインターコネクトにフェールオーバーします。アップグレードプロセス

中にファブリックを退避させるには、次の手順を実行します。

1 ファブリックインターコネクトを通過するアクティブなすべてのトラフィックを停止します。

2 フェールオーバーが設定されている vNICの場合は、Cisco UCS Managerまたは vCenterなどの
ツールを使用してトラフィックがフェールオーバーしたことを確認します。

3 セカンダリファブリックインターコネクトをアップグレードします。

4 停止したすべてのトラフィックフローを再開します。

5 クラスタリードをセカンダリファブリックインターコネクトに変更します。

6 ステップ 1～ 4を繰り返し、他のファブリックインターコネクトをアップグレードします。
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ファブリックの退避は、次でのみサポートされます。（注）

•手動インストール

•クラスタ構成

ファブリックインターコネクトのトラフィックの停止

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクトのファブ

リックインターコネクトモードを開始します。

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

ステップ 1   

指定したファブリックインターコネクトを通過す

るアクティブなすべてのトラフィックを停止しま

す。

UCS-A /fabric-interconnect #
stop server traffic [force]

ステップ 2   

ファブリックインターコネクトのトラフィックを

その現在の待避状態に関係なく待避させるには、

forceオプションを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例では、ファブリックインターコネクトBを通過するアクティブなすべてのトラフィックを
停止する方法を示します。

UCS-A# scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect # stop server traffic
Warning: Enabling fabric evacuation will stop all traffic through this Fabric Interconnect
from servers attached through IOM/FEX. The traffic will fail over to the Primary Fabric
Interconnect for fail over vnics.
UCS-A /fabric-interconnect # commit-buffer
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ファブリックインターコネクトの退避ステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックインターコネクトモードを開始

します。

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

ステップ 1   

指定されたファブリックインターコネクトに

関する詳細を表示します。

UCS-A /fabric-interconnect # show
detail

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクトの詳細なステータスを表示する例を示します。

Admin Evacuationと Oper Evacuationはファブリックインターコネクトの退避ステータスを示
します。

（注）

UCS-A /fabric-interconnect # show detail

Fabric Interconnect:
ID: B
Product Name: Cisco UCS 6248UP
PID: UCS-FI-6248UP
VID: V01
Vendor: Cisco Systems, Inc.
Serial (SN): SSI171400HG
HW Revision: 0
Total Memory (MB): 16165
OOB IP Addr: 10.193.32.172
OOB Gateway: 10.193.32.1
OOB Netmask: 255.255.255.0
OOB IPv6 Address: ::
OOB IPv6 Gateway: ::
Prefix: 64
Operability: Operable
Thermal Status: Ok
Admin Evacuation: On
Oper Evacuation: On
Current Task 1:
Current Task 2:
Current Task 3:
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IOM の退避ステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを
開始します。

UCS-A /chassis # scope iom iom-idステップ 2   

指定した IOMに関する詳細を表示しま
す。

UCS-A /chassis/iom # show detailステップ 3   

次に、IOMの詳細なステータスを表示する例を示します。

Oper Evacuationは IOMの退避動作状態を表示します。（注）

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom 1
UCS-A /chassis/iom # show detail

IOM:
ID: 1
Side: Left
Fabric ID: A
User Label:
Overall Status: Fabric Conn Problem
Oper qualifier: Server Port Problem
Operability: Operable
Presence: Equipped
Thermal Status: OK
Discovery: Online
Config State: Ok
Peer Comm Status: Connected
Product Name: Cisco UCS 2204XP
PID: UCS-IOM-2204XP
VID: V02
Part Number: 73-14488-02
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH1718J9FT
HW Revision: 0
Mfg Date: 2013-05-12T00:00:00.000
Controller Subject: Iocard
Fabric Port Aggregation Capability: Port Channel
Oper Evacuation: On
Current Task 1:
Current Task 2:
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ファブリックの退避の確認

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたサーバに関連付けられたサービス

プロファイル用のネットワーク回路情報を表

示します。

UCS-A# show service-profile circuit
server server-id

ステップ 1   

次の例は、ファブリック退避前の VIFパスを示しています。

（注） •ファブリックインターコネクトAのVIFは、トラフィックがファブリックインターコネ
クトによって最初にアクティブであることを示します。

•ファブリックインターコネクト Bの VIFは、退避前にパッシブです。

UCS-A# show service-profile circuit server 1/6
Service Profile: test1
Server: 1/6

Fabric ID: A
Path ID: 1
VIF vNIC Link State Oper State Prot State Prot Role Admin

Pin Oper Pin Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ----------

---------- ---------
692 eth0 Up Active Active Primary 0/0

1/15 Ether
Fabric ID: B

Path ID: 1
VIF vNIC Link State Oper State Prot State Prot Role Admin

Pin Oper Pin Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ----------

---------- ---------
693 eth0 Up Active Passive Backup 0/0

1/15 Ether
UCS-A#

次の例は、ファブリックインターコネクト A退避後の VIFパスを示しています。

（注） •フェールオーバー後、ファブリックインターコネクト Aの VIF状態はエラーになりま
す。

•ファブリックインターコネクト Bの VIFがアクティブとして引き継ぎます。

UCS-A# show service-profile circuit server 1/6
Service Profile: test1
Server: 1/6
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Fabric ID: A
Path ID: 1
VIF vNIC Link State Oper State Prot State Prot Role Admin

Pin Oper Pin Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ----------

---------- ---------
692 eth0 Error Error Active Primary 0/0

0/0 Ether
Fabric ID: B

Path ID: 1
VIF vNIC Link State Oper State Prot State Prot Role Admin

Pin Oper Pin Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ----------

---------- ---------
693 eth0 Up Active Passive Backup 0/0

1/15 Ether
UCS-A#

ファブリックインターコネクトのトラフィックの再開

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックインターコネクトモードを開

始します。

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

ステップ 1   

指定したファブリックインターコネクトを通

過するトラフィックを再開します。

UCS-A /fabric-interconnect # start
server traffic

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例では、ファブリックインターコネクトBを通過するトラフィックを再開する方法を示しま
す。

UCS-A# scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect # start server traffic
Warning: Resetting fabric evacuation will cause server traffic that failed over to the
Primary Fabric Interconnect to fail back to this Fabric Interconnect.
UCS-A /fabric-interconnect # commit-buffer

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

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

コネクトは、次のイーサネットスイッチングモードのいずれかで動作します。
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エンドホストモード

エンドホストモードでは、ファブリックインターコネクトが、vNICを介して接続されているす
べてのサーバ（ホスト）に代わって、ネットワークに対するエンドホストとして動作できます。

この動作は、vNICをアップリンクポートにピン接続することにより実現されます（動的なピン
接続または固定のピン接続のいずれか）。これにより、ネットワークに対して冗長性が提供され、

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

ンドホストモードの場合、ファブリックインターコネクトでスパニングツリープロトコル（STP）
は実行されません。しかし、ループは、アップリンクポートがトラフィックを相互に転送するの

を拒否すること、および同時に複数のアップリンクポート上に存在する出力サーバトラフィック

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

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

ます。

•レイヤ 2集約のためのレイヤ 2スイッチング

• Virtual Switching System（VSS）集約レイヤ

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

（注）

Switch Mode

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

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

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

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

•レイヤ 3集約

•ボックス内の VLAN

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

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

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

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

（注）
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イーサネットスイッチングモードの設定

イーサネットスイッチングモードを変更すると、Cisco UCSManagerにより自動的にログアウ
トとファブリックインターコネクトの再起動が実行されます。クラスタ設定では、Cisco UCS
Managerにより両方のファブリックインターコネクトが再起動されます。スイッチングモー
ドを変更した結果として、従属ファブリックインターコネクトが初めて再起動されます。プ

ライマリファブリックインターコネクトは、[Pending Activities]で確認された後にのみ再起動
します。プライマリファブリックインターコネクトでイーサネットスイッチングモードの変

更が完了し、システムで使用できるようになるまでには数分間かかります。既存の設定は保持

されます。

ファブリックインターコネクトが再起動すると、すべてのブレードサーバがLANおよびSAN
接続を失い、ブレード上のすべてのサーバが完全に停止します。これにより、オペレーティン

グシステムで障害が発生する場合があります。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したスイッチングモードにファブリックイ

ンターコネクトを設定します。

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

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

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

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

ミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set mode end-host
Warning: When committed, this change will cause the switch to reboot
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #
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ファイバチャネルスイッチングモード
ファイバチャネルスイッチングモードは、サーバとストレージデバイス間のスイッチング装置

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

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

エンドホストモード

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

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

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

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

ることでループを回避します。

エンドホストモードはNポート仮想化（NPV）モードと同義です。このモードは、デフォルトの
ファイバチャネルスイッチングモードです。

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

（注）

Switch Mode

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

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

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

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

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

（注）

Cisco MDS 9000 ファミリのファイバチャネルスイッチングモジュールを使用したスイッチモード
の Cisco UCS ファブリックインターコネクト

スイッチモードで Cisco MDS 9000ファミリ FCスイッチングモジュールと Cisco UCSファブリッ
クインターコネクト間にポートチャネルを作成する場合は、次の順序に従います。
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1 MDS側にポートチャネルを作成します。

2 ポートチャネルのメンバーポートを追加します。

3 ファブリックインターコネクト側にポートチャネルを作成します。

4 ポートチャネルのメンバーポートを追加します。

最初にファブリックインターコネクト側でポートチャネルを作成すると、ポートは中断状態にな

ります。

Cisco UCSファブリックインターコネクトがスイッチモードになっている場合、ポートチャネル
モードは ONモードに限られ、Activeではありません。ただし、ファブリックインターコネクト
のピアの wwn情報を取得するには、ポートチャネルを Activeモードにする必要があります。

ファイバチャネルスイッチングモードの設定

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

約 10～ 15分のダウンタイムがシステム全体で発生します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したスイッチングモードにファブリックイン

ターコネクトを設定します。

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

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fc-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

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

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

コミットする方法を示します。

UCS-A # scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # set mode end-host
UCS-A /fc-uplink* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #
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第 5 章

ポートおよびポートチャネルの設定

この章は、次の項で構成されています。

• 6100シリーズファブリックインターコネクト上のサーバポートとアップリンクポート, 72
ページ

• ファブリックインターコネクトのユニファイドポート, 73 ページ

• 物理ポートとバックプレーンポート, 83 ページ

• サーバポート, 87 ページ

• アップリンクイーサネットポート, 88 ページ

• アプライアンスポート, 90 ページ

• FCoEアップリンクポート, 96 ページ

• ユニファイドストレージポート, 99 ページ

• ユニファイドアップリンクポート, 100 ページ

• FCoEおよびファイバチャネルストレージポート, 102 ページ

• アップリンクイーサネットポートチャネル, 104 ページ

• アプライアンスポートチャネル, 107 ページ

• ファイバチャネルポートチャネル, 112 ページ

• FCoEポートチャネル数, 118 ページ

• ユニファイドアップリンクポートチャネル, 120 ページ

• イベント検出とアクション, 122 ページ

• アダプタポートチャネル, 127 ページ

• ファブリックポートチャネル, 128 ページ
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6100 シリーズファブリックインターコネクト上のサーバ
ポートとアップリンクポート

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

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

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

ネルポートを追加したりできます。

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

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

断されることがあります。ポートの設定後に、そのポートを無効にできます。

（注）

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

Cisco UCS 6100シリーズ Fabric Interconnectのポートは統合されません。ユニファイドポート
の詳細については、「ファブリックインターコネクトのユニファイドポート」を参照してく

ださい。

（注）

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

サーバポート

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

データトラフィックを処理します。

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

バポートは含まれません。
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アップリンクイーサネットポート

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

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

イーサネットトラフィックは、これらのポートのいずれかにピン接続されます。

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

う設定できます。

•アップリンク

• FCoE

•アプライアンス

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

アップリンクファイバチャネルポート

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

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

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

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

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

ジュールには、アップリンクファイバチャネルポートは含まれません。

ファブリックインターコネクトのユニファイドポート
ユニファイドポートは、イーサネットまたはファイバチャネルトラフィックを伝送するように

設定できるファブリックインターコネクトのポートです。これらのポートは予約されていませ

ん。設定するまでは、Cisco UCSドメインでこれらのポートを使用できません。

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

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

断されることがあります。ポートの設定後に、そのポートを無効にできます。

（注）

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

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

バチャネルトラフィックを転送するかどうかを決定します。ポートモードは Cisco UCS Manager
で設定します。ただし、ファブリックインターコネクトは自動的にポートモードを検出しませ

ん。

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

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

ポートタイプ

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

デフォルトでは、イーサネットポートモードに変更されたユニファイドポートはイーサネット

アップリンクポートタイプに設定されます。ファイバチャネルポートモードに変更された統合

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

ポートを設定解除することはできません。

ポートタイプ変更時のリブートは不要です。

イーサネットポートモード

イーサネットにポートモードを設定するときは、次のポートタイプを設定できます。

•サーバポート

•イーサネットアップリンクポート

•イーサネットポートチャネルメンバ

• FCoEポート

•アプライアンスポート

•アプライアンスポートチャネルメンバ

• SPAN宛先ポート

• SPAN送信元ポート

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

（注）

ファイバチャネルポートモード

ファイバチャネルにポートモードを設定するときは、次のポートタイプを設定できます。

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

•ファイバチャネルストレージポート

• FCoEアップリンクポート

• SPAN送信元ポート

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

（注）

ユニファイドポートのビーコン LED
6200シリーズファブリックインターコネクトの各ポートには、対応するビーコン LEDがありま
す。[Beacon LED]プロパティが設定されている場合は、ビーコン LEDが点灯し、特定のポート
モードに設定されているポートが示されます。

[Beacon LED]プロパティは、特定のポートモード（イーサネットまたはファイバチャネル）にグ
ループ化されているポートを示すように設定できます。デフォルトでは、ビーコン LEDプロパ
ティは Offに設定されます。

拡張モジュールのユニファイドポートの場合、[Beacon LED]プロパティは、拡張モジュール
の再起動時にデフォルト値の [Off]にリセットされます。

（注）

ユニファイドポートの設定に関するガイドライン

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

ハードウェアおよびソフトウェアの要件

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

ユニファイドポートは 6100シリーズファブリックインターコネクトではサポートされません。
それらが Cisco UCS Managerバージョン 2.0を実行している場合でも同様です。

ポートモードの配置

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

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

•イーサネットポートはブロックにグループ化する必要があります。各モジュールについて
（固定または拡張）、イーサネットポートブロックは最初のポートから開始し、偶数ポー

トで終了する必要があります。

•ファイバチャネルポートはブロックにグループ化する必要があります。各モジュールにつ
いて（固定または拡張）、ファイバチャネルポートブロック内の最初のポートは最後のイー

サネットポートの後に続き、モジュール内の残りのポートを含むよう拡張する必要がありま

す。ファイバチャネルポートだけを含む設定では、ファイバチャネルブロックは、固定ま

たは拡張モジュールの 1番目のポートから開始する必要があります。

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

有効な設定例：イーサネットポートモードに設定された固定モジュールにユニファイドポート

1～ 16を含み、ファイバチャネルポートモードにポート 17～ 32を含む。拡張モジュールでは、
ポート 1～ 4をイーサネットポートモードに設定し、ポート 5～ 16をファイバチャネルモード
に設定できます。このポート割り当ては各個別モジュールの規則に準拠しているため、ポートタ

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

ん。

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

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

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

クイーサネットポートチャネルメンバも含まれます。

（注）

UCS Manager CLI ユーザ向けの特別な考慮事項

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

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

イスを作成してから、システム設定に変更をコミットをすることを推奨します。

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

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

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

トに関する注意およびガイドライン

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

うべき注意事項とガイドラインです。

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

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

（注）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ブルの場合にのみライセンスが解放されます。

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

ポートモードの変更のデータトラフィックへの影響

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

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

チャネルアップリンクポートチャネルを形成します。

ヒント

ポートモード変更の拡張モジュールへの影響

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

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

ポートモード変更のクラスタ設定の固定モジュールへの影響

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

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

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

します。

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

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

がリブートする約 8分間中断されます。

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

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

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

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

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

する約 8分間中断されます。

FC リンクの再調整
FCアップリンクは、FCポートチャネルが使用されると自動的に調整されます。FCポートチャ
ネルを作成するには、ファイバチャネルポートチャネルの設定, （113ページ）を参照してくだ
さい。

ポートチャネルのメンバーでない FCアップリンク（個別の ISL）では、ロードバランシングは
FCアップリンクのバランシングアルゴリズムに基づいて行われます。FCアップリンクのトラン
キングが無効の際に、ホストまたはサービスプロファイルの vHBAが使用可能な FCアップリン
クを選択するには、アップリンクと vHBAが同一の VSANに属している必要があります。

アルゴリズムは、vHBAごとに、次の順序で FCアップリンクを探します。

1 現在アップリンクにバインドされている vHBAの数に基づき、使用が最も少ない FCアップリ
ンク。

2 FCアップリンクが均等にバランシングされている場合は、ラウンドロビンを使用します。

このプロセスを他のすべての vHBAについても行います。アルゴリズムは、pre-FIP、FIPアダプ
タと FLOGI数などのその他のパラメータも考慮します。6 FLOGIに満たない場合、使用が最も少
ないコンポーネントは表示されないことがあります。

ポート設定や他のアップリンクの状態の変更後、FCアップリンクを通過するトラフィックのバラ
ンスが崩れた場合、各アダプタの vHBAをリセットし、ロードバランシングアルゴリズムに FC
アップリンクの現在の状態を評価させることでトラフィックを再度バランシングできます。

ポートモードの設定

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

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

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

なるためです。

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

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

ルオーバーし、データトラフィックは中断されません。

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

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

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

手順

目的コマンドまたはアクション

次のいずれかのポートタイプの指定されたポートタイ

プモードを開始します。

UCS-A# scope port-type-modeステップ 1   

eth-server

サーバポート設定用。

eth-storage

イーサネットストレージポートおよびイーサネッ

トストレージポートチャネルの設定用。

eth-traffic-mon

イーサネット SPANポート設定用。

eth-uplink

イーサネットアップリンクポート設定用。

fc-storage

ファイバチャネルストレージポート設定用。

fc-traffic-mon

ファイバチャネル SPANポート設定用。

fc-uplink

ファイバチャネルアップリンクポートおよびファ

イバチャネルアップリンクポートチャネルの設

定用。

指定したファブリックの指定されたポートタイプモー

ドを開始します。

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたポートタイプのインターフェイスを作成し

ます。

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

ステップ 3   

ポートタイプをイーサネットポートモードからファイ

バチャネルポートモードに、またはその逆に変更する

と、次の警告が表示されます。

Warning: This operation will change the port mode

(from Ethernet to FC or vice-versa).When committed,

this change will require the module to restart.

イーサネットおよびファイバチャネルポートを固定ま

たは拡張モジュールに配置する方法を規定する、いくつ

イーサネットまたはファイ

バチャネルポートブロック

ステップ 4   

かの制約事項があります。他の制約事項の範囲内で、2に属する他のポートの新し

つのグループのポートを変更する必要があります。「ユいインターフェイスを作成

します。 ニファイドポートの設定に関するガイドライン」セク

ションに概説されている制約事項のいずれかに違反する

と、エラーが発生します。

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

ステップ 5   

ポートモードを設定したモジュールに基づいて、Cisco UCSドメインのデータトラフィックは次
のように中断されます。

•固定モジュール：ファブリックインターコネクトがリブートします。そのファブリックイ
ンターコネクトを経由するすべてのデータトラフィックが中断されます。ハイアベイラビ

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

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

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

フィックが完全に失われます。

固定モジュールがリブートうるまで約 8分かかります。

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

拡張モジュールがリブートするまでに約 1分かかります。

次の例では、スロット 1のポート 3と 4をイーサネットポートモードのイーサネットアップリ
ンクポートからファイバチャネルポートモードのアップリンクファイバチャネルポートに変

更します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create interface 1 3
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Warning: This operation will change the port mode (from Ethernet to FC or vice-versa).
When committed, this change will require the fixed module to restart.
UCS-A /fc-uplink/fabric/interface* # up
UCS-A /fc-uplink/fabric* #create interface 1 4
Warning: This operation will change the port mode (from Ethernet to FC or vice-versa).
When committed, this change will require the fixed module to restart.
UCS-A /fc-uplink/fabric/interface* #commit-buffer

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

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

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

ステップ 1   

指定された固定または拡張モジュールのカード

モードを開始します。

UCS-A /fabric # scope card
slot-id

ステップ 2   

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

ステップ 3   

点灯ビーコン LEDライトが表すポートモードを
指定します。

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

ステップ 4   

eth

イーサネットモードで設定されたユニファ

イドポートすべてが点滅します。

fc

ファイバチャネルモードで設定されたユニ

ファイドポートすべてが点滅します。

off

モジュール上のすべてのポートのビーコン

LEDライトが消えます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

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

ステップ 5   

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

させ、トランザクションをコミットします。

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

物理ポートとバックプレーンポート

ASIC から取得した物理ポートの統計情報の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトのNX-OS
モードを開始します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect
nxos {a | b}

ステップ 1   

ASICから取得した物理ポートの統計情
報を表示します。

UCS-A(nxos)# show interface ethernet
slot/port

ステップ 2   

次の例は、ASICから取得した物理ポートの統計情報を表示する方法を示しています。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show interface ethernet 1/11

Ethernet1/11 is up
Dedicated Interface
Hardware: 40000 Ethernet, address: a46c.2ae3.0e1a (bia a46c.2ae3.0e1a)
Description: S: Server
MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA
Port mode is fex-fabric
full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G
Beacon is turned off
Input flow-control is off, output flow-control is off
Rate mode is dedicated
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100
Last link flapped 01:25:42
Last clearing of "show interface" counters never
2 interface resets
30 seconds input rate 22664 bits/sec, 2833 bytes/sec, 3 packets/sec
30 seconds output rate 9512 bits/sec, 1189 bytes/sec, 1189 bytes/sec, 4 packets/sec
Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
input rate 33.80 Kbps, 5 pps; output rate 1.23 Mbps, 71 pps

RX
126057 unicast packets 1744 multicast packets 12877 broadcast packets
140693 input packets 28702696 bytes
3351 jumbo packets 0 storm suppression bytes
0 runts 0 giants 0 CRC 0 no buffer
0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
0 input with dribble 184 input discard
0 Rx pause

TX
919778 unicast packets 6991 multicast packets 29 broadcast packets
926798 output packets 1237109219 bytes
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794275 jumbo packets
0 output errors 0 collision 0 deferred 0 late collision
0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard
0 Tx pause

Errors on Peer port (NIF):
RX
8300 toolong frames 8400 undersize frames 8500 fragment frames
8600 crcErr_not_stomped frames 8700 crcErr_stomped frames 8800 inRangeErr frames

TX
8200 frames_with_error

BCM の物理ポートに対応するファブリックインターコネクトの物理
ポートの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトのNX-OS
モードを開始します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos
{a | b}

ステップ 1   

BCMの物理ポートに対応するファブリッ
クインターコネクトの物理ポートを表示

します。

UCS-A(nxos)# show hardware internal
bcm-usd info port-info | grep
interface_slot_id

ステップ 2   

次の例は、BCMの物理ポートに対応するファブリックインターコネクトの物理ポートの表示方
法を示しています。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show hardware internal bcm-usd info port-info | grep Eth 1/11

Eth1/11 0x1a00a000 41 xe-40 57 CR4 sw 4044 0 uta 2240 0 fd dis blk dis dis
ena 40G 40G up
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バックプレーンポートのステータス確認

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトの NX-OS
モードを開始します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect
nxos {a | b}

ステップ 1   

バックプレーンポートの速度やステータスな

どを含むインターフェイスの設定を表示しま

す。

UCS-A(nxos)# show interface brステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクト Aのバックプレーンポートのステータスを確認する例を
示します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show interface br

--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/2 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Br-Eth1/3/1 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Br-Eth1/3/2 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Br-Eth1/3/3 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Br-Eth1/3/4 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/4 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Br-Eth1/5/1 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/5/2 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/5/3 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/5/4 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Eth1/6 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/7 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/8 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/9 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/10 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/11 1 eth fabric up none 40G(D) --
Eth1/12 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/13 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/14 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/15 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/16 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/17 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/18 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/19 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/20 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Br-Eth1/21/1 1 eth trunk up none 10G(D) --
Br-Eth1/21/2 1 eth trunk up none 10G(D) --
Br-Eth1/21/3 1 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/21/4 1 eth trunk up none 10G(D) --
Eth1/22 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/23 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/24 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/25 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/26 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
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Eth1/27 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/28 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/29 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/30 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/31 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/32 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --

--------------------------------------------------------------------------------
Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------------
Po1285 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1286 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1287 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1288 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1289 1 eth vntag up none a-10G(D) none

--------------------------------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
--------------------------------------------------------------------------------
mgmt0 -- down 10.197.157.252 -- 1500

--------------------------------------------------------------------------------
Vethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed
--------------------------------------------------------------------------------
Veth691 4047 virt trunk down nonParticipating auto
Veth692 4047 virt trunk up none auto
Veth693 1 virt trunk down nonParticipating auto
Veth695 1 virt trunk up none auto
Veth699 1 virt trunk up none auto

-------------------------------------------------------------------------------
Interface Secondary VLAN(Type) Status Reason
-------------------------------------------------------------------------------
Vlan1 -- down Administratively down

--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1/1 1 eth vntag up none 10G(D) 1286
Eth1/1/2 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/3 1 eth vntag up none 10G(D) 1286
Eth1/1/4 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/5 1 eth vntag up none 10G(D) 1287
Eth1/1/6 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/7 1 eth vntag up none 10G(D) 1287
Eth1/1/8 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/9 1 eth vntag up none 10G(D) 1289
Eth1/1/10 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/11 1 eth vntag up none 10G(D) 1289
Eth1/1/12 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/13 1 eth vntag up none 10G(D) 1285
Eth1/1/14 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/15 1 eth vntag up none 10G(D) 1285
Eth1/1/16 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/17 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/18 1 eth vntag up none 10G(D) 1288
Eth1/1/19 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/20 1 eth vntag up none 10G(D) 1288
Eth1/1/21 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/22 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/23 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/24 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/25 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/26 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/27 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/28 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/29 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/30 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/31 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/32 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/33 4044 eth trunk up none 1000(D) --
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サーバポート

サーバポートの設定

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

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次の例で、ファブリックBのスロット 1にあるイーサネットサーバポート 4のインターフェイス
を作成し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric b
UCS-A /eth-server/fabric # create interface 1 4
UCS-A /eth-server/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric #

サーバポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットサーバポートのイン

ターフェイスを削除します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

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

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

アップリンクイーサネットポート

アップリンクイーサネットポートの設定

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定されたファブリックのイーサネットアップリ

ンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
fabrica | b}

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポートのイ

ンターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

（任意）

指定されたイーサネットアップリンクポートの速

度を設定します。

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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

最初の 8ポートだけ、40ポートファブ
リックインターコネクトのうち最初の

16ポートだけに設定できます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

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

ステップ 5   

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

アップリンクイーサネットポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のインターフェイスを削除します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

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

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

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

新しいアプライアンス VLANを作成すると、IEEE VLAN IDは LANクラウドに追加されませ
ん。したがって、新しい VLANに設定されたアプライアンスポートは、ピン接続エラーによ
り、デフォルトで停止したままなります。これらのアプライアンスポートを起動するには、

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

（注）

Cisco UCS Managerは、ファブリックインターコネクトごとに最大 4つのアプライアンスポート
をサポートします。

アプライアンスポートの設定

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

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレージモードを

開始します。

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

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのインターフェイスを作

成します。

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

ステップ 3   

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるかを指

定します。デフォルトで、モードはトランクに設定されま

す。

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

アプリケーションポートでアップリンクポート

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

のサーバでも使用される場合や、プライマリファ

ブリックインターコネクトのストレージコント

ローラに障害が発生したときにトラフィックがセ

カンダリファブリックインターコネクトに確実

にフェールオーバーされるようにする必要がある

場合は、トラフィックでアップリンクポートをト

ラバースする必要があります。

（注）

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリックと

ポートチャネルへのアプライアンスピンターゲットを指

定します。

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

ステップ 5   

（任意）

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

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

ステップ 6   

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

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

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

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

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

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

• [Best Effort]：このプライオリティを使用しないでくだ
さい。ベーシックイーサネットトラフィックレーン

のために予約されています。このプライオリティを

QoSポリシーに割り当て、別のシステムクラスをCoS
0に設定する場合、CiscoUCSManagerはこのシステム
クラスのデフォルトには戻りません。そのトラフィッ
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目的コマンドまたはアクショ

ン

クの CoS 0でプライオリティがデフォルトに戻りま
す。

（任意）

インターフェイスの管理速度を指定します。デフォルトで

は、管理速度は 10gbpsに設定されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set adminspeed {10gbps
| 1 gbps}

ステップ 7   

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

ステップ 8   

次の例は、ファブリック Bのスロット 3のアプライアンスポート 2にインターフェイスを作成
し、ポートモードを accessに設定し、アプライアンスポートを pingroup1と呼ばれるピングルー
プにピン接続し、QoSクラスを fcに設定し、管理速度を 10 Gbpsに設定し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric # create interface 3 2
UCS-A /eth-storage/fabric* # set portmode access
UCS-A /eth-storage/fabric* # set pingroupname pingroup1
UCS-A /eth-storage/fabric* # set prio fc
UCS-A /eth-storage/fabric* # set adminspeed 10gbps
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

次の作業

アプライアンスポートのターゲットMACアドレスまたは VLANを割り当てます。

アプライアンスポートまたはアプライアンスポートチャネルへの宛

先 MAC アドレスの割り当て
次の手順は、アプライアンスポートに宛先MACアドレスを割り当てます。アプライアンスポー
トチャネルに宛先MACアドレスを割り当てるには、インターフェイスではなくポートチャネル
にスコープを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

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

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したインターフェイスのイーサネットイ

ンターフェイスモードを開始します。

アプライアンスポートチャネルに

宛先MACアドレスを割り当てるに
は、scope port-channelコマンドを
scope interfaceの代わりに使用しま
す。

（注）

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
interface slot-id port-id

ステップ 3   

指定されたMACアドレスターゲットの名前
を指定します。

UCS-A /eth-storage/fabric/interface
# create eth-target eth-target name

ステップ 4   

MACアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn形式で指定
します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface/eth-target
# set mac-address mac-address

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Bスロット 2のポート 3のアプライアンスデバイスに宛先MACアドレ
スを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage* # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope interface 2 3
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # create eth-target macname
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # set mac-address 01:23:45:67:89:ab
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

次の例は、ファブリック Bのポートチャネル 13のアプライアンスデバイスに宛先MACアドレ
スを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage* # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # create eth-target macname
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set mac-address 01:23:45:67:89:ab
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

アプライアンスポートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

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

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットストレージ
VLANモードを開始します。

UCS-A/eth-storage# create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

変更を保存します。UCS-A/eth-storage/vlan# set sharing
primary

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A/eth-storage/vlan# commit
buffer

ステップ 4   

ネームド VLANを作成して、VLAN名と
VLAN IDを指定し、イーサネットストレー
ジ VLANモードを開始します。

UCS-A/eth-storage# create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 5   

作成しているセカンダリ VLANにプライマ
リ VLANを関連付けます。

UCS-A/eth-storage/vlan# set sharing
community

ステップ 6   

このセカンダリ VLANに関連付けられてい
るプライマリ VLANを指定します。

UCS-A/eth-storage/vlan# set
pubnwname primary vlan-name

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A/eth-storage/vlan# commit
buffer

ステップ 8   

次の例では、アプライアンスポートを作成します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A/eth-storage# create vlan PRI600 600
UCS-A/eth-storage/vlan* # set sharing primary
UCS-A/eth-storage/vlan* # commit-buffer
UCS-A/eth-storage # create vlan COM602 602
UCS-A/eth-storage/vlan* # set sharing isolated
UCS-A/eth-storage/vlan* # set pubnwname PRI600
UCS-A/eth-storage/vlan* # commit-buffer

コミュニティ VLAN へのアプライアンスポートのマッピング

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

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

指定したイーサネットストレージファブリッ

クインターコネクトのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

UCS-A/eth-storage# scope fabric {a|b}ステップ 2   

指定されたイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

インターフェイスを終了します。UCS-A/eth-storage/fabric/interface#
exit

ステップ 4   

VLANとの関連付けの後、トラン
ザクションをコミットすることを

確認します。

（注）

ファブリックを終了します。UCS-A/eth-storage/fabric# exitステップ 5   

指定された VLANを入力します。UCS-A/eth-storage# scope vlan
vlan-name

ステップ 6   

コミュニティ VLANがアプライア
ンスのクラウドで作成されている

ことを確認します。

（注）

指定したファブリックのメンバポートを作

成し、スロット番号、およびポート番号を割

り当て、メンバポートの設定を開始します。

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

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A/eth-storage/vlan/member-port#
commit

ステップ 8   

次の例では、コミュニティ VLANにアプライアンスポートをマッピングします。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A/eth-storage# scope fabric a
UCS-A/eth-storage/fabric# create interface 1 22
UCS-A/eth-storage/fabric/interface*# exit
UCS-A/eth-storage/fabric*# exit
UCS-A/eth-storage*# scope vlan COM602
UCS-A/eth-storage/vlan*# create member-port a 1 22
UCS-A/eth-storage/vlan/member-port* commit
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アプライアンスポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始し

ます。

UCS-A # scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットス

トレージモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したアプライアンスポートのインター

フェイスを削除します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Bのスロット 2のアプライアンスポート 3を設定解除し、トランザクション
をコミットする例を示します。

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

FCoE アップリンクポート
FCoEアップリンクポートは、FCoEトラフィックの伝送に使用される、ファブリックインターコ
ネクトとアップストリームイーサネットスイッチ間の物理イーサネットインターフェイスです。

このサポートにより、同じ物理イーサネットポートで、イーサネットトラフィックとファイバ

チャネルトラフィックの両方を伝送できます。

FCoEアップリンクポートはファイバチャネルトラフィック用のFCoEプロトコルを使用してアッ
プストリームイーサネットスイッチに接続します。これにより、ファイバチャネルトラフィッ

クとイーサネットトラフィックの両方が同じ物理イーサネットリンクに流れることができます。

FCoEアップリンクとユニファイドアップリンクは、ユニファイドファブリックをディストリ
ビューションレイヤスイッチまで拡張することによりマルチホップ FCoE機能を有効にしま
す。

（注）

次のいずれかと同じイーサネットポートを設定できます。
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• FCoEアップリンクポート：ファイバチャネルトラフィック専用のFCoEアップリンクポー
トとして。

•アップリンクポート：イーサネットトラフィック専用のイーサネットポートとして。

•ユニファイドアップリンクポート：イーサネットとファイバチャネル両方のトラフィック
を伝送するユニファイドアップリンクポートとして。

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

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

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a | b}ステップ 2   

指定した FCoEアップリンクポートのイ
ンターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoeinterface slot-numberport-number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 8で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoeinterface 1 8
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #
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FCoE アップリンクポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アッ
プリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a | b}ステップ 2   

指定したインターフェイスを削除しま

す。

UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
fcoeinterface slot-numberport-number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

以下に、ファブリック Aのスロット 8のポート 1上の FCoEアップリンクインターフェイスを削
除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete fcoeinterface 1 8
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #

FCoE アップリンクポートの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

使用可能なインターフェイスを一覧表示

します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # show
fcoeinterface

ステップ 3   

次に、ファブリック Aで使用可能な FCoEアップリンクインターフェイスを表示する例を示しま
す。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # show fcoeinterface

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
98

ポートおよびポートチャネルの設定

FCoE アップリンクポートの設定解除



FCoE Interface:

Slot Id Port Id Admin State Operational State Operational State Reason Li
c State Grace Prd
---------- ---------- ----------- ----------------- ------------------------- --
------------------ ---------

1 26 Enabled Indeterminate Li
cense Ok 0

Fcoe Member Port:

Port-channel Slot Port Oper State State Reason
------------ ----- ----- --------------- ------------
1 1 10 Sfp Not Present Unknown
1 1 3 Sfp Not Present Unknown
1 1 4 Sfp Not Present Unknown
1 1 6 Sfp Not Present Unknown
1 1 8 Sfp Not Present Unknown
2 1 7 Sfp Not Present Unknown
UCS-A /fc-uplink/fabric #

ユニファイドストレージポート
ユニファイドストレージでは、イーサネットストレージインターフェイスと FCoEストレージ
インターフェイスの両方として同じ物理ポートを設定する必要があります。固定モジュールまた

は拡張モジュールのユニファイドストレージポートとして、任意のアプライアンスポートまた

は FCoEストレージポートを設定できます。ユニファイドストレージポートを設定するには、
ファブリックインターコネクトをファイバチャネルスイッチングモードにする必要があります。

ユニファイドストレージポートでは、個々の FCoEストレージまたはアプライアンスインター
フェイスをイネーブルまたはディセーブルにできます。

•ユニファイドストレージポートでは、アプライアンスポートにデフォルト以外の VLANが
指定されていない限り、fcoe-storage-native-vlanがユニファイドストレージポートのネイティ
ブ VLANとして割り当てられます。アプライアンスポートにデフォルト以外のネイティブ
VLANがネイティブ VLANとして指定されている場合は、それがユニファイドストレージ
ポートのネイティブ VLANとして割り当てられます。

•アプライアンスインターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理
ポートがイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイドストレージ

でアプライアンスインターフェイスをディセーブルにすると、FCoEストレージが物理ポー
トとともにダウン状態になります（FCoEストレージがイネーブルになっている場合でも同
様です）。

• FCoEストレージインターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する
VFCがイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイドストレージ
ポートでFCoEストレージインターフェイスをディセーブルにした場合、アプライアンスイ
ンターフェイスは正常に動作し続けます。
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ユニファイドストレージポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのイン

ターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/fabric/interface*
# commit buffer

ステップ 4   

FCストレージモードを開始します。UCS-A /eth-storage/fabric/interface*
# scope fc-storage

ステップ 5   

特定のアプライアンスポートに対してイー

サネットストレージモードを開始します。

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

ステップ 6   

アプライアンスポートモードで FCoEスト
レージポートモードを追加し、ユニファイ

ドストレージポートを作成します。

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

ステップ 7   

次の例では、ファブリックAのスロット 3上のアプライアンスポート 2用のインターフェイスを
作成し、同じポートに fcストレージを追加してユニファイドポートに変換し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create interface 3 2
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope fc-storage
UCS-A /fc-storage*# scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # create interface fcoe 3 2
UCS-A /fc-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/fabric*

ユニファイドアップリンクポート
同じ物理イーサネットポート上にイーサネットアップリンクと FCoEアップリンクを設定した場
合、そのポートはユニファイドアップリンクポートと呼ばれます。FCoEまたはイーサネットイ
ンターフェイスは個別にイネーブルまたはディセーブルにできます。
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• FCoEアップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する VFCがイネーブル
またはディセーブルになります。

•イーサネットアップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理ポート
がイネーブルまたはディセーブルになります。

イーサネットアップリンクをディセーブルにすると、ユニファイドアップリンクを構成している

物理ポートがディセーブルになります。したがって、FCoEアップリンクもダウンします（FCoE
アップリンクがイネーブルになっている場合でも同様です）。しかし、FCoEアップリンクをディ
セーブルにした場合は、VFCだけがダウンします。イーサネットアップリンクがイネーブルであ
れば、FCoEアップリンクは引き続きユニファイドアップリンクポートで正常に動作することが
できます。

ユニファイドアップリンクポートの設定

ユニファイドアップリンクポートを設定するには、ユニファイドポートとして既存の FCoEアッ
プリンクポートを変換します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

ユニファイドポートとして FCoEアップリ
ンクポートを変換します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
interface 15

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次の例では、既存の FCoEポートでユニファイドアップリンクポートを作成します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create interface 1 5
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/interface #
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FCoE およびファイバチャネルストレージポート

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

ストレージモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルストレージ

ポートのインターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-storage/fabric # create
interface {fc | fcoe} slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/fabric
#commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ファブリック Aスロット 2のファイバチャネルストレージポート 10のインターフェ
イスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # create interface fc 2 10
UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer

次の作業

VSANを割り当てます。

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

ストレージモードを開始します。

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファイバチャネルストレージポー

トまたはFCoEストレージポートのインター
フェイスを削除します。

UCS-A /fc-storage/fabric # delete
interface {fc | fcoe} slot-num
port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/fabric
#commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 2のファイバチャネルストレージポート 10を設定解除し、ト
ランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # delete interface fc 2 10
UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer

アップリンクファイバチャネルポートへのファイバチャネルスト

レージポートの復元

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したファイバチャネルアップリンク

ポートのインターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-uplink/fabric
#commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 2でファイバチャネルアップリンクポート 10のインターフェ
イスを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric* # create interface 2 10
UCS-A /fc-uplink/fabric # commit-buffer
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アップリンクイーサネットポートチャネル
アップリンクイーサネットポートチャネルを使用すると、複数の物理アップリンクイーサネッ

トポートをグループ化して（リンク集約）、1つの論理イーサネットリンクを作成し、耐障害性
と高速接続を実現できます。Cisco UCS Managerで、先にポートチャネルを作成してから、その
ポートチャネルにアップリンクイーサネットポートを追加します。1つのポートチャネルには、
最大 16のアップリンクイーサネットポートを追加できます。

設定されたポートの状態は、次のシナリオで未設定に変更されます。重要

•ポートはポートチャネルから削除されるか除去されます。ポートチャネルはどのタイプ
でもかまいません（アップリンク、ストレージなど）。

•ポートチャネルが削除されます。

Cisco UCSでは、Port Aggregation Protocol（PAgP）ではなく、Link Aggregation Control Protocol
（LACP）を使用して、アップリンクイーサネットポートがポートチャネルにグループ化さ
れます。アップストリームスイッチのポートがLACP用に設定されていない場合、ファブリッ
クインターコネクトはアップリンクイーサネットポートチャネルの全ポートを個別のポート

として扱い、パケットを転送します。

（注）

アップリンクイーサネットポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成し、イーサネット

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
{enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel # set
name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

指定されたフロー制御ポリシーをポートチャ

ネルに割り当てます。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel # set
flow-control-policy policy-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 7   

次の例は、ファブリックAのポート13にポートチャネルを作成し、portchan13aに名前を設定し、
管理状態をイネーブルにし、ポートチャネルに flow-con-pol432という名前のフロー制御ポリシー
を割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # set flow-control-policy flow-con-pol432
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

アップリンクイーサネットポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを削除します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルを設定解除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

アップリンクイーサネットポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットアップリンクファブ

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

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   

次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポート 13のポートチャネ
ルに追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # create member-port 1 7
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
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UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

アップリンクイーサネットポートチャネルからのメンバポートの削

除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

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

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルからメンバポートを削除し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # delete member-port 1 7
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネル
アプライアンスポートチャネルを使用すると、複数の物理的なアプライアンスポートをグルー

プ化して 1つの論理的なイーサネットストレージリンクを作成し、耐障害性と高速接続を実現で
きます。Cisco UCS Managerにおいて、先にポートチャネルを作成してから、そのポートチャネ
ルにアプライアンスポートを追加します。1つのポートチャネルには、最大で 8個のアプライア
ンスポートを追加できます。
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アプライアンスポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレージファ

ブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたイーサネットストレージポートのポート

チャネルを作成し、イーサネットストレージファブ

リックポートチャネルモードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric #
create port-channel port-num

ステップ 3   

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまたはディ

セーブルにします。ポートチャネルは、デフォルトで

はディセーブルです。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリッ

クとポートチャネルへのアプライアンスピンターゲッ

トを指定します。

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

ステップ 6   

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるか

を指定します。デフォルトで、モードはトランクに設

定されます。

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

ステップ 7   

（任意）

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

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

ステップ 8   

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

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

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

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

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

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

• [BestEffort]：このプライオリティを使用しないで
ください。ベーシックイーサネットトラフィッ

クレーンのために予約されています。このプラ

イオリティを QoSポリシーに割り当て、別のシ
ステムクラスを CoS 0に設定する場合、Cisco
UCS Managerはこのシステムクラスのデフォル
トには戻りません。そのトラフィックのCoS0で
プライオリティがデフォルトに戻ります。

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set speed {1gbps | 2gbps |
4gbps | 8gbps | auto}

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 10   

次の例は、ファブリック Aのポート 13にポートチャネルを作成し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set pingroupname pingroup1
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set portmode access
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set prio fc
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set speed 2gbps
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
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アプライアンスポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットストレージポートか

らポートチャネルを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルを設定解除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

アプライアンスポートチャネルのイネーブル化またはディセーブル

化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

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

ステップ 2   

イーサネットストレージポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-chan-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルの管理状態をイネーブルま

たはディセーブルにします。ポートチャネ

ルは、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
{enable | disable }

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13をイネーブルにし、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレー

ジファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネットス

トレージファブリックポートチャネルモー

ドを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットストレージファブ

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

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   
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次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポート 13のポートチャネ
ルに追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # create member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネルからのメンバポートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

ストレージファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルからメンバポートを削除し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # delete member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネル
ファイバチャネルポートチャネルによって、複数の物理ファイバチャネルポートをグループ化

して（リンク集約）、1つの論理ファイバチャネルリンクを作成し、耐障害性と高速接続性を提
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供することができます。Cisco UCS Managerで、先にポートチャネルを作成してから、そのポー
トチャネルにファイバチャネルポートを追加します。

ファイバチャネルポートのチャネルは、シスコ以外のテクノロジーとの互換性がありません。（注）

各Cisco UCSドメインには、Cisco UCS 6200シリーズと 6300シリーズのファブリックインターコ
ネクトを使用して、最大 4つのファイバチャネルポートのチャネルを作成できます。各ファイバ
チャネルポートチャネルには、最大 16のアップリンクファイバチャネルポートを含めること
ができます。

各 Cisco UCSドメインには、Cisco UCS 6324シリーズのファブリックインターコネクトを使用し
て、最大 2つのファイバチャネルポートのチャネルを作成できます。各ファイバチャネルポー
トチャネルには、最大 4つのアップリンクファイバチャネルポートを含めることができます。

アップストリーム NPIVスイッチ上のファイバチャネルポートチャネルのチャネルモードがア
クティブに設定されていることを確認してください。メンバーポートとピアポートに同じチャネ

ルモードが設定されていない場合、ポートチャネルはアップ状態になりません。チャネルモー

ドがアクティブに設定されている場合、ピアポートのチャネルグループモードに関係なく、メ

ンバーポートはピアポートとのポートチャネルプロトコルネゴシエーションを開始します。

チャネルグループで設定されているピアポートがポートチャネルプロトコルをサポートしてい

ない場合、またはネゴシエーション不可能なステータスを返す場合、デフォルトでオンモードの

動作に設定されます。アクティブポートチャネルモードでは、各端でポートチャネルメンバー

ポートを明示的にイネーブルおよびディセーブルに設定することなく自動リカバリが可能です。

この例は、チャネルモードをアクティブに設定する方法を示しています。

switch(config)# int po114
switch(config-if)# channel mode active

ファイバチャネルポートチャネルの設定

2つのファイバチャネルポートチャネルに接続する場合、両方のポートチャネルの管理速度
が、使用するリンクに一致している必要があります。いずれかまたは両方のファイバチャネ

ルポートチャネルの管理速度が autoに設定されている場合、Cisco UCSが管理速度を自動的
に調整します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

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

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを作成し、ファイバ

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

チャネルアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set speed {1gbps | 2gbps | 4gbps |
8gbps | auto}

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ファブリック Aにポートチャネル 13を作成し、名前を portchan13aに設定し、管理状
態をイネーブルにし、速度を 2 Gbpsの設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set speed 2gbps
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

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

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

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

ステップ 2   

指定したファイバチャネルアップリンクポー

トのポートチャネルを削除します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13を設定解除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric #

アップストリーム NPIV のファイバチャネルポートチャネルへのチャ
ネルモードアクティブの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを作成し、ファイバ

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

チャネルアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# scope port-chan-name

ステップ 6   

（任意）

アップストリーム NPIVスイッチのチャネル
モードを有効にします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# channel mode {active}

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 8   

次に、チャネルモードをアクティブにする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # channel mode active
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel # exit
UCS-A /fc-uplink/fabric/ # show port-channel database

portchan13a
Administrative channel mode is active
Operational channel mode is active

UCS-A /fc-uplink/fabric/ #

ファイバチャネルポートチャネルのイネーブル化またはディセーブ

ル化

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

ファイバチャネルアップリンクポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-chan-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
{enable | disable }

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13をイネーブルにし、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネルアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャネ

ルアップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、ファイバチャネルアップリンク

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

ファブリックポートチャネルメンバポート

モードを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポートチャネル 13に追加
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
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UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルからのメンバポートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャ

ネルアップリンクファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aポートチャネル 13からメンバポートを削除し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

FCoE ポートチャネル数
FCoEポートチャネルでは、複数の物理 FCoEポートをグループ化して 1つの論理 FCoEポート
チャネルを作成できます。物理レベルでは、FCoEポートチャネルはFCoEトラフィックをイーサ
ネットポートチャネル経由で転送します。したがって、一連のメンバから構成される FCoEポー
トチャネルは基本的に同じメンバから構成されるイーサネットポートチャネルです。このイー

サネットポートチャネルは、FCoEトラフィック用の物理トランスポートとして使用されます。

各 FCoEポートチャネルに対し、Cisco UCS Managerは VFCを内部的に作成し、イーサネット
ポートチャネルにバインドします。ホストから受信したFCoEトラフィックは、FCoEトラフィッ
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クがファイバチャネルアップリンク経由で送信されるのと同じ方法で、VFC経由で送信されま
す。

FCoE ポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したFCoEアップリンクポートのポー
トチャネルを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoe-port-channel number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 4で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoe-port-channel 4
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

FCoE アップリンクポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネルアップ

リンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したポートチャネルの FCoEアップリンク
ポートチャネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
fcoe-port-channel ID

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルから指定されたメンバポートを作

成し、FCoEアップリンクファブリックポート
チャネルのメンバポートモードを開始します。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel
# create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

FCoEアップリンクポートチャネルが、
ユニファイドアップリンクポートチャ

ネルである場合、次のメッセージが表示

されます。

警告:これがユニファイドポートチャネ
ルの場合、メンバは同じIDのイーサネッ
トポートチャネルにも追加されます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリックAの FCoEポートチャネル 13
に追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

ユニファイドアップリンクポートチャネル
同じ IDでイーサネットポートチャネルと FCoEポートチャネルを作成した場合、それらはユニ
ファイドポートチャネルと呼ばれます。ユニファイドポートチャネルが作成されると、指定さ

れたメンバを持つファブリックインターコネクトで物理イーサネットポートチャネルと VFCが
作成されます。物理イーサネットポートチャネルは、イーサネットトラフィックと FCoEトラ
フィックの両方を伝送するために使用されます。VFCは、FCoEトラフィックをイーサネットポー
トチャネルにバインドします。

次のルールは、ユニファイドアップリンクポートチャネルのメンバーポートセットに適用され

ます。

•同じ IDのイーサネットポートチャネルと FCoEポートチャネルは、同じメンバーポート
セットを持つ必要があります。

•イーサネットポートチャネルにメンバーポートチャネルを追加すると、Cisco UCSManager
は、FCoEポートチャネルにも同じポートチャネルを追加します。同様に、FCoEポートチャ
ネルにメンバーを追加すると、イーサネットポートチャネルにもそのメンバーポートが追

加されます。
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•ポートチャネルの 1つからメンバーポートを削除すると、Cisco UCS Managerは他のポート
チャネルから自動的にそのメンバーポートを削除します。

イーサネットアップリンクポートチャネルをディセーブルにすると、ユニファイドアップリン

クポートチャネルを構成している物理ポートチャネルがディセーブルになります。したがって、

FCoEアップリンクポートチャネルもダウンします（FCoEアップリンクがイネーブルになってい
る場合でも同様です）。FCoEアップリンクポートチャネルをディセーブルにした場合は、VFC
のみがダウンします。イーサネットアップリンクポートチャネルがイネーブルであれば、FCoE
アップリンクポートチャネルは引き続きユニファイドアップリンクポートチャネルで正常に動

作することができます。

ユニファイドアップリンクポートチャネルの設定

ユニファイドアップリンクポートチャネルを設定するには、ユニファイドポートチャネルとし

て既存の FCoEアップリンクポートチャネルを変換します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channel ID

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次の例では、既存の FCoEポートチャネルでユニファイドアップリンクポートチャネルを作成
します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create port-channel 2
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #
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イベント検出とアクション
Cisco UCS Managerは、I/Oモジュール（IOM）からファブリックインターコネクトに接続された
ネットワークインターフェイスにエラーが発生した場合にアラームを監視およびトリガーする統

計情報収集ポリシーを使用します。

ネットワークインターフェイスポートのエラー統計情報は NiErrStatsと呼ばれ、次のエラーで構
成されています。

説明NiErrStats のエラー名

TX_FRM_ERRORのカウンタ値を収集します。frameTx

RX_TOOLONGのカウンタ値を収集します。tooLong

RX_UNDERSIZEと RX_FRAGMENTのカウン
タ値の合計を収集します。

tooShort

RX_CRERR_NOT_STOMPEDと
RX_CRCERR_STOMPEDのカウンタ値の合計を
収集します。

Crc

RX_INRANGEERRのカウンタ値を収集します。inRange

ネットワークインターフェイスポートの統計情報はアクティブポートからのみ収集され、そ

の統計情報は Cisco UCS Managerに送信されます。
（注）

ポリシーベースのポートエラー処理

Cisco UCS Managerがアクティブな NIポートでエラーを検出し、エラーディセーブル機能がイ
ネーブルの場合、Cisco UCS Managerはエラーが発生した NIポートに接続されているそれぞれの
FIポートを自動的にディセーブルにします。FIポートがエラーディセーブルになっているときは
事実上シャットダウンし、トラフィックはポートで送受信されません。

エラーディセーブル機能は、次の 2つの目的で使用されます。

•どの FIポートが error-disabledになっているかということと、接続されている NIポートでエ
ラーが発生したことを通知します。

•このポートが原因で同じシャーシ/FEXに接続された他のポートに障害が発生する可能性を削
除します。このような障害は、NIポートのエラーによって発生する可能性があり、最終的に
重大なネットワーク上の問題を引き起こす可能性があります。エラーディセーブル機能は、

この状況を回避するのに役立ちます。
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しきい値定義の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージ

モードを開始します。

UCS-A # scope eth-serverステッ

プ 1   

統計情報しきい値ポリ

シーモードを開始しま

す。

UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy defaultステッ

プ 2   

指定された統計情報しき

い値ポリシークラスを作

UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # create class class-nameステッ

プ 3   
成し、組織統計情報しき

い値ポリシークラスモー

ドを開始します。使用可

能なクラス名キーワード

のリストを表示するに

は、create class ?コマン
ドを組織しきい値ポリ

シーモードで入力しま

す。

指定された統計情報しき

い値ポリシークラスプロ

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # create property
property-name

ステッ

プ 4   
パティを作成し、組織統

計情報しきい値ポリシー

クラスプロパティモード

を開始します。使用可能

なプロパティ名キーワー

ドのリストを表示するに

は、create property ?コマ
ンドを組織しきい値ポリ

シークラスモードで入力

します。

クラスプロパティに通常

値を指定します。valueの
UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set
normal-value value

ステッ

プ 5   
形式は、設定しているク

ラスプロパティによって

異なる場合があります。

必要な形式を確認するに

は、set normal-value ?コ
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目的コマンドまたはアクション

マンドを組織統計情報し

きい値ポリシークラスプ

ロパティモードで入力し

ます。

クラスプロパティに、指

定したしきい値を作成

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # create
threshold-value {above-normal | below-normal} {cleared | condition
| critical | info | major | minor | warning}

ステッ

プ 6   
し、組織統計情報しきい

値ポリシークラスプロパ

ティしきい値モードを開

始します。

降格および昇格のクラス

プロパティしきい値を指

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value
# set {deescalating | escalating} value

ステッ

プ 7   
定します。valueの形式
は、設定されているクラ

スプロパティしきい値に

よって異なる場合があり

ます。必要な形式を確認

するには、set deescalating
?または set escalating ?
コマンドを組織統計情報

しきい値ポリシークラス

プロパティしきい値モー

ドで入力します。

トランザクションをシス

テムの設定にコミットし

ます。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

次に、しきい値定義を作成する例を示します。

UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class ni-ether-error-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # create property crc-delta
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 0
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
major
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating
5
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set deescalating
3
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
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ファブリックインターコネクトポートにエラー無効を設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモード

を開始します。

UCS-A # scope eth-serverステップ 1   

統計情報しきい値ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy
default

ステップ 2   

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスの組織統計情報しき

UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # scope class
class-name

ステップ 3   

い値ポリシークラスモードを開

始します。

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスプロパティの組織統

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope
property property-name

ステップ 4   

計情報しきい値ポリシークラス

プロパティモードを開始します。

クラスプロパティにエラーディ

セーブル化ステータスを指定しま

す。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property
# set error-disable-fi-port {yes | no}

ステップ 5   

クラスプロパティのエラーディ

セーブル化を無効にするには、no
オプションを使用します。

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property*
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、FIポートでエラーディセーブル化を有効にする方法を示しています。

UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy # scope class ni-ether-error-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class # scope property crc-delta
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set error-disable-fi-port yes
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer
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ファブリックインターコネクトポートに自動リカバリを設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモード

を開始します。

UCS-A # scope eth-serverステップ 1   

統計情報しきい値ポリシーモード

を開始します。

UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy
default

ステップ 2   

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスの組織統計情報しきい

UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # scope class
class-name

ステップ 3   

値ポリシークラスモードを開始

します。

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスプロパティの組織統

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope
property property-name

ステップ 4   

計情報しきい値ポリシークラス

プロパティモードを開始します。

クラスプロパティに自動リカバリ

ステータスを指定します。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property
# set auto-recovery {enabled | disabled}

ステップ 5   

クラスプロパティの自動リカバリ

をディセーブルにするには、

disabledオプションを使用しま
す。

ポートが自動的に再びイネーブル

になるまでの時間（分単位）を指

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property*
# set auto-recovery-time time

ステップ 6   

定します。自動リカバリの時間

は、0～ 4294967295分の間で変更
できます。

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property*
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、FIポートに自動リカバリを設定する方法を示しています。

UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy # scope class ni-ether-error-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class # scope property crc-delta
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set auto-recovery enabled
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # set auto-recovery-time 5
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UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer

ネットワークインターフェイスポートのエラーカウンタの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A # scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを開
始します。

UCS-A/chassis # scope iom {a | b}ステップ 2   

ネットワークインターフェイスポートを

入力します。

UCS-A/chassis/iom # scope port-group
fabric

ステップ 3   

指定されたネットワークインターフェイ

スのポート番号を入力します。

UCS-A/chassis/iom/port-group # scope
fabric-if fabric-if number

ステップ 4   

ネットワークインターフェイスポートの

エラーカウンタを表示します。

UCS-A/chassis/iom/port-group/fabric-if
# show stats

ステップ 5   

次の例は、ネットワークインターフェイスポートの統計情報を表示する方法を示しています。

UCS-A # scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # scope port-group fabric
UCS-A/chassis/iom/port-group # scope faric-if 1
UCS-A/chassis/iom/port-group/fabric-if # show stats
NI Ether Error Stats:
Time Collected: 2014-08-20T15:37:24:688
Monitored Object: sys/chassis-1/slot-1/fabric/port-1/ni-err-stats
Suspect: Yes
Crc (errors): 5000
Frame Tx (errors): 0
Too Long (errors): 0
Too Short (errors): 0
In Range (errors): 0
Thresholded: 0

アダプタポートチャネル
アダプタポートチャネルは、Cisco UCS仮想インターフェイスカード（VIC）から I/Oへのすべ
ての物理リンクを 1つの論理リンクにグループ化します。

アダプタポートチャネルは、正しいハードウェアの存在を検出したときに Cisco UCS Managerに
よって内部的に作成また管理されます。アダプタポートチャネルの手動設定はできません。アダ

プタポートチャネルは、Cisco UCSManager GUIまたは Cisco UCSManager CLIを使用して表示で
きます。
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アダプタポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを
開始します。

UCS-A /chassis # scope iom {ab}ステップ 2   

指定したポートグループでポートグルー

プモードを開始します。

UCS-A /chassis/iom # scope port
group

ステップ 3   

指定したシャーシのアダプタポートチャ

ネルを表示します。

UCS-A /chassis/iom/port group # show
host-port-channel [detail | expand]

ステップ 4   

次に、ポートグループモードでホストポートチャネルに関する情報を表示する例を示します。

UCS-A # scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom a
UCS-A /chassis/iom # scope port group
UCS-A /chassis/iom/port group # show host-port-channel

Host Port channel:

Port Channel Id Fabric ID Oper State State Reason
--------------- --------- ---------------- ------------

1289 B Up
1290 B Up
1306 B Up
1307 B Up
1309 B Up
1315 B Up

UCS-A /chassis/iom/port group #

ファブリックポートチャネル
ファブリックポートチャネルは、冗長性と帯域幅共有のため、IOMからファブリックインター
コネクトへの複数の物理リンクを 1個の論理リンクにグループ化できます。ファブリックポート
チャネル内の 1個のリンクがアクティブである限り、ファブリックポートチャネルは動作し続け
ます。

正しいハードウェアが接続されている場合、ファブリックポートチャネルは Cisco UCS Manager
で次のように作成されます。

•シャーシディスカバリポリシーで定義した設定に従って、シャーシを検出している最中に。
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•特定のシャーシのシャーシ接続ポリシーに設定された内容に従って、シャーシを検出した後
に。

IOMのそれぞれに単一のファブリックポートチャネルがあります。ファブリックインターコネ
クトに IOMを接続する各アップリンクは、個別リンクとして設定することもポートチャネルに含
めることもできますが、1つのアップリンクが複数のファブリックポートチャネルに属すること
はできません。たとえば、2つの IOMを持つシャーシが検出され、ファブリックポートチャネル
を作成するようにシャーシディスカバリポリシーが設定されている場合、Cisco UCS Managerは
2つの独立したファブリックポートチャネルを作成します。IOM-1を接続するアップリンク用
と、IOM-2を接続するアップリンク用です。別のシャーシはこれらのファブリックポートチャネ
ルに加入できません。同様に、IOM-1のファブリックポートチャネルに属するアップリンクは、
IOM-2のファブリックポートチャネルに加入できません。

ポート間のロードバランシング

IOMとファブリックインターコネクトの間にあるポート間のトラフィックに対するロードバラン
シングでは、ハッシュに次の基準を使用します。

•イーサネットトラフィックの場合：

レイヤ 2送信元アドレスおよび宛先アドレス

レイヤ 3送信元アドレスおよび宛先アドレス

レイヤ 4送信元ポートおよび宛先ポート

• FCoEトラフィックの場合：

レイヤ 2送信元アドレスおよび宛先アドレス

送信元と宛先の ID（SIDと DID）および Originator eXchange ID（OXID）

この例では、2200シリーズ IOMモジュールは iom X（Xはシャーシ番号）の接続によって確認さ
れます。

show platform software fwmctrl nifport
(....)
Hash Parameters:
l2_da: 1 l2_sa: 1 l2_vlan: 0
l3_da: 1 l3_sa: 1
l4_da: 1 l4_sa: 1
FCoE l2_da: 1 l2_sa: 1 l2_vlan: 0
FCoE l3_did: 1 l3_sid: 1 l3_oxid: 1

ファブリックポートチャネルのケーブル接続の考慮事項

Cisco UCS 2200シリーズ FEXと Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクト間のリ
ンクをファブリックポートチャネルモードで設定する場合、アダプタで使用可能な仮想インター

フェイス（VIF）のネームスペースは、FEXアップリンクがファブリックインターコネクトポー
トに接続されている場所に応じて異なります。
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6248ファブリックインターコネクト内には、8個の連続ポートが 6セットあり、ポートのセット
のそれぞれがシングルチップによって管理されます。FEXからのすべてのアップリンクが 1つの
チップにより管理される一連のポートに接続されている場合、CiscoUCSManagerは、シャーシ内
のブレードに展開されているサービスプロファイルで使用するVIFの数を最大化します。IOMか
らのアップリンク接続が別々のチップで管理されるポート間に分散された場合、VIFカウントは
減少します。

図 1：ファブリックポートチャネルのポートグループ

ファブリックポートチャネルポートグループに 2番目のリンクを追加すると、混乱が生じ、
使用可能な VIFネームスペースの量が 63から 118に自動的に増加されます。ただし、さらに
リンクを追加しても混乱は生じないため、VIF名前空間は 118のままになります。

注意

2つのファブリックポートチャネルポートグループにシャーシをリンクした場合は、手動で
確認応答しない限り、VIFネームスペースは影響を受けません。その結果、VIFネームスペー
スは、2つのファブリックポートチャネルポートグループの使用量（63または 118 VIF）の
うち、より少ないサイズに自動的に設定されます。

注意

高可用性クラスタモードアプリケーションの場合は、対称的な配線構成にすることを強く推奨め

します。ケーブル接続が非対称の場合、使用可能な VIFの最大数は 2つのケーブル設定より小さ
くなります。

Cisco UCS環境の VIFの最大数については、ご使用のハードウェアやソフトウェアの設定に関す
る制限事項のドキュメントを参照してください。
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ファブリックポートチャネルの設定

手順

ステップ 1 シャーシディスカバリの実行中に IOMからファブリックインターコネクトへのすべてのリンク
をファブリックポートチャネルに含めるには、シャーシディスカバリポリシーのリンクグルー

プ化プリファレンスをポートチャネルに設定します。

ステップ 2 シャーシディスカバリの実行中に個々のシャーシからのリンクをファブリックポートチャネル

に含めるには、シャーシ接続ポリシーのリンクグループ化プリファレンスをポートチャネルに設

定します。

ステップ 3 シャーシ検出後、追加ファブリックポートチャネルメンバーポートをイネーブルまたはディセー

ブルにします。

次の作業

シャーシディスカバリポリシーまたはシャーシ接続ポリシーの変更後、ファブリックポートチャ

ネルに対しリンクを追加または削除するには、シャーシを再認識します。ファブリックポート

チャネルからシャーシのメンバーポートをイネーブルまたはディセーブルにする場合、シャーシ

の再認識は必要はありません。

ファブリックポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックポートチャネルを表示しま

す。

UCS-A /eth-server/fabric # show
fabric-port-channel [detail | expand]

ステップ 3   

次に、ファブリックインターコネクト Aの設定済みファブリックポートチャネルに関する情報
を表示する例を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # show fabric-port-channel
Fabric Port Channel:

Port Channel Id Chassis Id Admin State Oper State State Reason
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--------------- ---------- ----------- ---------------- ------------
1025 1 Enabled Failed No operational members
1026 2 Enabled Up

UCS-A /eth-server/fabric #

ファブリックポートチャネルメンバーポートのイネーブル化または

ディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したファブリックでイーサネットサー

バファブリック、ファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /eth-server/fabric # scope
fabric-port-channel port-chan-id

ステップ 3   

指定したメンバーポートでイーサネット

サーバファブリック、ファブリックポート

チャネルモードを開始します。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# scope member-port slot-id port-id

ステップ 4   

指定したメンバーポートをイネーブルまた

はディセーブルにします。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# {enable | disable}

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 6   

次に、ファブリックポートチャネル 1025のファブリックチャネルメンバーポート 1 31をディ
セーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # scope fabric-port-channel 1025
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel # scope member-port 1 31
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port # disable
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port #
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第 6 章

コミュニケーションサービスの設定

この章は、次の項で構成されています。

• コミュニケーションサービス, 133 ページ

• CIM XMLの設定, 135 ページ

• HTTPの設定, 136 ページ

• HTTPの設定解除, 137 ページ

• HTTPSの設定, 137 ページ

• HTTPSへの HTTPリダイレクションの有効化, 148 ページ

• SNMPのイネーブル化, 149 ページ

• Telnetのイネーブル化, 158 ページ

• CIMC Webサービスのイネーブル化, 158 ページ

• CIMC Webサービスのディセーブル化, 159 ページ

• 通信サービスのディセーブル化, 160 ページ

コミュニケーションサービス
以下に定義する通信サービスを使用してサードパーティアプリケーションを Cisco UCSに接続で
きます。

Cisco UCSManagerでは、次のサービスに対して IPv4および IPv6アドレスアクセスをサポートし
ています。

• CIM XML

• HTTP

• HTTPS

• SNMP
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• SSH

• Telnet

Cisco UCSManagerでは、Webブラウザから [Cisco UCS KVMDirect]起動ページへのアウトオブバ
ンド IPv4アドレスアクセスをサポートしています。このアクセスを提供するには、次のサービス
をイネーブルにする必要があります。

• CIMC Webサービス

説明通信サービス

Common Information Model（CIM XML）サービスはデフォルトはディ
セーブルであり、読み取り専用モードでのみ利用できます。デフォルト

のポートは 5988です。

CIM XMLは、Distributed Management Task Forceによって定義された
CIM情報を交換するための標準ベースのプロトコルです。

CIM XML

このサービスは、デフォルトでディセーブルになります。

このサービスをイネーブルにすると、ユーザは直接サーバに割り当てら

れるか、またはサービスプロファイルを介しサーバに関連付けられた

アウトオブバンドの管理 IPアドレスの1つを使用して直接サーバCIMC
にアクセスできます。

CIMC Webサービスは全体的にイネーブルまたはディセーブ
ルにすることのみが可能です。個別の CIMC IPアドレスに対
し KVMダイレクトアクセスを設定できません。

（注）

CIMC Webサービス

デフォルトでは、HTTPはポート 80でイネーブルになっています。

Cisco UCS Manager GUIは HTTPまたは HTTPSのブラウザで実行でき
ます。HTTPを選択した場合、すべてのデータはクリアテキストモー
ドで交換されます。

ブラウザセッションの安全性の理由により、HTTPSをイネーブルに
し、HTTPをディセーブルにすることを推奨します。

デフォルトでは、Cisco UCSでは同等の HTTPSにリダイレクトするブ
ラウザリダイレクトを実装しています。この動作は変更しないことを

推奨します。

CiscoUCSバージョン 1.4(1)にアップグレードすると、セキュ
アなブラウザへのブラウザのリダイレクトはデフォルトでは

発生しなくなります。HTTPブラウザからの同等のHTTPSブ
ラウザへリダイレクトするには、Cisco UCS Managerで
[Redirect HTTP to HTTPS]をイネーブルにします。

（注）

HTTP

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
134

コミュニケーションサービスの設定

コミュニケーションサービス



説明通信サービス

デフォルトでは、HTTPSはポートでイネーブルになっています。

HTTPSを使用すると、すべてのデータはセキュアなサーバを介して暗
号化モードで交換されます。

ブラウザセッションの安全性の理由により、HTTPSだけを使用し、
HTTP通信はディセーブルにするかリダイレクトすることを推奨しま
す。

HTTPS

このサービスは読み取り専用アクセスに対してイネーブルになり、show
コマンドなど、プロトコルの一部のサブセットをサポートします。これ

をディセーブルにすることはできません。

このシェルサービスは、Distributed Management Task Forceによって定
義された標準の 1つです。

SMASH CLP

デフォルトでは、このサービスはディセーブルになっています。イネー

ブルの場合、デフォルトのポートは161です。コミュニティと少なくと
も 1つの SNMPトラップを設定する必要があります。

システムに SNMPサーバとの統合が含まれる場合にだけこのサービス
をイネーブルにします。

SNMP

このサービスは、ポート 22でイネーブルになります。これはディセー
ブルにできず、デフォルトのポートを変更することもできません。

このサービスは Cisco UCS Manager CLIへのアクセスを提供します。

SSH

デフォルトでは、このサービスはディセーブルになっています。

このサービスは Cisco UCS Manager CLIへのアクセスを提供します。

Telnet

CIM XML の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

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

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

CIMXLMサービスをイネーブルにしま
す。

UCS-A /system/services # enable
cimxml

ステップ 3   

CIMXML接続のポートを指定します。UCS-A /system/services # set cimxml
port port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、CIM XMLをイネーブルにし、ポート番号を 5988に設定し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable cimxml
UCS-A /system/services* # set cimxml port 5988
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

HTTP の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

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

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

HTTPサービスをイネーブルにします。UCS-A /system/services # enable httpステップ 3   

HTTP接続で使用されるポートを指定し
ます。

UCS-A /system/services # set http port
port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、HTTPをイネーブルにし、ポート番号を 80に設定し、トランザクションをコミットし
ます。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable http
UCS-A /system/services* # set http port 80
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
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UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

HTTP の設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

HTTPサービスをディセーブルにしま
す。

UCS-A /system/services # disable httpステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、HTTPをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # disable http
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

HTTPS の設定

証明書、キーリング、トラストポイント

HTTPSでは、公開キーインフラストラクチャ（PKI）のコンポーネントを使用して、クライアン
トのブラウザと Cisco UCS Managerなどの 2つのデバイス間でセキュアな通信を確立します。

暗号キーとキーリング

各PKIデバイスは、内部キーリングに非対称のRivest-Shamir-Adleman（RSA）暗号キーのペア（1
つはプライベート、もう 1つはパブリック）を保持します。いずれかのキーで暗号化されたメッ
セージは、もう一方のキーで復号化できます。暗号化されたメッセージを送信する場合、送信者

は受信者の公開キーで暗号化し、受信者は独自の秘密キーを使用してメッセージを復号化します。

送信者は、独自の秘密キーで既知のメッセージを暗号化（「署名」とも呼ばれます）して公開キー

の所有者を証明することもできます。受信者が該当する公開キーを使用してメッセージを正常に

復号化できる場合は、送信者が対応する秘密キーを所有していることが証明されます。暗号キー

の長さはさまざまであり、通常の長さは 512ビット～ 2048ビットです。一般的に、短いキーよ
りも長いキーの方がセキュアになります。Cisco UCS Managerでは、最初に 1024ビットのキーペ
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アを含むデフォルトのキーリングが提供されます。その後、追加のキーリングを作成できるよう

になります。

クラスタ名が変更されたり、証明書が期限切れになったりした場合は、デフォルトのキーリング

証明書を手動で再生成する必要があります。

この操作は、UCS Manager CLIのみで使用できます。

証明書

セキュアな通信を準備するには、まず2つのデバイスがそれぞれのデジタル証明書を交換します。
証明書は、デバイスの IDに関する署名済み情報とともにデバイスの公開キーを含むファイルで
す。暗号化された通信をサポートするために、デバイスは独自のキーペアと独自の自己署名証明

書を生成できます。リモートユーザが自己署名証明書を提示するデバイスに接続する場合、ユー

ザはデバイスの IDを簡単に検証することができず、ユーザのブラウザは最初に認証に関する警告
を表示します。デフォルトでは、CiscoUCSManagerにはデフォルトのキーリングからの公開キー
を含む組み込み用自己署名証明書が含まれます。

トラストポイント

Cisco UCS Managerに強力な認証を提供するために、デバイスの IDを証明する信頼できるソース
（つまり、トラストポイント）からサードパーティ証明書を取得し、インストールできます。

サードパーティ証明書は、発行元トラストポイント（ルート認証局（CA）、中間 CA、または
ルート CAにつながるトラストチェーンの一部となるトラストアンカーのいずれか）によって署
名されます。新しい証明書を取得するには、CiscoUCSManagerで証明書要求を生成し、トラスト
ポイントに要求を送信する必要があります。

証明書は、Base64エンコード X.509（CER）フォーマットである必要があります。重要

キーリングの作成

Cisco UCS Managerは、デフォルトキーリングを含め、最大 8個のキーリングをサポートしま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

キーリングを作成し、名前を指定し

ます。

UCS-A /security # createkeyring
keyring-name

ステップ 2   

SSLキーのビット長を設定します。UCS-A /security/keyring # setmodulus
{mod1024 |mod1536 |mod2048 |
mod512}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをコミットしま

す。

UCS-A /security/keyring # commit-bufferステップ 4   

次の例は、1024ビットのキーサイズのキーリングを作成します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create keyring kr220
UCS-A /security/keyring* # set modulus mod1024
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring #

次の作業

このキーリングの証明書要求を作成します。

デフォルトキーリングの再生成

クラスタ名が変更されたり、証明書が期限切れになったりした場合は、デフォルトのキーリング

証明書を手動で再生成する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

デフォルトキーリングでキーリングセ

キュリティモードを開始します。

UCS-A /security # scopekeyring
default

ステップ 2   

デフォルトキーリングを再生成します。UCS-A /security/keyring #
setregenerate yes

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、デフォルトキーリングを再生成する例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring default
UCS-A /security/keyring* # set regenerate yes
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring #
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キーリングの証明書要求の作成

基本オプション付きのキーリングの証明書要求の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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

キーリングのコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope keyring
keyring-name

ステップ 2   

指定された IPv4または IPv6アドレス、また
はファブリックインターコネクトの名前を使

UCS-A /security/keyring # create
certreq {ip [ipv4-addr | ipv6-v6]
|subject-name name}

ステップ 3   

用して証明書要求を作成します。証明書要求

のパスワードを入力するように求められま

す。

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring/certreq #
commit-buffer

ステップ 4   

コピーしてトラストアンカーまたは認証局に

送信可能な証明書要求を表示します。

UCS-A /security/keyring # show
certreq

ステップ 5   

次の例では、基本オプション付きのキーリングについて IPv4アドレスで証明書要求を作成して表
示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr220
UCS-A /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name sjc04
Certificate request password:
Confirm certificate request password:
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name:
Certificate request country name:
State, province or county (full name):
Locality (eg, city):
Organization name (eg, company):
Organization Unit name (eg, section):
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4
0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
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UCS-A /security/keyring #

詳細オプション付きのキーリングの証明書要求の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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

キーリングのコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A /security # scopekeyring
keyring-name

ステップ 2   

証明書要求を作成します。UCS-A /security/keyring # createcertreqステップ 3   

会社が存在している国の国コードを指

定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
country country name

ステップ 4   

要求に関連付けられたドメインネーム

サーバ（DNS）アドレスを指定します。
UCS-A /security/keyring/certreq* # set
dns DNS Name

ステップ 5   

証明書要求に関連付けられた電子メー

ルアドレスを指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
e-mail E-mail name

ステップ 6   

ファブリックインターコネクトの IPア
ドレスを指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set ip
{certificate request ip-address|certificate
request ip6-address }

ステップ 7   

証明書を要求している会社の本社が存

在する市または町を指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
locality locality name (eg, city)

ステップ 8   

証明書を要求している組織を指定しま

す。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
org-name organization name

ステップ 9   

組織ユニットを指定します。UCS-A /security/keyring/certreq* # set
org-unit-name organizational unit name

ステップ 10   

証明書要求に関するオプションのパス

ワードを指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
password certificate request password

ステップ 11   

証明書を要求している会社の本社が存

在する州または行政区分を指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
state state, province or county

ステップ 12   

ファブリックインターコネクトの完全

修飾ドメイン名を指定します。

UCS-A /security/keyring/certreq* # set
subject-name certificate request name

ステップ 13   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring/certreq* #
commit-buffer

ステップ 14   
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目的コマンドまたはアクション

コピーしてトラストアンカーまたは認

証局に送信可能な証明書要求を表示し

ます。

UCS-A /security/keyring # showcertreqステップ 15   

次の例では、詳細オプション付きのキーリングについて IPv4アドレスで証明書要求を作成して表
示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr220
UCS-A /security/keyring # create certreq
UCS-A /security/keyring/certreq* # set ip 192.168.200.123
UCS-A /security/keyring/certreq* # set subject-name sjc04
UCS-A /security/keyring/certreq* # set country US
UCS-A /security/keyring/certreq* # set dns bg1-samc-15A
UCS-A /security/keyring/certreq* # set email test@cisco.com
UCS-A /security/keyring/certreq* # set locality new york city
UCS-A /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"
UCS-A /security/keyring/certreq* # set org-unit-name Testing
UCS-A /security/keyring/certreq* # set state new york
UCS-A /security/keyring/certreq* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring/certreq # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name: test@cisco.com
Certificate request country name: US
State, province or county (full name): New York
Locality name (eg, city): new york city
Organization name (eg, company): Cisco
Organization Unit name (eg, section): Testing
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4
0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

UCS-A /security/keyring/certreq #

次の作業

•証明書要求のテキストを BEGINおよび END行を含めてコピーし、ファイルに保存します。
キーリングの証明書を取得するため、証明書要求を含むファイルをトラストアンカーまた

は認証局に送信します。

•トラストポイントを作成し、トラストアンカーから受け取ったトラストの証明書の証明書
チェーンを設定します。
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トラストポイントの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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

トラストポイントを作成し、その名前を指定しま

す。

UCS-A /security #
createtrustpoint name

ステップ 2   

このトラストポイントの証明書情報を指定します。UCS-A /security/trustpoint # set
certchain [ certchain ]

ステップ 3   

コマンドで証明書情報を指定しない場合、ルート認

証局（CA）への認証パスを定義するトラストポイ
ントのリストまたは証明書を入力するように求めら

れます。入力内容の次の行に、「ENDOFBUF」と
入力して終了します。

証明書は、Base64エンコードX.509（CER）
フォーマットである必要があります。

重要

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/trustpoint #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、トラストポイントを作成し、トラストポイントに証明書を提供します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create trustpoint tPoint10
UCS-A /security/trustpoint* # set certchain
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
> -----BEGIN CERTIFICATE-----
> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42
> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT
> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV
> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB
> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc
> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4
> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt
> 4YL5Jg==
> -----END CERTIFICATE-----
> ENDOFBUF
UCS-A /security/trustpoint* # commit-buffer
UCS-A /security/trustpoint #
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次の作業

トラストアンカーまたは認証局からキーリング証明書を取得し、キーリングにインポートしま

す。

キーリングへの証明書のインポート

はじめる前に

•キーリング証明書の証明書チェーンを含むトラストポイントを設定します。

•トラストアンカーまたは認証局からキーリング証明書を取得します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

証明書を受け取るキーリングでコンフィギュレー

ションモードを開始します。

UCS-A /security #
scopekeyring keyring-name

ステップ 2   

キーリング証明書の取得元のトラストアンカーま

たは認証局に対しトラストポイントを指定します。

UCS-A /security/keyring #
settrustpoint name

ステップ 3   

キーリング証明書を入力してアップロードするため

のダイアログを起動します。

UCS-A /security/keyring #
setcert

ステップ 4   

プロンプトで、トラストアンカーまたは認証局から

受け取った証明書のテキストを貼り付けます。証明

書の後の行に「ENDOFBUF」と入力して、証明書
の入力を完了します。

証明書は、Base64エンコードX.509（CER）
フォーマットである必要があります。

重要

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/keyring #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、トラストポイントを指定し、証明書をキーリングにインポートする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope keyring kr220
UCS-A /security/keyring # set trustpoint tPoint10
UCS-A /security/keyring* # set cert
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
> -----BEGIN CERTIFICATE-----
> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
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> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=
> -----END CERTIFICATE-----
> ENDOFBUF
UCS-A /security/keyring* # commit-buffer
UCS-A /security/keyring #

次の作業

キーリングを使用して HTTPSサービスを設定します。

HTTPS の設定

HTTPSで使用するポートとキーリングの変更を含め、HTTPSの設定を完了した後、トランザ
クションを保存またはコミットするとすぐに、現在のすべての HTTPおよび HTTPSセッショ
ンは警告なく閉じられます。

注意

手順

目的コマンドまたはアク

ション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemス

テッ

プ 1   

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

ス

テッ

プ 2   

HTTPSサービスをイネーブルにします。UCS-A
/system/services #
enable https

ス

テッ

プ 3   

（任意）

HTTPS接続で使用されるポートを指定します。
UCS-A
/system/services # set
https port port-num

ス

テッ

プ 4   

（任意）

HTTPSに対して作成したキーリングの名前を指定します。
UCS-A
/system/services # set
https keyring
keyring-name

ス

テッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアク

ション

（任意）

Cisco UCSドメインで使用される暗号スイートセキュリティのレベル。
cipher-suite-modeは次のキーワードのいずれかになります。

UCS-A
/system/services # set
https
cipher-suite-mode
cipher-suite-mode

ス

テッ

プ 6   

• high-strength

• medium-strength

• low-strength

• custom：ユーザ定義の暗号スイート仕様の文字列を指定できます。

（任意）

cipher-suite-modeが [custom]customに設定されている場合は、この Cisco
UCSドメインに対する暗号スイートセキュリティのカスタムレベルを指
定します。

UCS-A
/system/services # set
https cipher-suite
cipher-suite-spec-string

ス

テッ

プ 7   

cipher-suite-spec-string最大 256文字まで使用できますが、OpenSSL暗号ス
イート仕様に準拠する必要があります。次を除き、スペースや特殊文字は

使用できません。!（感嘆符）、+（プラス記号）、-（ハイフン）、およ
び :（コロン）。詳細については、http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_
ssl.html#sslciphersuiteを参照してください。。

たとえば、Cisco UCS Managerがデフォルトとして使用する中強度仕様の
文字列は次のようになります。
ALL:!ADH:!EXPORT56:!LOW:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+EXP:+eNULL

このオプションは、cipher-suite-modeが [custom]custom以外に
設定されている場合は無視されます。

（注）

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

ス

テッ

プ 8   

次の例では、HTTPSをイネーブルにし、ポート番号を 443に設定し、キーリング名を kring7984
に設定し、暗号スイートのセキュリティレベルを [high]に設定し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable https
UCS-A /system/services* # set https port 443
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
UCS-A /system/services* # set https keyring kring7984
UCS-A /system/services* # set https cipher-suite-mode high
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #
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キーリングの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

名前付きのキーリングを削除します。UCS-A /security # deletekeyring nameステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次の例では、キーリングを削除します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete keyring key10
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

トラストポイントの削除

はじめる前に

トラストポイントがキーリングによって使用されていないことを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したトラストポイントを削除しま

す。

UCS-A /security # deletetrustpoint
name

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security # commit-bufferステップ 3   

次に、トラストポイントを削除する例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete trustpoint tPoint10
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #
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HTTPS の設定解除

はじめる前に

HTTPから HTTPSへのリダイレクションをディセーブルにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

HTTPSサービスをディセーブルにしま
す。

UCS-A /system/services # disable
https

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、HTTPSをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # disable https
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

HTTPS への HTTP リダイレクションの有効化
はじめる前に

HTTPと HTTPSの両方をイネーブルにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

HTTPリダイレクトサービスをイネーブルにしま
す。

UCS-A /system/services #
enable http-redirect

ステップ 3   

イネーブルの場合、HTTP経由で試行される通信
はすべて同等の HTTPSアドレスにリダイレクト
されます。
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目的コマンドまたはアクション

このオプションは、このCiscoUCSドメインへの
HTTPアクセスを実質的に無効にします。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、HTTPからHTTPSへのリダイレクションをイネーブルにし、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # enable http-redirect
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

SNMP のイネーブル化

SNMP の概要
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は、SNMPマネージャとエージェント間の通信用メッ
セージフォーマットを提供する、アプリケーションレイヤプロトコルです。SNMPはネットワー
クデバイスのモニタリングや管理のための標準化されたフレームワークと共通言語を提供しま

す。

SNMP 機能の概要
SNMPフレームワークは 3つの部分で構成されます。

• SNMPマネージャ：SNMPを使用してネットワークデバイスのアクティビティを制御し、モ
ニタリングするシステム

• SNMPエージェント：管理対象デバイスである Cisco UCS内のソフトウェアコンポーネン
ト。Cisco UCSのデータを保守し、必要に応じてそのデータを SNMPマネージャに報告しま
す。Cisco UCSには、エージェントと一連のMIBが含まれています。SNMPエージェントを
イネーブルにしてマネージャとエージェント間のリレーションシップを作成するには、Cisco
UCS Managerで SNMPをイネーブルにして設定します。

•管理情報ベース（MIB）：SNMPエージェント上の管理対象オブジェクトのコレクション。
Cisco UCSリリース 1.4(1)以降では、以前よりも多くのMIBをサポートしています。
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CiscoUCSは、SNMPv1、SNMPv2c、およびSNMPv3をサポートします。SNMPv1およびSNMPv2c
はどちらも、コミュニティベース形式のセキュリティを使用します。SNMPは次のように定義さ
れています。

• RFC 3410（http://tools.ietf.org/html/rfc3410）

• RFC 3411（http://tools.ietf.org/html/rfc3411）

• RFC 3412（http://tools.ietf.org/html/rfc3412）

• RFC 3413（http://tools.ietf.org/html/rfc3413）

• RFC 3414（http://tools.ietf.org/html/rfc3414）

• RFC 3415（http://tools.ietf.org/html/rfc3415）

• RFC 3416（http://tools.ietf.org/html/rfc3416）

• RFC 3417（http://tools.ietf.org/html/rfc3417）

• RFC 3418（http://tools.ietf.org/html/rfc3418）

• RFC 3584（http://tools.ietf.org/html/rfc3584）

SNMP 通知
SNMPの重要な機能の 1つは、SNMPエージェントから通知を生成できることです。これらの通
知では、要求を SNMPマネージャから送信する必要はありません。通知は、不正なユーザ認証、
再起動、接続の切断、隣接ルータとの接続の切断、その他の重要なイベントを表示します。

Cisco UCS Managerは、トラップまたはインフォームとして SNMP通知を生成します。SNMPマ
ネージャはトラップ受信時に確認応答を送信せず、CiscoUCSManagerはトラップが受信されたか
どうかを確認できないため、トラップの信頼性はインフォームよりも低くなります。インフォー

ム要求を受信する SNMPマネージャは、SNMP応答プロトコルデータユニット（PDU）でメッ
セージの受信を確認します。Cisco UCS Managerが PDUを受信しない場合、インフォーム要求を
再送できます。

SNMP セキュリティレベルおよび権限
SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3はそれぞれ別のセキュリティモデルを表します。セキュリ
ティモデルは、選択したセキュリティレベルと結合され、SNMPメッセージの処理中に適用され
るセキュリティメカニズムを決定します。

セキュリティレベルは、SNMPトラップに関連付けられているメッセージを表示するために必要
な特権を決定します。権限のレベルによって、メッセージが情報開示の保護を必要とするか、ま

たはメッセージが認証されるかが決定されます。サポートされるセキュリティレベルは、実装さ

れているセキュリティモデルによって異なります。SNMPセキュリティレベルは、次の権限の 1
つ以上をサポートします。

• noAuthNoPriv：認証なし、暗号化なし

• authNoPriv：認証あり、暗号化なし
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• authPriv：認証あり、暗号化あり

SNMPv3では、セキュリティモデルとセキュリティレベルの両方が提供されています。セキュリ
ティモデルは、ユーザおよびユーザが属するロールを設定する認証方式です。セキュリティレベ

ルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティモデルと

セキュリティレベルの組み合わせにより、SNMPパケット処理中に採用されるセキュリティメカ
ニズムが決まります。

SNMP セキュリティモデルとレベルのサポートされている組み合わせ
次の表に、セキュリティモデルとレベルの組み合わせを示します。

表 5：SNMP セキュリティモデルおよびセキュリティレベル

結果暗号化認証レベルモデル

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

未対応コミュニティスト

リング

noAuthNoPrivv1

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

未対応コミュニティスト

リング

noAuthNoPrivv2c

ユーザ名の照合を

使用して認証しま

す。

未対応ユーザ名noAuthNoPrivv3

Hash-Based
Message
AuthenticationCode
（HMAC）メッ
セージダイジェス

ト 5（MD5）アル
ゴリズムまたは
HMACSecureHash
Algorithm（SHA）
アルゴリズムに基

づいて認証しま

す。

非対応HMAC-MD5また
は HMAC-SHA

authNoPrivv3
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結果暗号化認証レベルモデル

HMAC-MD5アル
ゴリズムまたは

HMAC-SHAアル
ゴリズムに基づい

て認証します。

データ暗号規格

（DES）の 56
ビット暗号化、お

よび暗号ブロック

連鎖（CBC）DES
（DES-56）標準に
基づいた認証を提

供します。

DESHMAC-MD5また
は HMAC-SHA

authPrivv3

SNMPv3 セキュリティ機能
SNMPv3は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバイ
スへのセキュアアクセスを実現します。SNMPv3は、管理操作および暗号化 SNMPメッセージを
実行するために、設定されているユーザのみを承認します。SNMPv3ユーザベースセキュリティ
モデル（USM）はSNMPメッセージレベルセキュリティを参照し、次のサービスを提供します。

•メッセージの完全性：メッセージが不正な方法で変更または破壊されていないこと、データ
シーケンスが悪意なく起こり得る範囲を超えて変更されていないことを保証します。

•メッセージの発信元の認証：メッセージ送信者の IDを確認できることを保証します。

•メッセージの機密性および暗号化：不正なユーザ、エンティティ、プロセスに対して情報を
利用不可にしたり開示しないようにします。

Cisco UCSでの SNMP サポート
Cisco UCSは、SNMPに対して以下のサポートを提供します。

MIB のサポート

Cisco UCSは、MIBへの読み取り専用アクセスをサポートします。

Cisco UCSで使用可能な特定のMIBおよびその入手先については、Bシリーズサーバは http://
www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/mib/b-series/b_UCS_MIBRef.htmlを、Cシリー
ズは http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/mib/c-series/b_UCS_Standalone_C-Series_
MIBRef.htmlを参照してください。
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SNMPv3 ユーザの認証プロトコル

Cisco UCSは、SNMPv3ユーザに次の認証プロトコルをサポートします。

• HMAC-MD5-96（MD5）

• HMAC-SHA-96（SHA）

SNMPv3 ユーザの AES プライバシープロトコル

Cisco UCSは、SNMPv3メッセージ暗号化用のプライバシープロトコルの 1つとして Advanced
Encryption Standard（AES）を使用し、RFC 3826に準拠しています。

プライバシーパスワード（privオプション）では、SNMPセキュリティ暗号化方式としてDESま
たは 128ビット AESを選択できます。AES-128の設定を有効にして、SNMPv3ユーザ用のプライ
バシーパスワードを含めると、CiscoUCSManagerはそのプライバシーパスワードを使用して 128
ビット AESキーを生成します。AESプライバシーパスワードは最小で 8文字です。パスフレー
ズをクリアテキストで指定する場合、最大 64文字を指定できます。

SNMP のイネーブル化および SNMP プロパティの設定
Cisco UCSドメインからの SNMPメッセージには、システム名ではなくファブリックインターコ
ネクト名が表示されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

SNMPをイネーブルにします。UCS-A /monitoring # enable snmpステップ 2   

snmpコミュニティモードを開始します。UCS-A /monitoring # set snmp
community

ステップ 3   

SNMPコミュニティを指定します。パスワード
としてコミュニティ名を使用します。コミュニ

UCS-A /monitoring #Enter a snmp
community: community-name

ステップ 4   

ティ名は、最大 32文字の英数字で指定できま
す。

SNMP担当者のシステムの連絡先を指定しま
す。システムの連絡先名（電子メールアドレ

UCS-A /monitoring # set snmp
syscontact system-contact-name

ステップ 5   

スや、名前と電話番号など）は、最大255文字
の英数字で指定できます。

SNMPエージェント（サーバ）が実行されるホ
ストの場所を指定します。システムロケーショ

UCS-A /monitoring # set snmp
syslocation system-location-name

ステップ 6   

ン名は、最大 512文字の英数字で指定できま
す。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /monitoring #
commit-buffer

ステップ 7   

次に、SNMPをイネーブルにし、SnmpCommSystem2という名前のSNMPコミュニティを設定し、
contactpersonという名前のシステム連絡先を設定し、systemlocationという名前の連絡先ロケーショ
ンを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # set snmp community
UCS-A /monitoring* # Enter a snmp community: SnmpCommSystem2
UCS-A /monitoring* # set snmp syscontact contactperson1
UCS-A /monitoring* # set snmp syslocation systemlocation
UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

次の作業

SNMPトラップおよびユーザを作成します。

SNMP トラップの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

SNMPをイネーブルにします。UCS-A /monitoring # enable snmpステップ 2   

指定したホスト名、IPv4アドレス、または IPv6
アドレスで SNMPトラップホストを作成しま
す。

UCS-A /monitoring # create
snmp-trap {hostname | ip-addr |
ip6-addr}

ステップ 3   

ホスト名は IPv4アドレスの完全修飾ドメイン名
にすることができます。

SNMPトラップに使用する SNMPコミュニティ
名を指定します。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
community community-name

ステップ 4   

SNMPトラップに使用するポートを指定します。UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
port port-num

ステップ 5   

トラップに使用する SNMPのバージョンとモデ
ルを指定します。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
version {v1 | v2c | v3}

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

送信するトラップのタイプ。ここに表示される

値は次のとおりです。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
notification type {traps | informs}

ステップ 7   

•バージョンで v2cまたは v3を選択した場
合は traps。

•バージョンで v2cを選択した場合は
informs。

バージョンとしてv2cを選択した
場合にのみインフォーム通知を

送信できます。

（注）

（任意）

バージョンにv3を選択した場合、トラップに関
連付けられた権限。

UCS-A /monitoring/snmp-trap # set
v3 privilege {auth | noauth | priv}

ステップ 8   

ここに表示される値は次のとおりです。

• auth：認証あり、暗号化なし

• noauth：認証なし、暗号化なし

• priv：認証あり、暗号化あり

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /monitoring/snmp-trap #
commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、SNMPをイネーブルにし、IPv4アドレスを使用して SNMPトラップを作成し、トラッ
プがポート 2で SnmpCommSystem2コミュニティを使用するよう指定し、バージョンを v3に設定
し、通知タイプを trapsに設定し、v3権限をprivに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # create snmp-trap 192.168.100.112
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem2
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set port 2
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set version v3
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set v3 privilege priv
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/snmp-trap #

次の例は、SNMPをイネーブルにし、IPv6アドレスを使用して SNMPトラップを作成し、トラッ
プがポート 2で SnmpCommSystem3コミュニティを使用するよう指定し、バージョンを v3に設定
し、通知タイプを trapsに設定し、v3権限をprivに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # create snmp-trap 2001::1
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem3

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
155

コミュニケーションサービスの設定

SNMP トラップの作成



UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set port 2
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set version v3
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # set v3 privilege priv
UCS-A /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/snmp-trap #

SNMP トラップの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

指定したホスト名または IPアドレスの指
定した SNMPトラップホストを削除しま
す。

UCS-A /monitoring # delete
snmp-trap {hostname | ip-addr}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

次に、IPアドレス 192.168.100.112で SNMPトラップを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # delete snmp-trap 192.168.100.112
UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

SNMPv3 ユーザの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

SNMPをイネーブルにします。UCS-A /monitoring # enable snmpステップ 2   

指定された SNMPv3ユーザを作成します。UCS-A /monitoring # create
snmp-user user-name

ステップ 3   

SNMPユーザ名は、ローカルユーザ名と同じ
にはできません。ローカルユーザ名と一致し

ない SNMPユーザ名を選択します。
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目的コマンドまたはアクション

AES-128暗号化の使用をイネーブルまたはディ
セーブルにします。

UCS-A /monitoring/snmp-user #
set aes-128 {no | yes}

ステップ 4   

MD5または DHA認証の使用を指定します。UCS-A /monitoring/snmp-user #
set auth {md5 | sha}

ステップ 5   

ユーザパスワードを指定します。set password
コマンドを入力すると、パスワードの入力と確

認を促すプロンプトが表示されます。

UCS-A /monitoring/snmp-user #
set password

ステップ 6   

ユーザプライバシーパスワードを指定します。

set priv-passwordコマンドを入力すると、プラ
UCS-A /monitoring/snmp-user #
set priv-password

ステップ 7   

イバシーパスワードの入力と確認を促すプロ

ンプトが表示されます。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /monitoring/snmp-user #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、SNMPをイネーブルにし、snmp-user14という名前のSNMPv3ユーザを作成し、AES-128
暗号化をディセーブルにし、MD5認証の使用を指定し、パスワードおよびプライバシーパスワー
ドを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # enable snmp
UCS-A /monitoring* # create snmp-user snmp-user14
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set aes-128 no
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set auth md5
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /monitoring/snmp-user* # set priv-password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/snmp-user #

SNMPv3 ユーザの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

モニタリングモードを開始します。UCS-A# scope monitoringステップ 1   

指定した SNMPv3ユーザを削除しま
す。

UCS-A /monitoring # delete snmp-user
user-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

次に、snmp user14という名前のSNMPv3ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # delete snmp-user snmp-user14
UCS-A /monitoring* # commit-buffer
UCS-A /monitoring #

Telnet のイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

Telnetサービスをイネーブルにします。UCS-A /services # enable
telnet-server

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /services # commit-bufferステップ 4   

次に、Telnetを有効にし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /services # enable telnet-server
UCS-A /services* # commit-buffer
UCS-A /services #

CIMC Web サービスのイネーブル化
CIMC Webサービスをイネーブルにするには：

• admin権限でログインする必要があります。

• CIMC Webサービスは、デフォルトではイネーブルなので、ディセーブルにする必要があり
ます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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

システムのサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system #scope services/ステップ 2   

CIMCWebサービスをイネーブルにしま
す。

UCS-A/system/services #enable
cimcwebsvc/

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A/system/services *#
commit-buffer/

ステップ 4   

次に、CIMC Webサービスをイネーブルにし、トランザクションを保存する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope services
UCS-A/system/services # enable cimcwebsvc
UCS-A/system/services *# commit-buffer
UCS-A/system/services # commit-buffer
UCS-A/system/services # show cimcwebsvc
Name: cimcwebservice

Admin State: Enabled

CIMC Web サービスのディセーブル化
CIMC Webサービスをディセーブルにするには：

• admin権限でログインする必要があります。

• CIMC Webサービスをイネーブルにする必要があります。

CIMC Webサービスはデフォルトでイネーブルとなっています。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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

システムのサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system #scope services/ステップ 2   

CIMCWebサービスをディセーブルにし
ます。

UCS-A/system/services #disable
cimcwebsvc/

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A/system/services *#
commit-buffer/

ステップ 4   

次に、CIMC Webサービスをディセーブルにし、トランザクションを保存する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope services
UCS-A/system/services # disable cimcwebsvc
UCS-A/system/services *# commit-buffer
UCS-A/system/services # commit-buffer
UCS-A/system/services # show cimcwebsvc
Name: cimcwebservice

Admin State: Disabled

通信サービスのディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

指定したサービスを無効にします。ここで

service-name引数は次のいずれかのキーワードで
す。

UCS-A /system/services #
disable service-name

ステップ 3   

• cimxml：CIM XMLサービスを無効にします

• http：HTTPサービスを無効にします

• https：HTTPSサービスを無効にします

• telnet-server：Telnetサービスを無効にしま
す

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、CIM XMLをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A# scope services
UCS-A /system/services # disable cimxml
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #
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第 7 章

認証の設定

この章は、次の項で構成されています。

• 認証サービス, 161 ページ

• リモート認証プロバイダーに関する注意事項および推奨事項, 162 ページ

• リモート認証プロバイダーのユーザ属性, 162 ページ

• 二要素認証, 164 ページ

• LDAPグループルール, 165 ページ

• ネストされた LDAPグループ, 165 ページ

• LDAPプロバイダーの設定, 166 ページ

• RADIUSプロバイダーの設定, 177 ページ

• TACACS+プロバイダーの設定, 180 ページ

• マルチ認証システムの設定, 183 ページ

• マルチ認証システムの設定, 185 ページ

• プライマリ認証サービスの選択, 193 ページ

認証サービス
Cisco UCSでは、ユーザログインを認証するための次の方法をサポートしています。

•ローカルユーザ認証：ローカルの Cisco UCSManagerに存在するユーザアカウントを使用し
ます。

•リモートユーザ認証：次のプロトコルのいずれかを使用します。

◦ LDAP

◦ RADIUS
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◦ TACACS+

リモート認証プロバイダーに関する注意事項および推奨

事項
システムを、サポートされているリモート認証サービスのいずれかに設定する場合は、そのサー

ビス用のプロバイダーを作成して、CiscoUCSManagerがそのシステムと通信できるようにする必
要があります。ユーザ認証に影響する注意事項は次のとおりです。

リモート認証サービスのユーザアカウント

ユーザアカウントは、Cisco UCS Managerにローカルに存在するか、またはリモート認証サーバ
に存在することができます。

リモート認証サービスを介してログインしているユーザの一時的なセッションは、Cisco UCS
Manager GUIと Cisco UCS Manager CLIで表示できます。

リモート認証サービスのユーザロール

リモート認証サーバでユーザアカウントを作成する場合は、ユーザが Cisco UCS Managerで作業
するために必要なロールをそれらのアカウントに含めること、およびそれらのロールの名前を

CiscoUCSManagerで使用される名前と一致させることが必要です。ロールポリシーによっては、
ユーザがログインできない場合や読み取り専用権限しか付与されない場合があります。

リモート認証プロバイダーのユーザ属性
RADIUSおよび TACACS+構成では、ユーザが Cisco UCS Managerへのログインに使用する各リ
モート認証プロバイダーに Cisco UCS用のユーザ属性を設定する必要があります。このユーザ属
性には、各ユーザに割り当てられたロールとロケールが含まれています。

この手順は、LDAPグループマッピングを使用してロールとロケールを割り当てる LDAP設
定では必要ありません。

（注）

ユーザがログインすると、Cisco UCS Managerは次を実行します。

1 リモート認証サービスに問い合わせます。

2 ユーザを検証します。

3 ユーザが検証されると、そのユーザに割り当てられているロールとロケールをチェックしま

す。

次の表は、Cisco UCSでサポートしているリモート認証プロバイダーのユーザ属性要件を比較し
たものです。
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表 6：リモート認証プロバイダーによるユーザ属性の比較

属性 ID 要件スキーマの拡張カスタム属性認証プロバイ

ダー

シスコの LDAPの実装では、
Unicodeタイプの属性が必要で
す。

CiscoAVPairカスタム属性を作
成する場合は、属性 IDとして
1.3.6.1.4.1.9.287247.1を使用しま
す

サンプルのOIDが次のセクショ
ンに示されています。

オプション。次のいずれかを

実行するよう選択できます。

• LDAPスキーマを拡張せ
ず、要件を満たす既存の

未使用の属性を設定しま

す。

• LDAPスキーマを拡張し
て、CiscoAVPairなどの一
意の名前でカスタム属性

を作成します。

グループマッ

ピング使用時

は不要

グループマッ

ピング不使用

時は任意

LDAP

シスコによるRADIUSの実装の
ベンダー IDは 009であり、属
性のベンダー IDは 001です。

次の構文例は、cisco-avpair属性
を作成する場合に複数のユーザ

ロールとロケールを指定する方

法を示しています。
shell:roles="admin,aaa"

shell:locales="L1,abc"。複数

の値を区切るには、区切り文字

としてカンマ「,」を使用しま
す。

オプション。次のいずれかを

実行するよう選択できます。

• RADIUSスキーマを拡張
せず、要件を満たす既存

の未使用属性を使用す

る。

• RADIUSスキーマを拡張
して、cisco-avpairなどの
一意の名前でカスタム属

性を作成する。

任意RADIUS
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属性 ID 要件スキーマの拡張カスタム属性認証プロバイ

ダー

cisco-av-pair名は、TACACS+プ
ロバイダーの属性 IDを提供す
る文字列です。

次の構文例は、cisco-av-pair属性
を作成するときに複数のユーザ

ロールとロケールを指定する方

法を示しています。
cisco-av-pair=shell:roles="admin

aaa" shell:locales*"L1 abc"。

cisco-av-pair属性構文でアスタリ
スク（*）を使用すると、ロケー
ルがオプションとして指定さ

れ、同じ認可プロファイルを使

用する他のシスコデバイスで認

証の失敗を防ぐことができま

す。複数の値を区切るには、区

切り文字としてスペースを使用

します。

必須です。スキーマを拡張し、

cisco-av-pairという名前のカス
タム属性を作成する必要があ

ります。

必須TACACS+

LDAP ユーザ属性のサンプル OID

カスタム CiscoAVPair属性のサンプル OIDは、次のとおりです。

CN=CiscoAVPair,CN=Schema,
CN=Configuration,CN=X
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
cn: CiscoAVPair
distinguishedName: CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
instanceType: 0x4
uSNCreated: 26318654
attributeID: 1.3.6.1.4.1.9.287247.1
attributeSyntax: 2.5.5.12
isSingleValued: TRUE
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: CiscoAVPair
adminDescription: UCS User Authorization Field
oMSyntax: 64
lDAPDisplayName: CiscoAVPair
name: CiscoAVPair
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X

二要素認証
Cisco UCS Managerでは、リモートユーザのログインに二要素認証を使用して、アカウントのロ
グインのセキュリティレベルを高めています。二要素認証のログインでは、パスワードフィール
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ドでユーザ名、トークン、パスワードの組み合わせが必要です。PIN、証明書、またはトークンを
指定できます。

二要素認証では、認証アプリケーションを使用します。このアプリケーションはトークンサーバ

を保持して、ログインプロセス中にユーザ用のワンタイムトークンを生成し、パスワードをAAA
サーバに保存します。ベンダー固有の属性を取得するために、リクエストがトークンサーバに送

信されます。Cisco UCSManagerは、トークンサーバがリクエストをAAAサーバに転送できるよ
うに、トークンサーバを AAAサーバと統合することを要求します。パスワードとトークンは、
AAAサーバによって同時に検証されます。ユーザは、AAAサーバで設定されているのと同じ順
序で、トークンとパスワードを入力する必要があります。

二要素認証は、RADIUSまたは TACACS+プロバイダーグループを指定認証ドメインに関連付
け、それらのドメインで二要素認証を有効にすることによってサポートされます。二要素認証で

は IPMをサポートしておらず、また認証レルムが LDAP、local、または noneに設定されている場
合はサポートされません。

Web セッションの更新および Web セッションのタイムアウト期限

[Web Session Refresh Period]は、Cisco UCS Manager GUIのWebセッションに対する更新要求間隔
に許容される最大時間です。[Web Session Timeout]は、最後の更新要求後から Cisco UCS Manager
GUIのWebセッションが非アクティブになるまでの最大経過時間です。

[Web Session Refresh Period]を 60秒より長く、最大で 172800秒まで長くすると、トークンとパス
ワードを繰り返し生成および再入力する必要があるセッションタイムアウトが頻繁に起きるのを

避けることができます。デフォルト値は、二要素認証がイネーブルの場合は7200秒、二要素認証
がイネーブルでない場合は 600秒です。

[Web Session Timeout Period]には 300から 172800の間の値を指定できます。デフォルト値は、二
要素認証がイネーブルの場合は 8000秒、二要素認証がイネーブルでない場合は 7200秒です。

LDAP グループルール
LDAPグループルールによって、ユーザロールおよびロケールをリモートユーザに割り当てると
きに Cisco UCSが LDAPグループを使用するかどうかが決まります。

ネストされた LDAP グループ
LDAPグループを他のグループおよびネストグループのメンバーとして追加し、メンバーアカウ
ントを統合してトラフィックの重複を減らすことができます。CiscoUCSManagerのリリース2.1(2)
以降では、LDAPグループマップで定義された他のグループ内にネストされた LDAPグループを
検索できます。
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ネストされた LDAPの検索サポートはMicrosoft Active Directoryサーバに対してのみサポート
されます。サポートされているバージョンはMicrosoft Windows 2003 SP3、Microsoft Windows
2008 R2、およびMicrosoft Windows 2012です。

（注）

デフォルトでは、LDAPグループを別のグループ内にネストするときにユーザ権限が継承されま
す。たとえば、Group_2のメンバーとしてGroup_1を作成する場合、Group_1のユーザはGroup_2
のメンバーと同じ権限が与えられます。その結果、Group_1のメンバーであるユーザを検索する
ときは、LDAPグループマップで Group_2だけを選択します。Group_1と Group_2を別々に検索
する必要はありません。

Cisco UCS Managerのグループマップでサブグループを常に作成する必要がなくなります。

LDAP プロバイダーの設定

LDAP プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、CiscoUCSManagerで定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ

の設定が含まれている場合、CiscoUCSでその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

Active Directoryを LDAPサーバとして使用している場合は、Active Directoryサーバで Cisco UCS
にバインドするユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパス

ワードを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

指定された属性を含むレコードにデータベー

ス検索を限定します。

UCS-A /security/ldap # set
attribute attribute

ステップ 3   

指定された識別名を含むレコードにデータ

ベース検索を限定します。

UCS-A /security/ldap # set basedn
distinguished-name

ステップ 4   

指定されたフィルタを含むレコードにデータ

ベース検索を限定します。

UCS-A /security/ldap # set filter
filter

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知す

る前に、LDAPサーバからの応答を待つ時間
間隔を設定します。

UCS-A /security/ldap # set timeout
seconds

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/ldap #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、LDAP属性をCiscoAvPairに、ベース識別名を「DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com」
に、フィルタを「sAMAccountName=$userid」、タイムアウト間隔を 5秒に設定し、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # set attribute CiscoAvPair
UCS-A /security/ldap* # set basedn "DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCS-A /security/ldap* # set filter sAMAccountName=$userid
UCS-A /security/ldap* # set timeout 5
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

ユーザログインは LDAPユーザの userdnが 255文字を超えると失敗します。（注）

次の作業

LDAPプロバイダーを作成します。

LDAP プロバイダーの作成
Cisco UCS Managerでは、最大 16の LDAPプロバイダーがサポートされます。

はじめる前に

Active Directoryを LDAPサーバとして使用している場合は、Active Directoryサーバで Cisco UCS
にバインドするユーザアカウントを作成します。このアカウントには、期限切れにならないパス

ワードを設定します。

• LDAPサーバで、次のいずれかの設定を行います。

◦ LDAPグループを設定します。LDAPグループには、ユーザのロールとロケール情報が
含まれています。

◦ Cisco UCS Managerのユーザロールとロケール情報を保持する属性をユーザに対して設
定します。この属性について LDAPスキーマを拡張するかどうかを選択できます。ス
キーマを拡張しない場合は、既存の LDAP属性を使用して Cisco UCSユーザロールと
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ロケールを保持します。スキーマを拡張する場合は、CiscoAVPair属性などのカスタム
属性を作成します。

シスコの LDAPの実装では、Unicodeタイプの属性が必要です。

CiscoAVPairカスタム属性を作成する場合は、属性 IDとして 1.3.6.1.4.1.9.287247.1を使
用します

◦クラスタ設定では、両方のファブリックインターコネクトに対する管理ポートの IPv4
または IPv6アドレスを追加します。この設定では、1つめのファブリックインターコ
ネクトで障害が発生し、システムが2つめのファブリックインターコネクトにフェール
オーバーしても、リモートユーザは引き続きログインできることが保証されます。ログ

イン要求はすべて、これらの IPアドレスから送信されます。Cisco UCSManagerにより
使用されている仮想 IPv4または IPv6アドレスではありません。

•セキュアな通信を使用する場合は、LDAPサーバのルート認証局（CA）の証明書が格納され
たトラストポイントを Cisco UCS Managerで作成します。

• LDAPプロバイダーを変更したり、追加または削除したりする必要がある場合は、ドメイン
認証レルムをローカルに変更し、プロバイダーに変更を加えた後、ドメイン認証レルムを

LDAPに戻す必要があります。

• Active Directoryバインド識別名の属性を定義する際に次の表にある特殊文字を使用する場
合、対応する文字の16進数値の後にバックスラッシュ（\）を使用して、特殊文字をエスケー
プ文字で置き換える必要があります。

16 進数値説明特殊文字

0x2Cカンマ,

0x2Bプラス記号+

0x22二重引用符"

0x5Cバックスラッシュ\

0x3C左角ブラケット<

0x3E右角ブラケット>

0x3Bセミコロン;

0×0A改行LF

0x0D復帰CR

0x3D等号=

0x2Fスラッシュ/
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https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366101に特殊文字をエスケープ文字と 16進数値に置き換
える方法についての説明があります。

手順

目的コマンドまたはアク

ション

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

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope
ldap

ステップ 2   

LDAPサーバインスタンスを作成し、セキュリティ LDAP
サーバモードを開始します。SSLが有効化の場合、server-name

UCS-A /security/ldap #
create server
server-name

ステップ 3   

は、通常 IPアドレスまたは FQDNとなり、LDAPサーバのセ
キュリティ証明書内の通常名（CN）と正確に一致している必
要があります。IPアドレスが指定されているのでない限り、
DNSサーバはCiscoUCSManagerで設定する必要があります。

（任意）

ユーザロールとロケールの値を保管するLDAP属性。このプ
ロパティは、常に、名前と値のペアで指定されます。システ

UCS-A
/security/ldap/server #
set attribute attr-name

ステップ 4   

ムは、ユーザレコードで、この属性名と一致する値を検索し

ます。

LDAPスキーマを拡張しない場合は、既存の使用されていな
いLDAP属性をCiscoUCSロールとスケールに設定できます。
あるいは、属性 ID「1.3.6.1.4.1.9.287247.1」を持つ、
CiscoAVPairという名前の属性をリモート認証サービスに作成
できます。

デフォルトの属性がLDAPの [General]タブで設定されていな
い場合は、この値が必要です。

（任意）

リモートユーザがログインし、システムがそのユーザ名に基

づいてユーザの DNの取得を試みるときに、サーバが検索を

UCS-A
/security/ldap/server #
set basedn basedn-name

ステップ 5   

開始する LDAP階層内の特定の識別名。ベース DNは、最大
255文字から CN=ユーザ名の長さを差し引いた長さに設定す
ることができます。ユーザ名は、LDAP認証によりCiscoUCS
Managerへのアクセスを試みているリモートユーザの識別に
使用されます。

デフォルトのベースDNが LDAPの [General]タブで設定され
ていない場合は、この値が必要です。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
169

認証の設定

LDAP プロバイダーの作成

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366101


目的コマンドまたはアク

ション

（任意）

ベース DNのすべてのオブジェクトに対する読み取り権限と
検索権限を持つ、LDAPデータベースアカウントの識別名
（DN）。

UCS-A
/security/ldap/server #
set binddn binddn-name

ステップ 6   

サポートされるストリングの最大長は 255文字（ASCII）で
す。

（任意）

LDAP検索は、定義したフィルタと一致するユーザ名に限定
されます。

UCS-A
/security/ldap/server #
set filter filter-value

ステップ 7   

デフォルトのフィルタがLDAPの [General]タブで設定されて
いない場合は、この値が必要です。

[Bind DN]フィールドで指定した LDAPデータベースアカウ
ントのパスワード。標準ASCII文字を入力できます。ただし、

UCS-A
/security/ldap/server #
set password

ステップ 8   

「§」（セクション記号）、「?」（疑問符）、「=」（等号）
は除きます。

パスワードを設定するには、set passwordコマンドを入力し
てからEnterキーを押し、プロンプトでキー値を入力します。

（任意）

Cisco UCSでこのプロバイダーをユーザの認証に使用する順
序。

UCS-A
/security/ldap/server #
set order order-num

ステップ 9   

（任意）

Cisco UCSが LDAPデータベースと通信するために使用する
ポート。標準ポート番号は 389です。

UCS-A
/security/ldap/server #
set port port-num

ステッ

プ 10   

LDAPサーバと通信するときの暗号化の使用をイネーブルま
たはディセーブルにします。オプションは次のとおりです。

UCS-A
/security/ldap/server #
set ssl {yes no}

ステッ

プ 11   

• yes：暗号化が必要です。暗号化をネゴシエートできない
場合は、接続に失敗します。

• no：暗号化はディセーブルです。認証情報はクリアテキ
ストとして送信されます。

LDAPでは STARTTLSが使用されます。これにより、ポート
389を使用した暗号化通信が可能になります。

暗号化が有効な場合は、ポートを 636に変更せず、389のま
まにしてください。Cisco UCSは、SSL用のポート 636でTLS
セッションをネゴシエートしますが、初期接続は暗号化され

ない状態で 389で開始されます。
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目的コマンドまたはアク

ション

LDAPデータベースへの問い合わせがタイムアウトするまで
の秒数。

UCS-A
/security/ldap/server #
set timeout timeout-num

ステッ

プ 12   

1～ 60秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して LDAP
の [General]で指定したタイムアウト値を使用します。デフォ
ルトは 30秒です。

LDAPサーバのネストされた LDAPグループ検索機能の使用
をイネーブルまたはディセーブルにします。オプションは次

のとおりです。

UCS-A
/security/ldap/server #
set vendor {ms-ad |
openldap}

ステッ

プ 13   

• ms-ad：ネストされた LDAPグループ検索は、このオプ
ションでサポートされます。ベンダーをms-ad（Microsoft
Active Directory）に設定し、ldap-group-ruleを有効にし
て recursiveに設定すると、Cisco UCS Managerはネスト
された LDAPグループを検索できます。

• openldap：ネストされたLDAPグループ検索は、このオ
プションでサポートされません。ベンダーをopenldapに
設定し、ldap-group-ruleを有効にして recursiveに設定す
ると、Cisco UCS Managerはネストされた LDAPグルー
プを検索しません。このオプションを選択すると、親グ

ループがグループマップにすでに設定されていても、

Cisco UCS Managerで LDAPグループマップとして各
LDAPサブグループを作成する必要があります。

Cisco UCS Managerを旧バージョンからリリース
2.1(2)にアップグレードすると、LDAPプロバイダー
のベンダー属性は openldapにデフォルトで設定さ
れ、LDAP認証が正常に機能し続けます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/security/ldap/server #
commit-buffer

ステッ

プ 14   

次の例では、10.193.169.246という名前のLDAPサーバインスタンスを作成し、binddn、パスワー
ド、順序、ポート、SSL、ベンダー属性を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap* # create server 10.193.169.246
UCS-A /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCS-A /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
UCS-A /security/ldap/server* # set order 2
UCS-A /security/ldap/server* # set port 389
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UCS-A /security/ldap/server* # set ssl yes
UCS-A /security/ldap/server* # set timeout 30
UCS-A /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
UCS-A /security/ldap/server* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/server #

次の例では、12:31:71:1231:45b1:0011:011:900という名前のLDAPサーバインスタンスを作成し、
binddn、パスワード、順序、ポート、SSL、ベンダー属性を設定し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap* # create server 12:31:71:1231:45b1:0011:011:900
UCS-A /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
UCS-A /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
UCS-A /security/ldap/server* # set order 1
UCS-A /security/ldap/server* # set port 389
UCS-A /security/ldap/server* # set ssl yes
UCS-A /security/ldap/server* # set timeout 45
UCS-A /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
UCS-A /security/ldap/server* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/server #

次の作業

単一の LDAPデータベースが関係する実装の場合は、認証サービスとして LDAPを選択します。

複数の LDAPデータベースが関係する実装の場合は、LDAPプロバイダーグループを設定しま
す。

LDAP プロバイダーの LDAP グループルールの変更

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

セキュリティ LDAPプロバイダーモードを開始し
ます。

UCS-A /security/ldap # scope server
ldap-provider

ステップ 3   

LDAPグループルールモードを開始します。UCS-A /security/ldap/server # scope
ldap-group-rule

ステップ 4   

ユーザロールとロケールをリモートユーザに割り

当てるときに、CiscoUCSがLDAPグループを検索
するかどうかを指定します。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set authorization {enable |
disable}

ステップ 5   

• disable：Cisco UCSは LDAPグループにアク
セスしません。
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目的コマンドまたはアクション

• enable：Cisco UCSは、この Cisco UCSドメイ
ンにマッピングされたLDAPプロバイダーグ
ループを検索します。リモートユーザが検出

されると、Cisco UCSは、関連する LDAPグ
ループマップでそのLDAPグループに対して
定義されているユーザロールとロケールを割

り当てます。

ロールとロケールの割り当ては累積され

ます。ユーザが複数のグループに属して

いる場合や LDAP属性で指定されたロー
ルまたはロケールを持っている場合、

Cisco UCSは、それらのグループまたは
属性のいずれかにマップされているすべ

てのロールとロケールをそのユーザに割

り当てます。

（注）

Cisco UCSが LDAPデータベース内のグループメ
ンバーシップを判別するために使用する属性。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set member-of-attribute
attr-name

ステップ 6   

サポートされるストリングの長さは 63文字です。
デフォルトの文字列は「memberOf」です。

Cisco UCSがグループメンバーの親グループの設
定を引き継ぐかどうかを、必要に応じて指定しま

す。ここに表示される値は次のとおりです。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set traversal {non-recursive |
recursive}

ステップ 7   

• non-recursive：Cisco UCSは、ユーザが所属す
るグループだけを検索します。

• recursive：CiscoUCSは、ユーザに属する継承
元グループすべてを検索します。

プライマリグループをメンバーシップの検証のた

めに Cisco UCSドメイン内の LDAPグループマッ
UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# set use-primary-group {yes | no}

ステップ 8   

プとして設定します。Cisco UCSManagerを有効に
して、ユーザのプライマリグループメンバーシッ

プをダウンロードして検証することができます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/security/ldap/server/ldap-group-rule
# commit-buffer

ステップ 9   
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次の例は、権限をイネーブルにする LDAPグループルールを設定し、属性のメンバを memberOf
に設定し、traversalを non-recursiveに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # scope server ldapprovider
UCS-A /security/ldap/server # scope ldap-group-rule
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule # set authorization enable
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # set member-of-attribute memberOf
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # set traversal non-recursive
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # set use-primary-group yes
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/server/ldap-group-rule #

LDAP プロバイダーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ LDAPモードを開始しま
す

UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

指定したサーバを削除します。UCS-A /security/ldap # delete server
serv-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/ldap # commit-bufferステップ 4   

次に、ldap1という名前の LDAPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # delete server ldap1
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

LDAP グループマッピング
LDAPグループマッピングにより、LDAPユーザオブジェクトのロールまたはロケール情報を定
義する必要がなくなります。LDAPデータベースへのアクセスを制限する LDAPグループを使用
している組織にログインする際、UCSMはグループメンバーシップ情報を使用してロールとロ
ケールを LDAPユーザに割り当てます。

ユーザがCiscoUCSManagerにログインする際、LDAPグループマップはユーザのロールとロケー
ルに関する情報を取り出します。ロールとロケールの基準がポリシー情報と一致する場合は、ア

クセスが許可されます。Cisco UCSManagerは、リリースバージョンに応じて最大 28、128、また
は 160の LDAPグループマップをサポートします。
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Cisco UCS Managerリリース 3.1(1)は最大 128の LDAPグループマップをサポートし、リリー
ス 3.1(2)以降は最大 160の LDAPグループマップをサポートします。

（注）

Cisco UCSManagerでローカルに設定したロールとロケール定義に対しては、LDAPディレクトリ
に対する変更に基づいた自動更新は行われません。LDAPディレクトリ内の LDAPグループの削
除や名前変更を行う場合は、その変更に合わせてCiscoUCSManagerも更新する必要があります。

LDAPグループマップは、次のロールとロケールのいずれかの組み合わせを含むように設定でき
ます。

•ロールのみ

•ロケールのみ

•ロールとロケールの両方

たとえば、特定の場所のサーバ管理者グループを表す LDAPグループがあるとします。LDAPグ
ループマップには、サーバプロファイルやサーバ機器などのユーザロールが含まれていること

もあります。特定の場所のサーバ管理者へのアクセスを制限するために、ロケールに特定のサイ

ト名を設定することができます。

Cisco UCS Managerにはすぐに使用できるユーザロールが含まれていますが、ロケールは含ま
れていません。LDAPプロバイダーグループをロケールにマッピングするには、カスタムロ
ケールを作成する必要があります。

（注）

LDAP グループマップの作成

はじめる前に

• LDAPサーバで LDAPグループを作成します。

• LDAPサーバで LDAPグループの識別名を設定します。

• Cisco UCS Managerでロケールを作成します（オプション）。

• Cisco UCS Managerでカスタムロールを作成します（オプション）。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定した DN用の LDAPグループマップを作
成します。

UCS-A /security/ldap # create
ldap-group group-dn

ステップ 3   

グループ DNの最大文字数は 240です。
このコマンドに特殊文字を入力する

場合は、特殊文字の前にエスケープ

文字 \\（バックスラッシュ 2個）を
付ける必要があります。

（注）

指定されたロケールに LDAPグループをマッ
ピングします。

UCS-A /security/ldap/ldap-group #
create locale locale-name

ステップ 4   

指定されたロールに LDAPグループをマッピ
ングします。

UCS-A /security/ldap/ldap-group #
create role role-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/ldap/ldap-group #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、DNに LDAPグループをマッピングし、ロケールを pacificに設定し、ロールを adminに設
定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # create ldap-group cn=security,cn=users,dc=lab,dc=com
UCS-A /security/ldap/ldap-group* # create locale pacific
UCS-A /security/ldap/ldap-group* # create role admin
UCS-A /security/ldap/ldap-group* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/ldap-group #

次の作業

LDAPグループルールを設定します。

LDAP グループマップの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ LDAPモードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

指定したDN用の LDAPグループマップ
を削除します。

UCS-A /security/ldap # delete
ldap-group group-dn

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security/ldap # commit-bufferステップ 4   

次に、LDAPグループマップを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # delete ldap-group cn=security,cn=users,dc=lab,dc=com
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

RADIUS プロバイダーの設定

RADIUS プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、CiscoUCSManagerで定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ

の設定が含まれている場合、CiscoUCSでその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ RADIUSモードを開始します。UCS-A /security # scope radiusステップ 2   

（任意）

サーバをダウンとして通知する前に RADIUS
サーバとの通信を再試行する回数を設定しま

す。

UCS-A /security/radius # set
retries retry-num

ステップ 3   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知す

る前に、RADIUSサーバからの応答を待つ時
間間隔を設定します。

UCS-A /security/radius # set
timeout seconds

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/radius #
commit-buffer

ステップ 5   
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次の例は、RADIUSリトライを 4に設定し、タイムアウト間隔を 30秒に設定し、トランザクショ
ンをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # set retries 4
UCS-A /security/radius* # set timeout 30
UCS-A /security/radius* # commit-buffer
UCS-A /security/radius #

次の作業

RADIUSプロバイダーを作成します。

RADIUS プロバイダーの作成
Cisco UCS Managerでは、最大 16の RADIUSプロバイダーがサポートされます。

はじめる前に

RADIUSサーバで、次の設定を行います。

• Cisco UCS Managerのユーザロールとロケール情報を保持する属性をユーザに対して設定し
ます。この属性についてRADIUSスキーマを拡張するかどうかを選択できます。スキーマを
拡張しない場合は、既存のRADIUS属性を使用してCiscoUCSユーザロールとロケールを保
持します。スキーマを拡張する場合は、cisco-avpair属性などのカスタム属性を作成します。

シスコによる RADIUSの実装のベンダー IDは 009であり、属性のベンダー IDは 001です。

次の構文例は、cisco-avpair属性を作成する場合に複数のユーザロールとロケールを指定する
方法を示しています。shell:roles="admin,aaa" shell:locales="L1,abc"。複数の値を区切る

には、区切り文字としてカンマ「,」を使用します。

•クラスタ設定では、両方のファブリックインターコネクトに対する管理ポートの IPv4また
は IPv6アドレスを追加します。この設定では、1つめのファブリックインターコネクトで障
害が発生し、システムが 2つめのファブリックインターコネクトにフェールオーバーして
も、リモートユーザは引き続きログインできることが保証されます。ログイン要求はすべ

て、これらの IPアドレスから送信されます。Cisco UCS Managerにより使用されている仮想
IPアドレスではありません。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ RADIUSモードを開始します。UCS-A /security # scope radiusステップ 2   

RADIUSサーバインスタンスを作成し、セキュ
リティ RADIUSサーバモードを開始します

UCS-A /security/radius # create
server server-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

RADIUSサーバとの通信に使用するポートを指
定します。

UCS-A /security/radius/server #
set authport authport-num

ステップ 4   

RADIUSサーバキーを設定します。キー値を設
定するには、set keyコマンドを入力してから

UCS-A /security/radius/server #
set key

ステップ 5   

EnterEnterキーを押し、プロンプトでキー値を入
力します。

（任意）

このサーバが試行される順序を指定します。

UCS-A /security/radius/server #
set order order-num

ステップ 6   

（任意）

サーバをダウンとして通知する前に RADIUS
サーバとの通信を再試行する回数を設定します。

UCS-A /security/radius/server #
set retries retry-num

ステップ 7   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知する

前に、RADIUSサーバからの応答を待つ時間間
隔を設定します。

UCS-A /security/radius/server #
set timeout seconds

ステップ 8   

RADIUSプロバイダーに二要素認証を
選択する場合は、より高いタイムアウ

ト値を設定することを推奨します。

ヒント

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /security/radius/server #
commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、radiusserv7という名前のサーバインスタンスを作成し、認証ポートを5858に設定し、
キーを radiuskey321に設定し、順序を 2に設定し、再試行回数を 4回に設定し、タイムアウトを
30に設定し、二要素認証をイネーブルにし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # create server radiusserv7
UCS-A /security/radius/server* # set authport 5858
UCS-A /security/radius/server* # set key
Enter the key: radiuskey321
Confirm the key: radiuskey321
UCS-A /security/radius/server* # set order 2
UCS-A /security/radius/server* # set retries 4
UCS-A /security/radius/server* # set timeout 30
UCS-A /security/radius/server* # commit-buffer
UCS-A /security/radius/server #

次の作業

単一の RADIUSデータベースが関係する実装の場合は、RADIUSをプライマリ認証サービスとし
て選択します。
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複数のRADIUSデータベースが関係する実装の場合は、RADIUSプロバイダーグループを設定し
ます。

RADIUS プロバイダーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ RADIUSモードを開始し
ます。

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

指定したサーバを削除します。UCS-A /security/radius # delete server
serv-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/radius #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、radius1という RADIUSサーバを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # delete server radius1
UCS-A /security/radius* # commit-buffer
UCS-A /security/radius #

TACACS+ プロバイダーの設定

TACACS+ プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、CiscoUCSManagerで定義されたこのタイプのすべてのプロ
バイダー接続のデフォルト設定です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティ

の設定が含まれている場合、CiscoUCSでその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ TACACS+モードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope tacacsステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知す

る前に、TACACS+サーバからの応答を待つ
時間間隔を設定します。

UCS-A /security/tacacs # set
timeout seconds

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/tacacs #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、TACACS+タイムアウト間隔を 45秒に設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # set timeout 45
UCS-A /security/tacacs* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs #

次の作業

TACACS+プロバイダーを作成します。

TACACS+ プロバイダーの作成
Cisco UCS Managerでは、最大 16の TACACS+プロバイダーがサポートされます。

はじめる前に

TACACS+サーバで、次の設定を行います。

• cisco-av-pair属性を作成します。既存の TACACS+属性は使用できません。

cisco-av-pair名は、TACACS+プロバイダーの属性 IDを提供する文字列です。

次の構文例は、cisco-av-pair属性を作成するときに複数のユーザロールとロケールを指定す
る方法を示しています。cisco-av-pair=shell:roles="admin aaa" shell:locales*"L1 abc"。

cisco-av-pair属性構文でアスタリスク（*）を使用すると、ロケールがオプションとして指定
され、同じ認可プロファイルを使用する他のシスコデバイスで認証の失敗を防ぐことができ

ます。複数の値を区切るには、区切り文字としてスペースを使用します。

•クラスタ設定では、両方のファブリックインターコネクトに対する管理ポートの IPv4また
は IPv6アドレスを追加します。この設定では、1つめのファブリックインターコネクトで障
害が発生し、システムが 2つめのファブリックインターコネクトにフェールオーバーして
も、リモートユーザは引き続きログインできることが保証されます。ログイン要求はすべ

て、これらの IPアドレスから送信されます。Cisco UCS Managerにより使用されている仮想
IPアドレスではありません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ TACACS+モードを開始します。UCS-A /security # scope tacacsステップ 2   

TACACS+サーバインスタンスを作成し、セキュ
リティ TACACS+サーバモードを開始します

UCS-A /security/tacacs # create
server server-name

ステップ 3   

（任意）

TACACS+サーバキーを設定します。キー値を
設定するには、set keyコマンドを入力してから

UCS-A /security/tacacs/server #
set key

ステップ 4   

EnterEnterキーを押し、プロンプトでキー値を入
力します。

（任意）

このサーバが試行される順序を指定します。

UCS-A /security/tacacs/server #
set order order-num

ステップ 5   

（任意）

システムがサーバをダウン状態として通知する

前に、TACACS+サーバからの応答を待つ時間
間隔を設定します。

UCS-A /security/tacacs/server #
set timeoutseconds

ステップ 6   

TACACS+プロバイダーに二要素認証
を選択する場合は、より高いタイムア

ウト値を設定することを推奨します。

ヒント

TACACS+サーバとの通信に使用するポートを
指定します。

UCS-A /security/tacacs/server #
set port port-num

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /security/tacacs/server #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、tacacsserv680という名前のサーバインスタンスを作成し、キーを tacacskey321に設定
してそのキーを確認し、順序を 4に設定し、認証ポートを 5859に設定し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # create server tacacsserv680
UCS-A /security/tacacs/server* # set key
Enter the key: tacacskey321
Confirm the key: tacacskey321
UCS-A /security/tacacs/server* # set order 4
UCS-A /security/tacacs/server* # set port 5859
UCS-A /security/tacacs/server* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs/server #
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次の作業

単一の TACACS+データベースが関係する実装の場合は、TACACS+をプライマリ認証サービス
として選択します。

複数の TACACS+データベースが関係する実装の場合は、TACACS+プロバイダーグループを設
定します。

TACACS+ プロバイダーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ TACACSモードを開始し
ます。

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

指定したサーバを削除します。UCS-A /security/tacacs # delete server
serv-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/tacacs #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、tacacs1という TACACSサーバを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # delete server TACACS1
UCS-A /security/tacacs* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs #

マルチ認証システムの設定

マルチ認証サービス

次の機能を実装して、CiscoUCSが複数の認証サービスを使用するよう設定することができます。

•プロバイダーグループ

•認証ドメイン

プロバイダーグループと認証ドメインが Cisco UCS Managerで設定された後、Cisco UCS Manager
CLIを使用して次の構文でシステムにログインできます。ucs: auth-domain\ user-name
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リモート認証サービスで複数の認証ドメインとネイティブ認証が設定されている場合は、次のい

ずれかの構文例を使用して SSH、Telnetまたは Puttyでログインします。

SSHログインでは大文字と小文字が区別されます。（注）

Linux端末からは以下の SSHを使用します。

• sshucs-auth-domain\\username@{UCSM-ip-address|UCMS-ipv6-address}
ssh ucs-example\\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-example\\jsmith@2001::1

• ssh -lucs-auth-domain\\username {UCSM-ip-address| UCSM-ipv6-address| UCSM-host-name}
ssh -l ucs-example\\jsmith 192.0.20.11
ssh -l ucs-example\\jsmith 2001::1

• ssh {UCSM-ip-address | UCSM-ipv6-address | UCSM-host-name} -lucs-auth-domain\\username
ssh 192.0.20.11 -l ucs-example\\jsmith
ssh 2001::1 -l ucs-example\\jsmith

• sshucs-auth-domain\\username@{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}
ssh ucs-ldap23\\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-ldap23\\jsmith@2001::1

Linux端末からは以下の Telnetを使用します。

• telnet ucs-UCSM-host-name ucs-auth-domain\username
telnet ucs-qa-10
login: ucs-ldap23\blradmin

• telnetucs-{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}ucs-auth-domain\username
telnet 10.106.19.12 2052
ucs-qa-10-A login: ucs-ldap23\blradmin

Puttyクライアントから：

• Login as: ucs-auth-domain\username
Login as: ucs-example\jsmith

デフォルトの認証がローカルに設定され、コンソール認証が LDAPに設定さ
れている場合は、ucs-local\admin（adminはローカルアカウント名）を使用し
て Puttyクライアントからファブリックインターコネクトにログインできま
す。

（注）
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マルチ認証システムの設定

プロバイダーグループ

プロバイダーグループは、認証プロセス中に Cisco UCSがアクセスするプロバイダーのセットで
す。プロバイダーグループ内のすべてのプロバイダーが、ユーザの認証に Cisco UCSプロバイ
ダーが使用する順にアクセスされます。設定されたすべてのサーバが使用できない場合、または

到達不能な場合、CiscoUCSManagerは、ローカルユーザ名とパスワードを使用して自動的にロー
カル認証方式にフォールバックします。

Cisco UCS Managerでは、最大 16のプロバイダーグループを作成でき、グループごとに最大 8つ
のプロバイダーを含めることができます。

LDAP プロバイダーグループの作成
LDAPプロバイダーグループを作成すると、複数の LDAPデータベースを使用して認証できま
す。

はじめる前に

1つ以上の LDAPプロバイダーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ LDAPモードを開始します。UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

LDAPプロバイダーグループを作成し、認
証サーバグループの LDAPセキュリティ
モードを開始します。

UCS-A /security/ldap # create
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   

指定された LDAPプロバイダーを LDAPプ
ロバイダーグループに追加し、サーバ参照

UCS-A /security/ldap/auth-server-group #
create server-ref ldap-provider-name

ステップ 4   

認証サーバグループの LDAPセキュリティ
モードを開始します。

Cisco UCSがこのプロバイダーをユーザの
認証に使用する順序を指定します。

UCS-A
/security/ldap/auth-server-group/server-ref
# set order order-num

ステップ 5   

有効な値には no-valueと 0～ 16が含まれ、
値が小さいほど優先度が高いことを示しま

す。順序を no-valueに指定することは、そ
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目的コマンドまたはアクション

のサーバ参照の優先度を最高にするのと同

じです。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/security/ldap/auth-server-group/server-ref
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ldapgroupという名前の LDAPプロバイダーグループを作成し、プロバイダーグルー
プに ldap1および ldap2という 2種類の事前設定されたプロバイダーを追加し、順序を設定し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # create auth-server-group ldapgroup
UCS-A /security/ldap/auth-server-group* # create server-ref ldap1
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # up
UCS-A /security/ldap/auth-server-group* # create server-ref ldap2
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap/auth-server-group/server-ref #

次の作業

認証ドメインを設定するか、デフォルト認証サービスを選択します。

LDAP プロバイダーグループの削除

はじめる前に

認証設定からプロバイダーグループを削除します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ LDAPモードを開始しま
す。

UCS-A /security # scope ldapステップ 2   

LDAPプロバイダーグループを削除し
ます。

UCS-A /security/ldap # delete
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/ldap # commit-bufferステップ 4   
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次に、ldapgroupという名前のLDAPプロバイダーグループを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope ldap
UCS-A /security/ldap # delete auth-server-group ldapgroup
UCS-A /security/ldap* # commit-buffer
UCS-A /security/ldap #

RADIUS プロバイダーグループの作成
RADIUSプロバイダーグループを作成すると、複数のRADIUSデータベースを使用して認証でき
ます。

はじめる前に

1つ以上の RADIUSプロバイダーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ RADIUSモードを開始しま
す。

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

RADIUSプロバイダーグループを作成し、
認証サーバグループの RADIUSセキュリ
ティモードを開始します。

UCS-A /security/radius # create
auth-server-group auth-server-group-name

ステップ 3   

指定された RADIUSプロバイダーを
RADIUSプロバイダーグループに追加し、

UCS-A /security/RADIUS/auth-server-group
# create server-ref radius-provider-name

ステップ 4   

サーバ参照認証サーバグループのRADIUS
セキュリティモードを開始します。

Cisco UCSがこのプロバイダーをユーザの
認証に使用する順序を指定します。

UCS-A
/security/radius/auth-server-group/server-ref
# set order order-num

ステップ 5   

有効な値にはno-valueと0～ 16が含まれ、
値が小さいほど優先度が高いことを示しま

す。順序をno-valueに指定することは、そ
のサーバ参照の優先度を最高にするのと同

じです。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/security/radius/auth-server-group/server-ref
# commit-buffer

ステップ 6   
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次の例は、radiusgroupという名前の RADIUSプロバイダーグループを作成し、プロバイダーグ
ループに radius1と radius2という2種類の事前設定されたプロバイダーを追加し、順序を設定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # create auth-server-group radiusgroup
UCS-A /security/radius/auth-server-group* # create server-ref radius1
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # up
UCS-A /security/radius/auth-server-group* # create server-ref radius2
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCS-A /security/radius/auth-server-group/server-ref #

次の作業

認証ドメインを設定するか、デフォルト認証サービスを選択します。

RADIUS プロバイダーグループの削除
認証設定からプロバイダーグループを削除します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ RADIUSモードを開始し
ます。

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

RADIUSプロバイダーグループを削除
します。

UCS-A /security/radius # delete
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/radius # commit-bufferステップ 4   

次の例は、radiusgroupという RADIUSプロバイダーグループを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope radius
UCS-A /security/radius # delete auth-server-group radiusgroup
UCS-A /security/radius* # commit-buffer
UCS-A /security/radius #

TACACS プロバイダーグループの作成
TACACS+プロバイダーグループを作成すると、複数の TACACS+データベースを使用して認証
できます。
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はじめる前に

TACACSプロバイダーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ TACACSモードを開始しま
す。

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

TACACSプロバイダーグループを作成し、
認証サーバグループのセキュリティ

TACACSモードを開始します。

UCS-A /security/tacacs # create
auth-server-group auth-server-group-name

ステップ 3   

指定した TACACSプロバイダーを
TACACSプロバイダーグループに追加し、

UCS-A /security/tacacs/auth-server-group #
create server-ref tacacs-provider-name

ステップ 4   

サーバ参照認証サーバグループセキュリ

ティ TACACSモードを開始します。

Cisco UCSがこのプロバイダーをユーザの
認証に使用する順序を指定します。

UCS-A
/security/tacacs/auth-server-group/server-ref
# set order order-num

ステップ 5   

有効な値にはno-valueと0～16が含まれ、
値が小さいほど優先度が高いことを示しま

す。順序をno-valueに指定することは、そ
のサーバ参照の優先度を最高にするのと同

じです。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/security/tacacs/auth-server-group/server-ref
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、tacacsgroupという名前の TACACSプロバイダーグループを作成し、プロバイダーグ
ループに tacacs1と tacacs2という2種類の事前設定されたプロバイダーを追加し、順序を設定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # create auth-server-group tacacsgroup
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group* # create server-ref tacacs1
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # set order 1
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # up
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group* # create server-ref tacacs2
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # set order 2
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs/auth-server-group/server-ref #

次の作業

認証ドメインを設定するか、デフォルト認証サービスを選択します。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
189

認証の設定

TACACS プロバイダーグループの作成



TACACS プロバイダーグループの削除
認証設定からプロバイダーグループを削除します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティ TACACSモードを開始し
ます。

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

TACACSプロバイダーグループを削除
します。

UCS-A /security/tacacs # delete
auth-server-group
auth-server-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/tacacs # commit-bufferステップ 4   

次の例は、tacacsgroupという TACACSプロバイダーグループを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope tacacs
UCS-A /security/tacacs # delete auth-server-group tacacsgroup
UCS-A /security/tacacs* # commit-buffer
UCS-A /security/tacacs #

認証ドメイン

CiscoUCSManagerでは、複数の認証システムを活用するために認証ドメインを使用しています。
各認証ドメインはログイン時に指定および設定できます。これを行わない場合、CiscoUCSManager
はデフォルトの認証サービス設定を使用します。

最大 8個の認証ドメインを作成できます。各認証ドメインは、Cisco UCS Manager内のプロバイ
ダーグループと領域に関連付けられています。プロバイダーグループを指定しないと、CiscoUCS
Managerでは領域内のすべてのサーバを使用します。
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認証ドメインの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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

認証ドメインを作成し、認証ドメインモードを開始

します。

UCS-A /security # create
auth-domain domain-name

ステップ 2   

リモート認証プロトコルを使用するシステ

ムの場合、認証ドメイン名はユーザ名の一

部と見なされ、ローカルに作成されたユー

ザ名に対して 32文字の制限が適用されま
す。Cisco UCSはフォーマットに 5文字を
挿入するため、ドメイン名とユーザ名を合

わせた合計が27文字を超えると、認証は失
敗します。

（注）

（任意）

Cisco UCSManagerに接続している場合、Webクライ
アントは、Webセッションをアクティブに保つため

UCS-A /security/auth-domain #
set refresh-period seconds

ステップ 3   

に、Cisco UCS Managerに更新要求を送信する必要が
あります。このオプションを使用して、このドメイ

ンのユーザに許可する更新要求間隔の最大時間数を

指定します。

この時間制限を超えると、Cisco UCSManagerはWeb
セッションを非アクティブであると見なしますが、

セッションの終了は行いません。

60～ 172800の整数を指定します。デフォルト値は、
二要素認証がイネーブルでない場合は 600秒、二要
素認証がイネーブルの場合は 7200秒です。

[Web Session Refresh Period]に設定する秒数
は、[Web Session Timeout]に設定する秒数
未満である必要があります。[Web Session
Refresh Period]に [Web Session Timeout]と
同じ値を設定しないでください。

（注）

（任意）

最後の更新要求から Cisco UCS ManagerがWebセッ
ションが非アクティブであると見なすまでの最大経

UCS-A /security/auth-domain #
set session-timeout seconds

ステップ 4   

過時間。この時間制限を超えると、CiscoUCSManager
は自動的にWebセッションを終了させます。
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目的コマンドまたはアクション

300～172800の整数を指定します。デフォルト値は、
二要素認証がイネーブルでない場合は 7200秒、二要
素認証がイネーブルの場合は 8000秒です。

RADIUSまたは TACACS+レルムに対して
二要素認証を設定する場合は、リモート

ユーザが頻繁に再認証する必要がないよ

う、セッションの更新時間およびセッショ

ンのタイムアウト時間を増やすことを検討

してください。

（注）

（任意）

認証ドメインのデフォルト認証を作成します。

UCS-A /security/auth-domain #
create default-auth

ステップ 5   

（任意）

認証ドメインのプロバイダーグループを設定します。

UCS-A
/security/auth-domain/default-auth
# set auth-server-group
auth-serv-group-name

ステップ 6   

認証ドメインのレルムを設定します。UCS-A
/security/auth-domain/default-auth

ステップ 7   

# set realm {ldap | local | radius
| tacacs}

（任意） レルムの二要素認証に認証方式を設定しま

す。

二要素認証は、RADIUSおよび TACACS+
レルムにのみ適用されます。

（注）

UCS-A
/security/auth-domain/default-auth
# set use-2-factor yes

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/security/auth-domain/default-auth
# commit-buffer

ステップ 9   

次の例では、Webの更新時間が 3600秒（1時間）およびセッションのタイムアウト時間が 14400
秒（4時間）の domain1と呼ばれる認証ドメインを作成します。次に、radius1でプロバイダーを
使用するように domain1を設定し、レルムタイプを radiusに設定し、二要素認証を有効にし、ト
ランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create auth-domain domain1
UCS-A /security/auth-domain* # set refresh-period 3600
UCS-A /security/auth-domain* # set session-timeout 14400
UCS-A /security/auth-domain* # create default-auth
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # set auth-server-group radius1
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # set realm radius
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # set user-2-factor yes
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain* # commit-buffer
UCS-A /security/auth-domain/auth-domain #
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プライマリ認証サービスの選択

コンソール認証サービスの選択

はじめる前に

システムでリモート認証サービスが使用されている場合は、その認証サービスに対するプロバイ

ダーを作成します。CiscoUCSを通じたローカル認証のみを使用する場合は、最初にプロバイダー
を作成する必要はありません。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

コンソール認証セキュリティモードを開始しま

す。

UCS-A /security # scope
console-auth

ステップ 2   

コンソール認証を指定します。auth-type引数は
次のいずれかのキーワードです。

UCS-A /security/console-auth #
set realm auth-type

ステップ 3   

• ldap：LDAP認証を指定します

• local：ローカル認証を指定します

• none：ローカルユーザはパスワードを指定
せずにログインできます

• radius：RADIUS認証を指定します

• tacacs：TACACS+認証を指定します

（任意）

関連付けられたプロバイダーグループ（存在す

る場合）。

UCS-A /security/console-auth #
set auth-server-group
auth-serv-group-name

ステップ 4   

（任意） レルムの二要素認証に認証方式を設定

します。

二要素認証は、RADIUSおよび
TACACS+レルムにのみ適用されます。

（注）

UCS-A /security/default-auth # set
use-2-factor yes

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /security/console-auth #
commit-buffer

ステップ 6   
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次の例では、認証レルムをTACACS+に設定し、コンソール認証プロバイダーグループをprovider1
に設定し、二要素認証を有効にし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope console-auth
UCS-A /security/console-auth # set realm tacacs
UCS-A /security/console-auth # set auth-server-group provider1
UCS-A /security/console-auth* # set use-2-factor yes
UCS-A /security/console-auth* # commit-buffer
UCS-A /security/console-auth #

デフォルト認証サービスの選択

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

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

デフォルト認証セキュリティモードを開始します。UCS-A /security # scope
default-auth

ステップ 2   

デフォルト認証を指定します。auth-typeは次のキーワー
ドのいずれかです。

UCS-A
/security/default-auth # set
realm auth-type

ステップ 3   

• ldap：LDAP認証を指定します

• local：ローカル認証を指定します

• none：ローカルユーザはパスワードを指定せずにロ
グインできます

• radius：RADIUS認証を指定します

• tacacs：TACACS+認証を指定します

（任意）

関連付けられたプロバイダーグループ（存在する場合）。

UCS-A
/security/default-auth # set
auth-server-group
auth-serv-group-name

ステップ 4   

（任意）

Cisco UCSManagerに接続している場合、Webクライアン
トは、Webセッションをアクティブに保つために、Cisco

UCS-A
/security/default-auth # set
refresh-period seconds

ステップ 5   

UCS Managerに更新要求を送信する必要があります。こ
のオプションを使用して、このドメインのユーザに許可

する更新要求間隔の最大時間数を指定します。

この時間制限を超えると、CiscoUCSManagerはWebセッ
ションを非アクティブであると見なしますが、セッショ

ンの終了は行いません。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

60～172800の整数を指定します。デフォルト値は、二要
素認証がイネーブルでない場合は 600秒、二要素認証が
イネーブルの場合は 7200秒です。

（任意）

最後の更新要求から Cisco UCS ManagerがWebセッショ
ンが非アクティブであると見なすまでの最大経過時間。

UCS-A
/security/default-auth # set
session-timeout seconds

ステップ 6   

この時間制限を超えると、Cisco UCSManagerは自動的に
Webセッションを終了させます。

300～ 172800の整数を指定します。デフォルト値は、二
要素認証がイネーブルでない場合は 7200秒、二要素認証
がイネーブルの場合は 8000秒です。

RADIUSまたは TACACS+レルムに対して二要
素認証を設定する場合は、リモートユーザが頻

繁に再認証する必要がないよう、セッションの

更新時間およびセッションのタイムアウト時間

を増やすことを検討してください。

（注）

（任意） レルムの二要素認証に認証方式を設定します。

二要素認証は、RADIUSおよび TACACS+レル
ムにのみ適用されます。

（注）

UCS-A
/security/default-auth # set
use-2-factor yes

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/security/default-auth #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例では、デフォルトの認証をRADIUSに設定し、デフォルトの認証プロバイダーグループを
provider1に設定し、二要素認証をイネーブルにし、更新間隔を 7200秒（2時間）に設定し、セッ
ションのタイムアウト間隔を 28800秒（8時間）に設定し、二要素認証をイネーブルにします。
そして、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope default-auth
UCS-A /security/default-auth # set realm radius
UCS-A /security/default-auth* # set auth-server-group provider1
UCS-A /security/default-auth* # set use-2-factor yes
UCS-A /security/default-auth* # set refresh-period 7200
UCS-A /security/default-auth* # set session-timeout 28800
UCS-A /security/default-auth* # commit-buffer
UCS-A /security/default-auth #

リモートユーザのロールポリシー

デフォルトでは、CiscoUCSManagerでユーザロールが設定されていない場合は、LDAP、RADIUS、
または TACACSプロトコルを使用してリモートサーバから Cisco UCS Managerにログインしてい
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るすべてのユーザに読み取り専用アクセス権が付与されます。セキュリティ上の理由から、Cisco
UCS Managerで確立されたユーザロールに一致するユーザへのアクセスを制限するのが望ましい
場合があります。

リモートユーザのロールポリシーは、次の方法で設定できます。

assign-default-role

ユーザロールに基づいて、CiscoUCSManagerへのユーザアクセスを制限しません。その他
のユーザロールがCiscoUCSManagerで定義されていない限り、読み取り専用アクセス権が
すべてのユーザに付与されます。

これはデフォルトの動作です。

no-login

ユーザロールに基づいて、CiscoUCSManagerへのユーザアクセスを制限します。リモート
認証システムにユーザロールが割り当てられていない場合、アクセスは拒否されます。

リモートユーザのロールポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

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

ユーザロールに基づいて Cisco UCS
Managerへのアクセスが制限されるかどう
かを指定します。

UCS-A /security # set remote-user
default-role {assign-default-role |
no-login}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

次の例では、リモートユーザのロールポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # set remote-user default-role assign-default-role
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #
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第 8 章

組織の設定

この章は、次の項で構成されています。

• マルチテナント環境の組織, 197 ページ

• マルチテナント環境における階層的な名前解決, 198 ページ

• ルート組織下の組織の設定, 200 ページ

• 非ルートの組織下の組織の設定, 201 ページ

• 組織の削除, 201 ページ

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

理インフラストラクチャを設けなくても各組織を論理的に分離できます。

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

ます。これらのリソースには、各種のポリシー、プール、および Quality of Service定義などがあ
ります。また、すべてのユーザがすべての組織にアクセスできるようにする必要がない場合は、

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

きます。

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

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

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

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

にFinanceとHRという組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HRは Finance組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。しかし、Financeと HRは両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。
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マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に次のうち 1つ
以上をセットアップすることもできます。

•リソースプール

•ポリシー

•サービスプロファイル

•サービスプロファイルテンプレート

ルート組織は、常にトップレベルの組織です。

マルチテナント環境における階層的な名前解決
マルチテナント環境では、Cisco UCSは組織の階層を使用して、ポリシーおよびリソースプール
の名前を解決します。CiscoUCSManagerは、プールに割り当てられているポリシーまたはリソー
スの詳細を検索する際に、以下の操作を実行します。

1 CiscoUCSManagerは、サービスプロファイルまたはポリシーに割り当てられている組織内で、
指定された名前のポリシーとプールの有無を調べます。

2 ポリシーを検出したか、使用可能なリソースがプール内にある場合、Cisco UCS Managerはこ
のポリシーまたはリソースを使用します。ローカルレベルで使用可能なリソースがプール内に

存在しない場合、Cisco UCS Managerは上位階層の親組織に移動し、同じ名前のプールを検索
します。Cisco UCS Managerは、ルートの組織に到達するまでこの手順を繰り返します。

3 ルート組織まで検索し、使用可能なリソースまたはポリシーを検出できない場合、Cisco UCS
Managerはローカル組織に戻り、デフォルトプール内でデフォルトポリシーまたは使用可能
なリソースの検出を開始します。

4 デフォルトプール内で適用可能なデフォルトポリシーまたは使用可能なリソースを検出した

場合、Cisco UCS Managerはこのポリシーまたはリソースを使用します。プール内に使用可能
なリソースが存在しない場合、Cisco UCS Managerは上位階層の親組織に移動し、デフォルト
プールを検索します。Cisco UCS Managerは、ルートの組織に到達するまでこの手順を繰り返
します。

5 Cisco UCS Managerは、適用可能なポリシーまたは使用可能なリソースを階層内で検出できな
い場合、割り当てエラーを返します。

例：単一階層でのサーバプール名の解決

この例では、すべての組織がルート組織下の同一レベルにあります。たとえば、サービスプロバ

イダーは、各顧客に対して個別の組織を作成します。この構成では、組織は、自身の組織および

ルート組織に割り当てられたポリシーおよびリソースだけにアクセスできます。

この例では、XYZcustomer組織のサービスプロファイルは、XYZcustomerサーバプールのサーバ
を使用するように設定されています。リソースプールとポリシーがサービスプロファイルに割り

当てられると、以下の動作が発生します。
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1 Cisco UCS Managerは、XYZcustomerサーバプール内で使用可能なサーバを調べます。

2 使用可能なサーバが XYZcustomerサーバプールに存在する場合、Cisco UCS Managerはこの
サーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。プール内に使用可能なサーバ

が存在しない場合、Cisco UCS Managerはルート組織で同じ名前のサーバをチェックします。

3 ルート組織に XYZcustomerサーバプールが含まれており、そのプールに使用可能なサーバが
存在する場合、Cisco UCS Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を
終了します。プール内に使用可能なサーバが存在しない場合、CiscoUCSManagerはXYZcustomer
組織に戻り、デフォルトのサーバプールを調べます。

4 XYZcustomer組織内のデフォルトプールに使用可能なサーバが存在する場合、CiscoUCSManager
はこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルトプールに

使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerはルート組織内でデフォルトサーバ
プールを調べます。

5 ルート組織内のデフォルトサーバプールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは割り当てエラーを返しま
す。

例：多階層でのサーバプール名の解決

この例では、各組織に少なくとも 1つのサブ組織が含まれています。たとえば、企業は、企業内
の各主要部門に対しておよびこれらの部門のサブ部門に対して組織を作成できます。この構成で

は、各組織が、自身のローカルポリシーとリソースプール、および親階層内のリソースプール

にアクセスできます。

この例では、Finance組織に 2つのサブ組織（AccountsPayableおよび AccountsReceivable）が含ま
れています。AccountsPayable（AP）組織のサービスプロファイルは、APサーバプールのサーバ
を使用するように設定されています。リソースプールとポリシーがサービスプロファイルに割り

当てられると、以下の動作が発生します。

1 Cisco UCS Managerは、サービスプロファイルに定義されている APサーバプールで使用可能
なサーバを調べます。

2 使用可能なサーバがAPサーバプールに存在する場合、CiscoUCSManagerはこのサーバとサー
ビスプロファイルを関連付け、検索を終了します。プールに使用可能なサーバが存在しない場

合、Cisco UCS Managerは 1階層上位に移動し、Finance組織で同じ名前のプールの有無を調べ
ます。

3 Finance組織に同じ名前のプールが含まれており、このプールに使用可能なサーバが存在する
場合、Cisco UCS Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了しま
す。プールに使用可能なサーバが存在しない場合、CiscoUCSManagerは1階層上位に移動し、
ルート組織で同じ名前のプールの有無を調べます。

4 ルート組織に同じ名前のプールが含まれており、このプールに使用可能なサーバが存在する場

合、CiscoUCSManagerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCSManagerはAccountsPayable組織に戻
り、デフォルトのサーバプールを調べます。
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5 AccountsPayable組織内のデフォルトプールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは 1階層上位に移動し、
Finance組織のデフォルトサーバプールを調べます。

6 Finance組織内のデフォルトプールに使用可能なサーバが存在する場合、CiscoUCSManagerは
このサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルトプールに使

用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは 1階層上位に移動し、ルート組織の
デフォルトのサーバプールを調べます。

7 ルート組織内のデフォルトサーバプールに使用可能なサーバが存在する場合、Cisco UCS
Managerはこのサーバとサービスプロファイルを関連付け、検索を終了します。デフォルト
プールに使用可能なサーバが存在しない場合、Cisco UCS Managerは割り当てエラーを返しま
す。

ルート組織下の組織の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

ルート組織下に選択された組織を作成し、指定し

た組織で組織モードを開始します。

UCS-A /org # create org
org-name

ステップ 2   

ある組織モードから別の組織モードに

移るとき、コマンドプロンプトは変更

されません。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、root組織の下にFinanceという名前の組織を作成し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create org Finance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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非ルートの組織下の組織の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A /org # scope org
org-name

ステップ 2   

ある組織モードから別の組織モードに

移るとき、コマンドプロンプトは変更

されません。

（注）

事前設定された非ルート組織下に選択された組

織を作成し、指定した組織で組織モードを開始

します。

UCS-A /org # create org
org-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 4   

次の例は、NorthAmerica組織の下に Financeという名前の組織を作成し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope org NorthAmerica
UCS-A /org # create org Finance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

組織の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定した組織を削除します。UCS-A /org # delete org org-nameステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、Financeという名前のルート組織下の組織を削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete org Finance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 9 章

ロールベースアクセスコントロールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• ロールベースアクセスコントロールの概要, 203 ページ

• Cisco UCSのユーザアカウント, 204 ページ

• ユーザロール, 207 ページ

• ユーザロケール, 212 ページ

• ユーザロールの設定, 213 ページ

• ロケールの設定, 216 ページ

• ローカル認証されたユーザアカウントの設定, 219 ページ

• ローカル認証されたユーザのパスワードプロファイル, 227 ページ

• CLIからのユーザセッションのモニタリング, 231 ページ

ロールベースアクセスコントロールの概要
ロールベースアクセスコントロール（RBAC）は、ユーザのロールとロケールに基づいてユーザ
のシステムアクセスを制限または許可する方法です。ロールによってシステム内でのユーザの権

限が定義され、ロケールによってユーザがアクセス可能な組織（ドメイン）が定義されます。権

限がユーザに直接割り当てられることはないため、適切なロールとロケールを割り当てることに

よって個々のユーザ権限を管理できます。

必要なシステムリソースへの書き込みアクセス権限がユーザに与えられるのは、割り当てられた

ロールによりアクセス権限が与えられ、割り当てられたロケールによりアクセスが許可されてい

る場合に限ります。たとえば、エンジニアリング組織の管理者ロールを与えられたユーザは、エ

ンジニアリング組織のサーバ設定を更新できます。ただし、そのユーザに割り当てられたロケー

ルに財務部門が含まれている場合を除いて、財務部門内のサーバ設定を更新することはできませ

ん。
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Cisco UCSのユーザアカウント
ユーザアカウントを使用してシステムにアクセスします。各 Cisco UCS Managerドメインに、最
大 48のローカルユーザアカウントを設定できます。各ユーザアカウントには、一意のユーザ名
とパスワードが必要です。

ユーザアカウントは、SSH公開キーを付けて設定できます。公開キーは、OpenSSHと SECSHの
いずれかの形式で設定できます。

管理者アカウント

管理者アカウントは、各 Cisco UCSドメインに設定されています。管理者アカウントはデフォル
トユーザアカウントであり、変更や削除はできません。このアカウントはシステム管理者または

スーパーユーザアカウントであり、すべての権限が与えられています。adminアカウントには、
デフォルトのパスワードは割り当てられません。初期システムセットアップ時にパスワードを選

択する必要があります。

管理者アカウントは常にアクティブで、有効期限がありません。管理者アカウントを非アクティ

ブに設定することはできません。

ローカル認証されたユーザアカウント

ローカル認証されたユーザアカウントは、ファブリックインターコネクトのを介して直接認証さ

れ、adminまたは aaa権限の所有者によって有効または無効にできます。ローカルユーザアカウ
ントをディセーブルにすると、そのユーザはログインできなくなります。しかしディセーブルに

なったローカルユーザアカウントの構成の詳細はデータベースから削除されません。ディセーブ

ルにされたローカルユーザアカウントを再度イネーブルにすると、アカウントはユーザ名とパス

ワードを含め、既存の構成で再びアクティブになります。

リモート認証されたユーザアカウント

リモート認証されたユーザアカウントとは、LDAP、RADIUS、または TACACS+で認証された
ユーザアカウントです。

ユーザがローカルユーザアカウントとリモートユーザアカウントを同時に保持する場合、ロー

カルユーザアカウントで定義されたロールがリモートユーザアカウントに保持された値を上書

きします。

ユーザアカウントの有効期限

ユーザアカウントは、事前に定義した時間に有効期限が切れるように設定できます。有効期限の

時間になると、ユーザアカウントはディセーブルになります。

デフォルトでは、ユーザアカウントの有効期限はありません。
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ユーザアカウントに有効期限日付を設定した後は、アカウントの有効期限をなくすよう再設

定できません。ただし、使用できる最新の有効期限の日付でアカウントを設定することは可能

です。

（注）

Cisco UCSユーザ名に関する注意事項
ユーザ名は、Cisco UCS Managerのログイン IDとしても使用されます。Cisco UCSユーザアカウ
ントにログイン IDを割り当てるときは、次の注意事項および制約事項を考慮してください。

•ログイン IDには、次を含む 1～ 32の文字を含めることができます。

◦任意の英字

◦任意の数字

◦ _（アンダースコア）

◦ -（ダッシュ）

◦ .（ドット）

•ログイン IDは、Cisco UCS Manager内で一意である必要があります。

•ログイン IDは、英文字で開始する必要があります。数字やアンダースコアなどの特殊文字
からは開始できません。

•ログイン IDでは、大文字と小文字が区別されます。

•すべて数字のログイン IDは作成できません。

•ユーザアカウントの作成後は、ログイン IDを変更できません。ユーザアカウントを削除
し、新しいユーザアカウントを作成する必要があります。

予約語：ローカル認証されたユーザアカウント

次の語は Cisco UCSでローカルユーザアカウントを作成するときに使用できません。

• root

• bin

• daemon

• adm

• lp

• sync

•シャットダウン
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• halt

• news

• uucp

• operator

• games

• gopher

• nobody

• nscd

• mailnull

• mail

• rpcuser

• rpc

• mtsuser

• ftpuser

• ftp

• man

• sys

• samdme

• debug

Cisco UCSパスワードの注意事項
それぞれのローカル認証されたユーザアカウントにはパスワードが必要です。adminまたは aaa
の権限を持つユーザは、Cisco UCS Managerを設定して、ユーザパスワードのパスワード強度の
確認を実行できます。

強いパスワードを使用することをお勧めします。そうしないと、ローカル認証されたユーザに対

してパスワード強度の確認をしたときに、CiscoUCSManagerは、次の要件を満たさないパスワー
ドを拒否します。

• 8～ 80文字を含む。

•パスワードの強度の確認が有効になっている場合はパスワード長は可変で、6～ 80文字の間
で設定できます。

デフォルトは 8文字です。（注）

•次の少なくとも 3種類を含む。
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◦小文字

◦大文字

◦数字

◦特殊文字

• aaabbbなど連続して 3回を超えて繰り返す文字を含まない。

•ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではない。

•パスワードディクショナリチェックに合格する。たとえば、パスワードには辞書に記載さ
れている標準的な単語に基づいたものを指定することはできません。

•次の記号を含まない。$（ドル記号）、?（疑問符）、=（等号）。

•ローカルユーザアカウントおよび adminアカウントのパスワードは空白にしない。

ユーザアカウントの Web セッション制限
Cisco UCS Managerでは、Webセッション制限を使用して、あるユーザアカウントに対してある
時点で許容されるWebセッション数（GUIと XMLの両方）を制限します。

各 Cisco UCS Managerドメインは、ユーザ 1人につき同時Webセッションを最大 32件、合計 256
件のユーザセッションをサポートします。デフォルトで、CiscoUCSManagerの許容同時Webセッ
ション数はユーザ 1人あたり 32です。ただし、この値は最大でシステム上限の 256まで設定でき
ます。

ユーザロール
ユーザロールには、ユーザに許可される操作を定義する 1つ以上の権限が含まれます。ユーザご
とに 1つ以上のロールを割り当てることができます。複数のロールを持つユーザは、割り当てら
れたすべてのロールを組み合わせた権限を持ちます。たとえば、Role1にストレージ関連の権限が
含まれ、Role2にサーバ関連の権限が含まれている場合、Role1と Role2の両方を持つユーザは、
ストレージ関連の権限とサーバ関連の権限を持つことになります。

Cisco UCSドメインは、デフォルトのユーザロールを含めて、最大 48個のユーザロールを持つ
ことができます。最初の 48のユーザロールが許可された後に設定されたユーザロールは、障害
が発生して無効になります。

すべてのロールには、Cisco UCSドメイン内のすべての設定に対する読み取りアクセス権限が含
まれています。読み取り専用ロールを持つユーザは、システム状態を変更できません。

権限を作成したり、既存の権限を変更または削除したり、ロールを削除したりできます。ロール

を変更すると、そのロールを持つすべてのユーザに新しい権限が適用されます。権限の割り当て

は、デフォルトロールに定義されている権限に限定されません。つまり、権限を自由に組み合わ

せて独自のロールを作成できます。たとえば、デフォルトのサーバ管理者ロールとストレージ管
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理者ロールには、異なる組み合わせの権限が付与されています。しかし、両方のロールの権限を

持つサーバおよびストレージ管理者ロールを作成することができます。

ロールをユーザに割り当てた後で削除すると、そのロールはそれらのユーザアカウントから

も削除されます。

（注）

AAAサーバ（RADIUSまたは TACACS+）上のユーザプロファイルを、そのユーザに付与される
権限に対応したロールを追加するように変更します。属性にロール情報が保存されます。AAA
サーバでは、要求とともにこの属性が返され、それを解析することでロールが得られます。LDAP
サーバでは、ユーザプロファイル属性内のロールが返されます。

ローカルユーザアカウントとリモートユーザアカウントに同じユーザ名がある場合、Cisco
UCS Managerは、リモートユーザに割り当てられたすべての役割を、ローカルユーザに割り
当てられた内容で上書きします。

（注）

デフォルトユーザロール

システムには、次のデフォルトのユーザロールが用意されています。

AAAアドミニストレータ

ユーザ、ロール、および AAA設定に対する読み取りと書き込みのアクセス権。その他のシ
ステムに対する読み取りアクセス。

アドミニストレータ

システム全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。このロールは、デフォルト

で管理者アカウントに割り当てられます。変更することはできません。

ファシリティマネージャ

power management権限による、電源管理操作に対する読み取りと書き込みのアクセス。そ
の他のシステムに対する読み取りアクセス。

Network Administrator

ファブリックインターコネクトインフラストラクチャとネットワークセキュリティ操作に

対する読み取りと書き込みのアクセス権。その他のシステムに対する読み取りアクセス。

オペレーション

システムのログ（syslogサーバを含む）と障害に対する読み取りと書き込みのアクセス権。
その他のシステムに対する読み取りアクセス。
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Read-Only

システム設定に対する読み取り専用アクセス権。システム状態を変更する権限はありませ

ん。

サーバ計算

サービスプロファイルのほとんどの側面に対する読み取りと書き込みのアクセス権。ただ

し、ユーザは vNICまたは vHBAを作成、変更、または削除できません。

サーバ機器アドミニストレータ

物理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス。その他のシステムに対する

読み取りアクセス。

サーバプロファイルアドミニストレータ

論理サーバ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス。その他のシステムに対する

読み取りアクセス。

サーバセキュリティアドミニストレータ

サーバセキュリティ関連の操作に対する読み取りと書き込みのアクセス。その他のシステ

ムに対する読み取りアクセス。

ストレージアドミニストレータ

ストレージ操作に対する読み取りと書き込みのアクセス権。その他のシステムに対する読み

取りアクセス。

予約語：ユーザロール

Cisco UCSでカスタムロールを作成するときは次の語を使用できません。

•ネットワーク管理者

•ネットワークオペレータ

• VDC管理者

• VDCオペレータ

• server-admin

権限

ユーザロールを割り当てられたユーザは、権限により、特定のシステムリソースへアクセスした

り、特定のタスクを実行したりできるようになります。次の表に、各権限と、その権限がデフォ

ルトで与えられるユーザロールのリストを示します。
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これらの権限および権限によってユーザが実行できるようになるタスクの詳細情報は、次の

URLから入手可能な『Privileges in Cisco UCS』でご確認ください。 http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10281/prod_technical_reference_list.html

ヒント

表 7：ユーザの権限

デフォルトのロール割り当て説明特権

AAAアドミニストレータシステムセキュリティおよび
AAA

aaa

アドミニストレータシステム管理admin

Network Administrator外部 LAN設定ext-lan-config

Network Administrator外部 LANポリシーext-lan-policy

Network Administrator外部 LAN QoSext-lan-qos

Network Administrator外部 LANセキュリティext-lan-security

ストレージアドミニストレータ外部 SAN設定ext-san-config

ストレージアドミニストレータ外部 SANポリシーext-san-policy

ストレージアドミニストレータ外部 SAN QoSext-san-qos

ストレージアドミニストレータ外部 SANセキュリティext-san-security

オペレーションアラームおよびアラームポリ

シー

障害

オペレーションログおよび Smart Call Homeoperations

オペレーション組織管理org-management

Network Administratorポッド設定pod-config

Network Administratorポッドポリシーpod-policy

Network Administratorポッド QoSpod-qos

Network Administratorポッドセキュリティpod-security
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デフォルトのロール割り当て説明特権

ファシリティマネージャ電源管理操作に対する読み取り

と書き込みのアクセス

power-mgmt

Read-Only読み取り専用アクセス権

読み取り専用は、権限として選

択できません。この権限は、す

べてのユーザロールに割り当て

られます。

read-only

サーバ機器アドミニストレータサーバハードウェア管理server-equipment

サーバ機器アドミニストレータサーバメンテナンスserver-maintenance

サーバ機器アドミニストレータサーバポリシーserver-policy

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サーバセキュリティserver-security

サーバ計算アドミニストレータサービスプロファイルの計算service-profile-compute

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイル設定service-profile-config

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイル設定ポリ

シー

service-profile-config-policy

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルエンド

ポイントアクセス

service-profile-ext-access

Network Administratorサービスプロファイルネット

ワーク

service-profile-network

Network Administratorサービスプロファイルネット

ワークポリシー

service-profile-network-policy

Network Administratorサービスプロファイル QoSservice-profile-qos

Network Administratorサービスプロファイル QoSポ
リシー

service-profile-qos-policy

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルセキュ

リティ

service-profile-security
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デフォルトのロール割り当て説明特権

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルセキュ

リティポリシー

service-profile-security-policy

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルサーバ

管理

service-profile-server

サーバプロファイルアドミニス

トレータ

サービスプロファイルコン

シューマ

service-profile-server-oper

サーバセキュリティアドミニス

トレータ

サービスプロファイルプール

ポリシー

service-profile-server-policy

ストレージアドミニストレータサービスプロファイルストレー

ジ

service-profile-storage

ストレージアドミニストレータサービスプロファイルストレー

ジポリシー

service-profile-storage-policy

ユーザロケール
ユーザは 1つ以上のロケールに割り当てることができます。各ロケールでは、ユーザがアクセス
できる 1つ以上の組織（ドメイン）を定義します。通常、アクセスできるのは、ロケールで指定
された部門のみに限定されます。ただし、部門をまったく含まないロケールは例外です。このよ

うなロケールは、全部門のシステムリソースへの無制限のアクセスを提供します。

Cisco UCSドメインは、最大 48個のユーザロケールを持つことができます。最初の 48のユーザ
ロールが許可された後に設定されたユーザロケールは、障害が発生して無効になります。

adminまたはaaaの権限を持つユーザは、組織をその他のユーザのロケールに割り当てることがで
きます。組織の割り当ては、それを行うユーザのロケール内の組織だけに制限されます。たとえ

ば、ロケールにエンジニアリング組織しか含まれていない場合、そのロケールを割り当てられた

ユーザは、他のユーザにエンジニアリング組織のみを割り当てることできます。

ロケールを次の権限の 1つ以上を持つユーザに割り当てることはできません。（注）

• aaa

• admin

•障害

• operations
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組織は階層的に管理できます。トップレベルの組織に割り当てられたユーザは、自動的にその下

にあるすべての組織にアクセスできます。たとえば、エンジニアリング組織が、ソフトウェアエ

ンジニアリング組織とハードウェアエンジニアリング組織で構成されているとします。ソフト

ウェアエンジニアリング部門のみを含むロケールでは、その部門内のシステムリソースにのみア

クセスできます。しかし、エンジニアリング部門を含むロケールでは、ソフトウェアエンジニア

リング部門とハードウェアエンジニアリング部門の両方のリソースにアクセスできます。

ユーザロールの設定

ユーザロールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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

ユーザロールを作成し、セキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # create role
name

ステップ 2   

ロールに 1つ以上の権限を追加します。UCS-A /security/role # add
privilege privilege-name

ステップ 3   

複数の privilege-nameを同じコマンドラ
インに指定してロールに複数の権限を

追加することもできますし、複数のadd
コマンドを使用して同じロールに複数

の権限を追加することもできます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /security/role
#commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、service-profile-security-adminロールを作成し、ロールにサービスプロファイルセキュ
リティおよびサービスプロファイルセキュリティポリシー権限を追加し、トランザクションを

コミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create role ls-security-admin
UCS-A /security/role* # add privilege service-profile-security service-profile-security-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #
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ユーザロールへの権限の追加

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   

ユーザロールの既存の権限に 1つ以上の権限を追
加します。

UCS-A /security/role # add
privilege privilege-name

ステップ 3   

複数の privilege-nameを同じコマンドラ
インに指定してロールに複数の権限を追

加することもできますし、複数の add
privilegeコマンドを使用して同じロール
に複数の権限を追加することもできま

す。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /security/role
#commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、service-profile-security-adminロールにサーバセキュリティ権限とサーバポリシー権
限を追加し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # add privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールの権限の置換

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   

ユーザロールの既存の権限を置き換えます。UCS-A /security/role # set
privilege privilege-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

同じコマンドラインで複数の

privilege-nameを指定することで、既存
の権限を複数の権限に置換できます。

権限を置換した後、addprivilegeコマン
ドを使用して同じロールに権限を追加

できます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /security/role
#commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、service-profile-security-adminロール用の既存の権限をサーバセキュリティおよびサー
バポリシー権限に置き換え、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # set privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールからの権限の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したロールに対するセキュリティロールモー

ドを開始します。

UCS-A /security # scope role
name

ステップ 2   

既存のユーザロール特権から 1つ以上の特権を削
除します。

UCS-A /security/role # remove
privilege privilege-name

ステップ 3   

同じコマンドラインで複数の

privilege-nameを指定することで、複数
の特権をロールから削除できます。ま

た、複数の remove privilegeコマンドを
使用することで、同じロールから特権を

削除できます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /security/role
#commit-buffer

ステップ 4   
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次に、service-profile-security-adminロールからサーバセキュリティ特権とサーバポリシー特権を
削除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope role service-profile-security-admin
UCS-A /security/role # remove privilege server-security server-policy
UCS-A /security/role* # commit-buffer
UCS-A /security/role #

ユーザロールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

ユーザロールを削除します。UCS-A /security # delete role nameステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

次に、service-profile-security-adminロールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete role service-profile-security-admin
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

ロケールの設定

ロケールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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

ロケールを作成し、セキュリティロケール

モードを開始します。

UCS-A /security # create locale
locale-name

ステップ 2   

ロケールに組織を参照（バインド）します。

org-ref-name引数は組織参照の識別に使用さ
UCS-A /security/locale # create
org-ref org-ref-nameorgdn orgdn
org-root/org-ref-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

れる名前で、orgdn-name引数は参照されてい
る組織の識別名です。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/locale
#commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、westernロケールを作成し、そのロケールに財務組織を参照し、参照に finance-refとい
う名前を指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create locale western
UCS-A /security/locale* # create org-ref finance-ref orgdn org-root/org-finance
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールへの組織の割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティロケールモードを開始します。UCS-A# scope locale locale-nameステップ 2   

ロケールに組織を参照（バインド）します。

org-ref-name引数は組織参照の識別に使用さ
UCS-A /security/locale # create
org-ref org-ref-nameorgdn
org-root/org-ref-name

ステップ 3   

れる名前で、orgdn-name引数は参照されて
いる組織の識別名です。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/locale
#commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、westernロケールに入り、そのロケールに marketing組織を追加（参照）し、参照に
marketing-refという名前を指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope locale western
UCS-A /security/locale* # create org-ref marketing-ref orgdn org-root/org-marketing
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #
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ロケールからの組織の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

セキュリティロケールモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope locale
locale-name

ステップ 2   

ロケールから組織を削除します。UCS-A /security/locale # delete org-ref
org-ref-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /security/locale #commit-bufferステップ 4   

次に、westernロケールから finance組織を削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope locale western
UCS-A /security/locale # delete org-ref finance-ref
UCS-A /security/locale* # commit-buffer
UCS-A /security/locale #

ロケールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

ロケールを削除します。UCS-A /security # delete locale
locale-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

次の例は、westernロケールを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete locale western
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #
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ローカル認証されたユーザアカウントの設定

ユーザアカウントの作成

少なくとも、次のユーザを作成することを推奨します。

•サーバアドミニストレータアカウント

•ネットワークアドミニストレータアカウント

•ストレージアドミニストレータ

はじめる前に

システムに次のいずれかがある場合は、該当するタスクを実行します。

•リモート認証サービス：ユーザがリモート認証サーバに存在すること、および適切なロール
と権限を持っていることを確認します。

•組織のマルチテナント機能：1つ以上のロケールを作成します。ロケールが1つもない場合、
すべてのユーザはルートに作成され、すべての組織のロールと権限が割り当てられます。

• SSH認証：SSHキーを取得します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したローカルユーザのユーザアカウント

を作成し、セキュリティローカルユーザモー

ドを開始します。

UCS-A /security # create
local-user local-user-name

ステップ 2   

ローカルユーザアカウントをイネーブルにす

るか、ディセーブルにするかを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
account-status {active| inactive}

ステップ 3   

ローカルユーザアカウントのアカウントステー

タスが非アクティブに設定された場合、ユーザ

は既存のクレデンシャルを使用してシステムに

ロギングできません。

ユーザアカウントのパスワードを設定しますUCS-A /security/local-user # set
password password

ステップ 4   

（任意）

ユーザの名前を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
firstname first-name

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ユーザの姓を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
lastname last-name

ステップ 6   

（任意）

ユーザアカウントが期限切れになる日付を指定

します。month引数は、月の英名の最初の 3文
字です。

UCS-A /security/local-user # set
expiration month day-of-month
year

ステップ 7   

ユーザアカウントに有効期限日付を

設定した後は、アカウントの有効期

限をなくすよう再設定できません。

ただし、使用できる最新の有効期限

の日付でアカウントを設定すること

は可能です。

（注）

（任意）

ユーザの電子メールアドレスを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
email email-addr

ステップ 8   

（任意）

ユーザの電話番号を指定します。

UCS-A /security/local-user # set
phone phone-num

ステップ 9   

（任意）

パスワードレスアクセス用の SSHキーを指定
します。

UCS-A /security/local-user # set
sshkey ssh-key

ステップ 10   

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例は、kikipopoという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルに
し、foo12345にパスワードを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

次の例は、linceyという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルにし、
パスワードレスアクセス用の OpenSSHキーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user lincey
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set sshkey "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw85lkdQqap+NFuNmHcb4K
iaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VOIEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpD
m8HPh2LOgyH7Ei1MI8="
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #
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次の例は、jforlenzという名前のユーザアカウントを作成し、ユーザアカウントをイネーブルに
し、パスワードレスアクセス用のセキュアSSHキーを設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # create local-user jforlenz
UCS-A /security/local-user* # set account-status active
UCS-A /security/local-user* # set sshkey
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
User's SSH key:
> ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
>AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw8
>5lkdQqap+NFuNmHcb4KiaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VO
>IEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpDm8HPh2LOgyH7Ei1MI8=
> ---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
> ENDOFBUF
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ローカル認証されたユーザへのパスワード強度チェックのイネーブル

化

パスワードの強度確認を有効にするには、adminまたはaaa権限が必要です。有効になっている場
合、CiscoUCSManagerでは、強力なパスワードのガイドラインを満たしていないパスワードを選
択できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

パスワードの強度確認をイネーブルにする

か、ディセーブルにするかを指定します。

UCS-A /security #
enforce-strong-password {yes | no}

ステップ 2   

次に、パスワード強度チェックをイネーブルにする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # set enforce-strong-password yes
UCS-A /security #

ユーザアカウントの Web セッション制限の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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

システムサービスWebセッション制限モー
ドを開始します。

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

ステップ 3   

各ユーザに許可する同時 HTTPおよび
HTTPSセッションの最大数を設定します。

UCS-A
/system/services/web-session-limits #
set peruser num-of-logins-per-user

ステップ 4   

1～ 256の整数を入力します。デフォルト
では 32に設定されます。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 5   

次に、各ユーザアカウントに許可する HTTPおよび HTTPSセッションの最大数を 60に設定し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # scope web-session-limits
UCS-A /system/services/web-session-limits* # set peruser 60
UCS-A /system/services/web-session-limits* # commit-buffer
UCS-A /system/services/web-session-limits #

ユーザアカウントへのロールの割り当て

ユーザロールおよび権限の変更は次回のユーザログイン時に有効になります。ユーザアカウン

トへの新しいロールの割り当てや既存のロールの削除を行うときにユーザがログインしている場

合、アクティブなセッションは以前のロールや権限を引き続き使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントに指定したロールを割り当

てます。

UCS-A /security/local-user # create
role role-name

ステップ 3   

create roleコマンドは、あるユーザ
アカウントに複数のロールを割り当

てるために複数回入力できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ローカルユーザアカウント kikipopoに operationsロールを割り当て、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # create role operations
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントへのロケールの割り当て

adminまたは aaaロールを持つユーザにロケールを割り当てないでください。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントに指定したロケールを割り

当てます。

UCS-A /security/local-user # create
locale locale-name

ステップ 3   

create localeコマンドは、あるユーザ
アカウントに複数のロケールを割り

当てるために複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ローカルユーザアカウント kikipopoに西洋言語ロケールを割り当て、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # create locale western
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #
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ユーザアカウントからのロールの削除

ユーザロールおよび権限の変更は次回のユーザログイン時に有効になります。ユーザアカウン

トへの新しいロールの割り当てや既存のロールの削除を行うときにユーザがログインしている場

合、アクティブなセッションは以前のロールや権限を引き続き使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントから指定したロールを削除

します。

UCS-A /security/local-user # delete
role role-name

ステップ 3   

ユーザアカウントから複数のロール

を削除するために、delete roleコマ
ンドを複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、kikipopoというローカルユーザアカウントからoperationsロールを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # delete role operations
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントからのロケールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したローカルユーザアカウントに対する

セキュリティローカルユーザモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
local-user-name

ステップ 2   

ユーザアカウントから指定したロケールを削

除します。

UCS-A /security/local-user # delete
locale locale-name

ステップ 3   

ユーザアカウントから複数のロケー

ルを削除するために、delete localeコ
マンドを複数回入力できます。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、kikipopoというローカルユーザアカウントからwesternロケールを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user kikipopo
UCS-A /security/local-user # delete locale western
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #

ユーザアカウントのイネーブル化またはディセーブル化

ローカルユーザアカウントを有効または無効にするには、adminまたは aaa権限が必要です。

はじめる前に

ローカルユーザアカウントを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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

ローカルユーザセキュリティモードを開始しま

す。

UCS-A /security # scope
local-user

ステップ 2   

ローカルユーザアカウントをイネーブルにするか、

ディセーブルにするかを指定します。

UCS-A /security/local-user # set
account-status {active |
inactive}

ステップ 3   

adminユーザアカウントは常にアクティブに設定さ
れます。変更はできません。
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目的コマンドまたはアクション

アカウントステータスを非アクティブに

設定しても、データベースからコンフィ

ギュレーションは削除されません。

（注）

次に、accountingというローカルユーザアカウントをイネーブルにする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # scope local-user accounting
UCS-A /security/local-user # set account-status active

ローカル認証されたユーザのパスワード履歴のクリア

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定されたユーザアカウントに対するロー

カルユーザセキュリティモードを開始し

ます。

UCS-A /security # scope local-user
user-name

ステップ 2   

指定されたユーザアカウントのパスワード

履歴をクリアします。

UCS-A /security/local-user # set clear
password-history yes

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /security/local-user #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope local-user admin
UCS-A /security/local-user # set clear password-history yes
UCS-A /security/local-user* # commit-buffer
UCS-A /security/local-user #
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ユーザアカウントの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

ローカルユーザアカウントを削除しま

す。

UCS-A /security # delete local-user
local-user-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

次に、fooというユーザアカウントを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # delete local-user foo
UCS-A /security* # commit-buffer
UCS-A /security #

ローカル認証されたユーザのパスワードプロファイル
パスワードプロファイルには、Cisco UCS Managerのローカル認証されたすべてのユーザのパス
ワード履歴やパスワード変更間隔プロパティが含まれます。ローカル認証されたユーザに異なる

パスワードプロファイルを指定することはできません。

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要
があります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたはaaa権限を持つユー
ザに適用されません。

（注）

Password History Count

パスワード履歴のカウントにより、ローカル認証されたユーザが同じパスワードを再利用しない

ようにすることができます。パスワード履歴カウントを設定すると、CiscoUCSManagerで以前に
使用されたパスワードが最大15個保存されます。パスワード履歴カウントには最新のパスワード
が先頭で、パスワードが新しい順に保存されます。そのため、履歴カウントがしきい値に達した

ときには、最も古いパスワードを再利用できます。

パスワード履歴カウントで設定された数のパスワードを作成して使用すると、ユーザはパスワー

ドを再使用できます。たとえば、パスワード履歴カウントを 8に設定した場合、ユーザは最初の
パスワードを 9番目のパスワードが期限切れになる後まで再使用できません。
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デフォルトでは、パスワード履歴は 0に設定されます。この値は、履歴のカウントをディセーブ
ルにし、ユーザはいつでも前のパスワードを使用できます。

ローカル認証されたユーザのパスワード履歴カウントをクリアして、以前のパスワードを再使用

可能にすることができます。

パスワード変更間隔

パスワード変更間隔は、ローカル認証されたユーザが特定の時間内に行えるパスワード変更の回

数を制限します。次の表で、パスワード変更間隔の 2つの間隔設定オプションについて説明しま
す。

例説明間隔の設定

パスワード変更後 48時間以内に
ユーザがパスワードを変更するのを

防ぐため：

• [Change During Interval]を無効
に設定

• [No Change Interval]を 48に設
定

パスワードの変更後、指定された

時間の間は、ローカル認証された

ユーザのパスワードを変更するこ

とはできません。

1～745時間の変更禁止間隔を指定
できます。デフォルトでは、変更

禁止間隔は 24時間です。

パスワード変更不許可

パスワード変更後 24時間以内に最
大1回のパスワード変更を許可する
には、次のような設定を行います。

• [Change during interval]を有効
に設定

• [Change count]を 1に設定

• [Change interval]を 24に設定

ローカル認証されたユーザのパス

ワードを事前に定義された時間内

に変更できる最大回数を指定しま

す。

変更間隔を 1～ 745時間で、パス
ワード変更の最大回数を 0～ 10で
指定できます。デフォルトでは、

ローカル認証されたユーザに対し

て、48時間間隔内で最大 2回のパ
スワード変更が許可されます。

変更間隔内のパスワー

ド変更許可

変更間隔のパスワード変更の最大数の設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたはaaa権限を持つユーザに
適用されません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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

パスワードプロファイルセキュリティモードを

開始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

ローカル認証されたユーザが指定された時間の間

に実行できるパスワード変更の回数を制限します。

UCS-A /security/password-profile
# set change-during-interval
enable

ステップ 3   

ローカル認証されたユーザが、[Change Interval]の
間に自分のパスワードを変更できる最大回数を指

定します。

UCS-A /security/password-profile
# set change-count
pass-change-num

ステップ 4   

この値は、0～ 10から自由に設定できます。

[Change Count]フィールドで指定したパスワード
変更回数が有効になる時間の最大数を指定しま

す。

UCS-A /security/password-profile
# set change-interval
num-of-hours

ステップ 5   

この値は、1～745時間から自由に設定できます。

たとえば、このフィールドが 48に設定され、
[Change Count]フィールドが 2に設定されている
場合、ローカル認証されたユーザは48時間以内に
2回を超えるパスワード変更を実行することはで
きません。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /security/password-profile
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、change during intervalオプションをイネーブルにし、変更回数を 5回、変更間隔を 72
時間に設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set change-during-interval enable
UCS-A /security/password-profile* # set change-count 5
UCS-A /security/password-profile* # set change-interval 72
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

パスワードの変更禁止間隔の設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。パスワード履歴を除き、これらのプロパティは、adminまたはaaa権限を持つユーザに
適用されません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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

パスワードプロファイルセキュリティモード

を開始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

間隔中の変更機能をディセーブルにします。UCS-A /security/password-profile #
set change-during-interval disable

ステップ 3   

ローカル認証されたユーザが、新しく作成さ

れたパスワードを変更する前に待機する時間

の最小数を指定します。

UCS-A /security/password-profile #
set no-change-interval
min-num-hours

ステップ 4   

この値は、1～745時間から自由に設定できま
す。

この間隔は、[Change During Interval]プロパ
ティが [Disable]に設定されている場合、無視
されます。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /security/password-profile #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、間隔中の変更オプションをディセーブルにし、変更禁止間隔を72時間に設定し、トランザ
クションをコミットする例を示します。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set change-during-interval disable
UCS-A /security/password-profile* # set no-change-interval 72
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

パスワード履歴カウントの設定

パスワードプロファイルプロパティを変更するには、adminまたは aaa権限を持っている必要が
あります。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティモードを開始します。UCS-A# scope securityステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

パスワードプロファイルセキュリティモードを開

始します。

UCS-A /security # scope
password-profile

ステップ 2   

ローカル認証されたユーザが、以前に使用された

パスワードを再利用できるまでに、作成する必要

がある一意のパスワードの数を指定します。

UCS-A
/security/password-profile # set
history-count num-of-passwords

ステップ 3   

この値は、0～ 15から自由に設定できます。

デフォルトでは、[History Count]フィールドは 0に
設定されます。これは、履歴カウントをディセー

ブルにし、ユーザはいつでも前に使用されたパス

ワードを再使用できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/security/password-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A # scope security
UCS-A /security # scope password-profile
UCS-A /security/password-profile # set history-count 5
UCS-A /security/password-profile* # commit-buffer
UCS-A /security/password-profile #

CLI からのユーザセッションのモニタリング

手順

目的コマンドまたはアクション

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

システムにログインしているすべてのユーザの

セッション情報を表示します。セッション ID
UCS-A /security # show
user-session {local | remote}
[detail]

ステップ 2   

の横のアスタリスク（*）は、現在のログイン
セッションを示します。

次に、システムにログインしているすべてのローカルユーザのリストを表示する例を示します。

アスタリスクは、どのセッションが現在のログインセッションであるかを示します。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # show user-session local
Session Id User Host Login Time
--------------- --------------- -------------------- ----------
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pts_25_1_31264* steve 192.168.100.111 2009-05-09T14:06:59
ttyS0_1_3532 jeff console 2009-05-02T15:11:08
web_25277_A faye 192.168.100.112 2009-05-15T22:11:25

次に、システムにログインしているすべてのローカルユーザの詳細情報を表示する例を示しま

す。

UCS-A# scope security
UCS-A /security # show user-session local detail
Session Id pts_25_1_31264:

Fabric Id: A
Term: pts/25
User: steve
Host: 64.101.53.93
Pid: 31264
Login Time: 2009-05-09T14:06:59

Session Id ttyS0_1_3532:
Fabric Id: A
Term: ttyS0
User: jeff
Host: console
Pid: 3532
Login Time: 2009-05-02T15:11:08

Session Id web_25277_A:
Fabric Id: A
Term: web_25277
User: faye
Host: 192.168.100.112
Pid: 3518
Login Time: 2009-05-15T22:11:25
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第 10 章

DNS サーバの設定

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCSの DNSサーバ, 233 ページ

• DNSサーバの設定, 233 ページ

• DNSサーバの削除, 234 ページ

Cisco UCSの DNS サーバ
システムがホスト名の名前解決を必要とする場合、使用する外部 DNSサーバを各Cisco UCSドメ
インに指定する必要があります。たとえば、DNSサーバを設定していないと、ファブリックイン
ターコネクトに関する設定を行うときに、www.cisco.comなどの名前を使用できません。サーバの
IPアドレスを使用する必要があり、IPv4または IPv6アドレスのいずれかを使用できます。各Cisco
UCSドメインに対し最大 4台の DNSサーバを設定できます。

複数の DNSサーバを設定する場合、システムによるサーバの検索順はランダムになります。
ローカル管理コマンドが DNSサーバの検索を必要とする場合、3台の DNSサーバのみをラン
ダムに検索します。

（注）

DNS サーバの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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

指定した IPv4または IPv6アドレスのDNS
サーバを使用するようシステムを設定しま

す。

UCS-A /system/services # create dns
{ip-addr ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、IPv4アドレス 192.168.200.105を持つ DNSサーバを設定し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create dns 192.168.200.105
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

次の例では、IPv6アドレス 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3Fを持つ DNSサーバを設定し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create dns 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3F
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

DNS サーバの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

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

指定した IPアドレスの NTPサーバを削
除します。

UCS-A /system/services # delete dns
ip-addr

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、IPアドレス192.168.200.105を持つDNSサーバを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
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UCS-A /system/services # delete dns 192.168.200.105
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #
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第 11 章

システム関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• シャーシ/FEXディスカバリポリシーの設定, 237 ページ

• シャーシ接続ポリシーの設定, 243 ページ

• ラックサーバディスカバリポリシーの設定, 245 ページ

• MACアドレステーブルのエージングタイムの設定, 246 ページ

シャーシ/FEX ディスカバリポリシーの設定

シャーシ/FEX ディスカバリポリシー
シャーシ/FEXディスカバリポリシーによって、新しいシャーシまたは FEXを追加したときのシ
ステムの対処方法が決まります。Cisco UCS Managerはシャーシ/FEXディスカバリポリシーの設
定を使用して、シャーシまたはFEXとファブリックインターコネクト間のリンク数の最小しきい
値を決定し、IOMからファブリックインターコネクトへのリンクをファブリックポートチャネ
ルにグループ化するかどうかを決定します。

シャーシリンク

Cisco UCSドメインのシャーシの配線リンク数が 1、2、4、および 8である場合は、Cisco UCS
Managerがすべてのシャーシを検出できるように、シャーシ/FEXディスカバリポリシーにドメイ
ンの最小リンク数を設定することを推奨します。
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Cisco UCSドメインのファブリックインターコネクトがさまざまなタイプの I/Oモジュールに
接続しており、それぞれの I/Oモジュールが異なる最大アップリンク数に対応している場合、
そのドメインで最大限のシャーシ接続を確立するには、プラットフォームの最大値を選択しま

す。プラットフォームの最大値を設定することで、サポートされる最大数の IOMアップリン
クが I/Oモジュールごとに接続されている場合にのみ、CiscoUCSManagerがシャーシ（接続と
サーバを含む）を検出するようになります。

ヒント

初回の検出後、設定よりも配線されるリンク数が多いシャーシを再認識させると、すべての使用

可能なリンクを使用できるように、シャーシが Cisco UCS Managerによって設定されます。

Cisco UCS Managerは、シャーシ/FEXディスカバリポリシーで設定されているリンク数よりも配
線リンク数が少ないシャーシを検出できません。たとえば、シャーシ/FEXディスカバリポリシー
で 4つのリンクが設定されている場合、Cisco UCS Managerは 1つまたは 2つのリンクに配線され
たシャーシを検出できません。この問題を解決するには、シャーシを再認識させます。

次の表は、複数のシャーシがある Cisco UCSドメインに対するシャーシ/FEXディスカバリポリ
シーの動作の概要を示しています。

表 8：シャーシ/FEX ディスカバリポリシーとシャーシのリンク数

プラットフォー

ム最大のディス

カバリポリシー

8 リンクのディス
カバリポリシー

4 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

2 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

1 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

シャーシで配

線されるリン

ク数

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接

続とサーバは
Cisco UCS
Managerに
よって検出で

きないため、

Cisco UCSド
メインに追加

されません。

シャーシの接

続とサーバは
Cisco UCS
Managerに
よって検出で

きないため、

Cisco UCSド
メインに追加

されません。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 1つの
リンクが存在
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プラットフォー

ム最大のディス

カバリポリシー

8 リンクのディス
カバリポリシー

4 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

2 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

1 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

シャーシで配

線されるリン

ク数

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシの接

続とサーバは
Cisco UCS
Managerに
よって検出で

きないため、

Cisco UCSド
メインに追加

されません。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

2つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 2つの
リンクが存在

IOMに 4つのリ
ンクがある場

合、シャーシは
Cisco UCS
Managerにより検
出され、4つのリ
ンクが配線され

たシャーシとし

て Cisco UCSド
メインに追加さ

れます。

IOMに 8つのリ
ンクがある場

合、シャーシは
Cisco UCS
Managerによって
十分に検出され

ません。

シャーシの接続

とサーバは Cisco
UCS Managerに
よって検出でき

ないため、Cisco
UCSドメインに
追加されませ

ん。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

4つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

2つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 4つの
リンクが存在
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プラットフォー

ム最大のディス

カバリポリシー

8 リンクのディス
カバリポリシー

4 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

2 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

1 リンクの
ディスカバリ

ポリシー

シャーシで配

線されるリン

ク数

シャーシは Cisco
UCS Managerに
より検出され、8
つのリンクが配

線されたシャー

シとして Cisco
UCSドメインに
追加されます。

シャーシは Cisco
UCS Managerに
より検出され、8
つのリンクが配

線されたシャー

シとして Cisco
UCSドメインに
追加されます。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

4つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

2つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

シャーシは
Cisco UCS
Managerによ
り検出され、

1つのリンク
が配線された

シャーシとし

て Cisco UCS
ドメインに追

加されます。

初回の検出の

後にシャーシ

を再認識させ

ると、Cisco
UCS Manager
で認識され、

追加のリンク

が使用されま

す。

IOMとファ
ブリックイ

ンターコネク

ト間で 8つの
リンクが存在

リンクのグループ化

ファブリックポートチャネルをサポートするハードウェア構成の場合、リンクをグループ化する

と、シャーシディスカバリの実行中に、IOMからファブリックインターコネクトへのすべてのリ
ンクをファブリックポートチャネルにグループ化するかどうかが決まります。リンクのグループ

化プリファレンスが [port channel]に設定されている場合、IOMからファブリックインターコネク
トへのすべてのリンクがファブリックポートチャネルにグループ化されます。[no group]に設定
すると、IOMからファブリックインターコネクトへのリンクはファブリックポートチャネルに
グループ化されません。

ファブリックポートチャネルを作成した後、リンクの追加または削除を行うには、リンクグルー

プのプリファレンスを変更してシャーシを再認識させるか、またはポートチャネルからシャーシ

を有効または無効にします。

リンクグループ化のプリファレンスは、IOMまたは FEXとファブリックインターコネクト間
のリンクの両サイドがファブリックポートチャネルをサポートしている場合にのみ有効にな

ります。リンクの一方がファブリックポートチャネルをサポートしていない場合は、このプ

リファレンスは無視され、リンクはポートチャネルにグループ化されません。

（注）
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シャーシ/FEX ディスカバリポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

シャーシ/FEXディスカバリポリシーは、ルー
ト組織からのみアクセスできます。

（注）

組織シャーシ/FEXディスカバリポリシーモードを開
始します。

UCS-A /org # scope
chassis-disc-policy

ステップ 2   

シャーシまたはFEXとファブリックインターコネクト
の間のリンク数の最小しきい値を指定します。

UCS-A
/org/chassis-disc-policy # set
action {1-link | 2-link | 4-link
| 8-link | platform-max}

ステップ 3   

（任意）

シャーシ/FEXディスカバリポリシーの説明が提供され
ます。

UCS-A
/org/chassis-disc-policy #set
descr description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が

含まれている場合、説明を引用符で括る必要

があります。引用符は、showコマンド出力
の説明フィールドには表示されません。

（注）

IOMまたは FEXからファブリックインターコネクト
へのリンクをポートチャネルにグループ化するかを指

定します。

UCS-A
/org/chassis-disc-policy # set
link-aggregation-pref {none
| port-channel}

ステップ 5   

リンクグループ化のプリファレンスは、IOM
または FEXとファブリックインターコネク
ト間のリンクの両サイドがファブリックポー

トチャネルをサポートしている場合にのみ有

効になります。リンクの一方がファブリック

ポートチャネルをサポートしていない場合

は、このプリファレンスは無視され、リンク

はポートチャネルにグループ化されません。

（注）

IOMとポートチャネル内のファブリックインターコネ
クト間のすべてのリンクがマルチキャストトラフィッ

クに使用できるかどうかを指定します。

UCS-A
/org/chassis-disc-policy # set
multicast-hw-hash {disabled
| enabled}

ステップ 6   

• disabled：マルチキャストトラフィックに使用さ
れるリンクは、IOMとファブリックインターコネ
クト間のリンク 1つのみです。
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目的コマンドまたはアクション

• enabled：マルチキャストトラフィックに使用でき
るリンクは、IOMとファブリックインターコネク
ト間のすべてのリンクです。

（任意）

指定されたサーバプールポリシー資格情報をこのポリ

シーとサーバプールを関連付けるために使用します。

UCS-A
/org/chassis-disc-policy # set
qualifier qualifier

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/chassis-disc-policy #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例では、デフォルトシャーシ/FEXディスカバリポリシーにスコープ設定し、ファブリック
インターコネクトへの 4つのリンクを持つシャーシの検出に設定し、ポリシーに説明を加え、
シャーシの資格認定に使用するサーバプールポリシー資格情報を指定し、トランザクションをコ

ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope chassis-disc-policy
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set action 4-link
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set descr "This is an example chassis/FEX discovery
policy."
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-disc-policy #

次の例では、デフォルトシャーシ/FEXディスカバリポリシーにスコープ設定し、ファブリック
インターコネクトへの8つのリンクを持つシャーシの検出に設定し、ポリシーに説明を加え、ポー
トチャネルにリンクグルーピングプリファレンスを設定し、シャーシの資格認定に使用するサー

バプールポリシー資格情報を指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope chassis-disc-policy
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set action 8-link
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set descr "This is an example chassis/FEX discovery
policy."
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set link-aggregation-pref port-channel
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-disc-policy #

次の例では、デフォルトシャーシ/FEXディスカバリポリシーにスコープ設定し、ファブリック
インターコネクトへの4つのリンクを持つシャーシの検出に設定し、ポリシーに説明を加え、ポー
トチャネルにリンクグルーピングプリファレンスを設定し、マルチキャストハードウェアハッ

シュを有効にし、シャーシの資格認定に使用するサーバプールポリシー資格情報を指定し、トラ

ンザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope chassis-disc-policy
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set action 4-link
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set descr "This is an example chassis/FEX discovery
policy."
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set link-aggregation-pref port-channel
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set multicast-hw-hash enabled
UCS-A /org/chassis-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
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UCS-A /org/chassis-disc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-disc-policy #

次の作業

特性のシャーシのファブリックポートチャネルの接続をカスタマイズするには、シャーシ接続ポ

リシーを設定します。

シャーシ接続ポリシーの設定

シャーシ接続ポリシー

シャーシ接続ポリシーは、特定のシャーシがシャーシディスカバリ後にファブリックポートチャ

ネルに含められるかどうかを決定します。このポリシーは、グローバルシャーシディスカバリ

ポリシーで指定したのとは異なる方法で1つ以上のシャーシを設定する場合に役立ちます。シャー
シ接続ポリシーは、ファブリックインターコネクトごとに異なる接続モードを許容し、シャーシ

接続に関して提供される制御レベルをさらに拡張します。

デフォルトでは、シャーシ接続ポリシーはグローバルに設定されます。これはつまり、接続制御

はシャーシが新しく検出されたときに、シャーシディスカバリポリシーに設定された内容を使用

して設定されることを意味しています。シャーシが検出されると、接続制御が「なし」と「ポー

トチャネル」のどちらに設定されるかを、シャーシ接続ポリシーが制御します。

シャーシ接続ポリシーは、Cisco UCS Managerによって、ハードウェア設定がファブリック
ポートチャネルをサポートする場合にだけ作成されます。現時点では、6200シリーズファブ
リックインターコネクトおよび 2200シリーズの IOMだけがこの機能をサポートしています。
他のすべてのハードウェアの組み合わせについて、CiscoUCSManagerはシャーシ接続ポリシー
を作成しません。

（注）

シャーシ接続ポリシーの設定

シャーシの接続モードを変更すると、VIF名前空間が減少することがあります。

シャーシの接続モードを変更すると、シャーシが再認識されます。その間トラフィックが中断

されることがあります。

注意
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたシャーシとファブリックのシャーシ接続

ポリシー組織モードを開始します。

UCS-A /org # scope
chassis-conn-policy chassis-num
[a | b}

ステップ 2   

IOMまたは FEXからファブリックインターコネク
トへのリンクをポートチャネルにグループ化するか

を指定します。

UCS-A /org/chassis-conn-policy
# set link-aggregation-pref
{global | none | port-channel}

ステップ 3   

• [None]：リンクをポートチャネルにグループ化
しません

• [Port Channel]：IOMからファブリックインター
コネクトへのすべてのリンクがポートチャネル

にグループ化されます。

• [Global]：シャーシはこの設定をシャーシディ
スカバリポリシーから継承します。これはデ

フォルト値です。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/chassis-conn-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例に、2つのシャーシのファブリックポートチャネル接続を変更する方法を示します。シャー
シ 6ファブリック Aはポートチャネルに変更され、シャーシ 12ファブリック Bは個別リンクに
変更されます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope chassis-conn-policy 6 a
UCS-A /org/chassis-conn-policy # set link-aggregation-pref port-channel
UCS-A /org/chassis-conn-policy* # up
UCS-A /org* # scope chassis-conn-policy 12 b
UCS-A /org/chassis-conn-policy* # set link-aggregation-pref none
UCS-A /org/chassis-conn-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-conn-policy #
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ラックサーバディスカバリポリシーの設定

ラックサーバディスカバリポリシー

ラックサーバディスカバリポリシーは、新しいラックマウントサーバを追加したときのシステ

ムの対処方法を決定します。Cisco UCS Managerは、ラックサーバディスカバリポリシーの設定
を使用して、ハードディスク上のデータをスクラビングするかどうか、サーバ検出をただちに開

始するかどうか、またはユーザの明示的な確認応答を待つ必要があるかどうかを決定します。

Cisco UCS Managerでは、正しく配線されておらず、ファブリックインターコネクトに接続され
ていないラックマウントサーバは検出できません。サポート対象の Cisco UCSラックマウント
サーバを Cisco UCS Managerに統合する方法については、適切な『rack-mount server integration
guide』を参照してください。

ラックサーバディスカバリポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

ラックサーバディスカバリポリシー

は、ルート組織からだけアクセスでき

ます。

（注）

組織ラックサーバディスカバリポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope
rackserver-disc-policy

ステップ 2   

新しいラックサーバの追加にシステムが対応す

る方法を指定します。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
# set action {immediate |
user-acknowledged}

ステップ 3   

（任意）

ラックサーバディスカバリポリシーに説明を加

えます。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
#set descr description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールド
には表示されません。

（注）

新しく検出されたラックサーバ上で実行する必

要があるスクラブポリシーを指定します。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
# set scrub-policy scrub-pol-name

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/rackserver-disc-policy
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、デフォルトラックサーバディスカバリポリシーにスコープを設定し、すぐに新しい

ラックサーバを検出するよう設定し、ポリシーの説明を記入し、scrubpol1というスクラブポリ
シーを指定して、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope rackserver-disc-policy
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # set action immediate
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # set descr "This is an example rackserver discovery
policy."
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # set scrub-policy scrubpol1
UCS-A /org/rackserver-disc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/rackserver-disc-policy #

MAC アドレステーブルのエージングタイムの設定

MAC アドレステーブルのエージングタイム
ポート間でパケットを効率的に切り替えるために、ファブリックインターコネクトはMACアド
レステーブルを保持しています。ファブリックインターコネクトは、受信したパケットのMAC
ソースアドレスと、パケットが読み取られた関連ポートを使用して、MACアドレステーブルを
動的に構築します。ファブリックインターコネクトは、設定可能なエージングタイマーで定義さ

れたエージングメカニズムを使用して、エントリがMACアドレステーブル内にとどまる期間を
判断します。アドレスの非アクティブ状態が所定の秒数続くと、そのアドレスはMACアドレス
テーブルから削除されます。

MACアドレスエントリ（MACアドレスとその関連ポート）がMACアドレステーブルにとどま
る時間（エージ）はユーザが設定できます。

MAC アドレステーブルのエージングタイムの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

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

MACアドレステーブルのエージングタイムを指定
します。設定済みのイーサネットスイッチングモー

UCS-A /eth-uplink # set
mac-aging {dd hh mm ss |
mode-default | never}

ステップ 2   

ドに依存するデフォルト値にエージングタイムを設

定するには、mode-defaultキーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

アイドルのまま経過した時間にかかわらずMACア
ドレスがテーブルから削除されないようにするには、

neverキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、MACアドレステーブルに 1日と 12時間のエージングタイムを設定し、トランザクション
をコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set mac-aging 01 12 00 00
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #
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第 12 章

ライセンスの管理

この章は、次の項で構成されています。

• ライセンス, 249 ページ

• Cダイレクトラックのライセンスのサポート, 251 ページ

• ファブリックインターコネクトのホスト IDの入手方法, 253 ページ

• ライセンスの取得, 253 ページ

• ライセンスのインストール, 254 ページ

• ファブリックインターコネクトにインストールされているライセンスの表示, 255 ページ

• ファブリックインターコネクトのライセンス使用状況の表示, 256 ページ

• ライセンスのアンインストール, 258 ページ

ライセンス
各 Cisco UCSファブリックインターコネクトにはいくつかのポートライセンスが付属していま
す。これらはプレインストールされ、ハードウェアとともに出荷されます。ファブリックイン

ターコネクトは、完全ライセンスまたは部分ライセンスで購入できます。また、納入後に追加ラ

イセンスを購入することもできます。

次の 4つの新しいライセンスは 6300シリーズ FI向けに追加され、6332および 6332-16UP FIでの
み有効です。

• 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG：40 GBイーサネットポート用ライセンス

• 40G_ETH_C_PORT_ACTIVATION_PKG：ラックサーバに直接接続された（Cダイレクト）
40 GBイーサネットポート用ライセンス

• 10G_C_PORT_ACTIVATION_PKG：ラックサーバに直接接続された（Cダイレクト）6332-16UP
の最初の 16個の 10 GBユニファイドポート用ライセンス
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• 10G_PORT_ACTIVATION_PKG：6332-16UPの最初の 16個の 10 GBユニファイドポート用
ライセンス

10G_PORT_ACTIVATION_PKGおよび 10G_C_PORT_ACTIVATION_PKGライ
センスは 6332-16UP FIでのみ有効で、それらにだけインストールできます。

（注）

各ファブリックインターコネクトは、少なくとも次のカウントされたライセンスがプリインス

トールされた状態で出荷されます。

デフォルトの基本ライセンスファブリックインターコネクト

拡張モジュールの最初の 12個の有効なイーサ
ネットポートおよび任意のファイバチャネル

ポート用。

Cisco UCS 6248（ユニファイドポート）

拡張モジュールの最初の 18個の有効なイーサ
ネットポートおよび任意のファイバチャネル

ポート用。

Cisco UCS 6296（ユニファイドポート）

4個の非ブレークアウトポート専用。ライセン
スを含まない 5番目のポートは、さらに 4個の
10 GBポートに分割されます。

Cisco UCS 6324

4個の 40 GBポートと 8個の 10 GBポート用。
最初の 16個のポートは 10 GBです。
残りは 40 GBです。

（注）

Cisco UCS 6332 16UP

8個の 40 GBポート用。Cisco UCS 6332

ポートライセンスの使用

ポートライセンスは物理ポートにバインドされません。ライセンスされているポートをディセー

ブルにすると、そのライセンスは次にイネーブルにされたポートで使用するために保持されます。

追加の固定ポートを使用するには、それらのポート用のライセンスを購入し、インストールする

必要があります。タイプ（ファイバ、イーサネット）に関係なく、ポートがイネーブルの場合は、

すべてのポートがライセンスを使用します。

6332および 6332-16UPプラットフォームで使用可能なブレークアウト対応ポートの場合は、ポー
トがブレークアウトポートで、そのポートが引き続き 40 GBライセンスを 1つだけ使用する場合
でも、40 GBのライセンスがメインポートに適用されたままになります。

ポートの初期設定でそれをイネーブルにし、ライセンスを使用します。（注）
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製品の世代間でライセンスを移動させることはできません。6200シリーズファブリックイン
ターコネクト用に購入したライセンスを使用して 6300シリーズファブリックインターコネク
トのポートをイネーブルにすることはできません。その逆も同様です。

重要

各 Cisco UCS 6324 Fabric Interconnectにはポートライセンスが付属します。このライセンスは工場
でインストールされ、ハードウェアと共に出荷されます。このライセンスは8個の40GBユニファ
イドポートに対応し、サポートされているあらゆる用途に使用できます。Cダイレクトポートラ
イセンスは猶予期間にプレインストールされ、Cisco UCSラックサーバで使用できます。

猶予期間

ライセンスがインストールされていないポートを使用しようとすると、Cisco UCSは 120日間の
猶予期間を開始します。猶予期間は、最初にライセンスなしでポートを使用した時点から測定さ

れ、有効なライセンスファイルがインストールされると一時停止されます。猶予期間中に使用さ

れた時間数はシステムに保存されます。

各物理ポートには固有の猶予期間があります。1つのポートで猶予期間を開始しても、すべて
のポートの猶予期間が開始するわけではありません。

（注）

ライセンスされているポートの設定を解除すると、そのライセンスは、猶予期間内で機能してい

るポートに移行されます。複数のポートが猶予期間内で動作している場合、ライセンスは猶予期

間の終了が最も近いポートに移動されます。

High Availability コンフィギュレーション

フェールオーバー中の不整合を避けるため、クラスタ内の両方のファブリックインターコネクト

に同数のライセンスされたポートを用意することを推奨します。均衡が保たれていない状態で

フェールオーバーが発生すると、CiscoUCSは欠けているライセンスを有効化して、フェールオー
バーノードで使用される各ポートに対して猶予期間を開始します。

C ダイレクトラックのライセンスのサポート
各Cisco UCSファブリックインターコネクトは、デフォルトの数のポートライセンスが工場で付
与され、ハードウェアと一緒に出荷されます。Cダイレクトサポートは、ラックサーバに接続さ
れたポートにのみ適用可能です。10G_C_PORT_ACTIVATION_PKGおよび
40G_ETH_C_PORT_ACTIVATION _PKGは、既存のライセンス機能と同じプロパティがすべて設
定された既存のライセンスパッケージに追加されます。[SubordinateQuantity]プロパティは、ラッ
クサーバに接続されたポートを追跡するために、10G_PORT_ACTIVATION_PKGおよび
40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKGに追加されます。

Cisco UCS Manager GUIの [License]タブに、新しいライセンスとそのライセンスの [Subordinate
Quantity]が表示されます。scope licensescope licenseの下で show featureshow featureコマンドおよ
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び show usageshow usageコマンドを使用して、ライセンス機能、ベンダーバージョンタイプ、各
ライセンスの猶予期間を表示することもできます。

ラックサーバに接続されたポートは、ライセンスが使用可能であるか、またはライセンスが使用

中でない場合に、既存の10G_PORT_ACTIVATION_PKGおよび40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
を使用できます。それ以外の場合は、10G_C_PORT_ACTIVATION_PKGおよび
40G_ETH_C_PORT_ACTIVATIONを購入してライセンスの猶予期間を無効にする必要がありま
す。

10 GBポートでの変更はありません。10G_PORT_ACTIVATION_PKGおよび
10G_C_PORT_ACTIVATION_PKGライセンスパッケージには、ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
および ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKGライセンス機能と同じプロパティがすべて含まれてい
ます。

設定と制約事項

• Cダイレクトラックライセンス機能は、CIMCポートではなく、FIに直接接続されたラック
サーバポートを構成します。10G_C_PORT_ACTIVATION_PKGおよび
40G_ETH_C_PORT_ACTIVATION_PKGのデフォルトの数量は常に 0です。

• 40 GBポートまたは 40 GBブレークアウトポート配下のブレークアウトポートが接続なし
で有効な場合、このポートには 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG（使用可能な場合）に
基づいてライセンスが割り当てられます。このポートがタイムラグの後にダイレクトコネク

トラックサーバに接続されると、ライセンスの完全な再割り当てがトリガーされ、このポー

トは、次のライセンス割り当てシナリオのいずれかで処理されます。

40GBブレークアウトポート配下のブレークアウトポートがイネーブルで、そのポートがダ
イレクトコネクトラックサーバに接続され、40G_C_PORT_ACTIVATION_PKGライセンス
ファイルが FIにインストールされている場合は、次のライセンス割り当てが行われます。

•ブレークアウトポート配下の他のポートがイネーブルでない場合は、
40G_C_PORT_ACTIVATION_PKGに基づいて親の 40 GBポートにライセンスが割り当
てられ、このライセンスの使用済み数量が増分されます。

•他のポートが有効で、1つ以上のポートがダイレクトコネクトラックサーバに接続さ
れていない場合は、ポートが使用されていない場合でも、

40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKGに基づいて親の 40 GBポートにライセンスが割り
当てられ、このライセンスの使用済み数量が増分されます。

• 40GBブレークアウトポート配下のブレークアウトポートがイネーブルで、そのポートがダ
イレクトコネクトラックサーバに接続され、40G_C_PORT_ACTIVATION_PKGライセンス
ファイルがFIにインストールされていない場合は、次のライセンス割り当てが行われます。

◦ブレークアウトポート配下のポートがイネーブルでない場合は、
40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKGに基づいて親の 40 GBポートにライセンスが割り
当てられます。ライセンスが 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKGで使用可能な場合
は、下位の数量が増分されます。ライセンスが使用可能でない場合は、この機能の使用

済み数量が増分され、ポート全体が猶予期間に入ります。
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◦他のポートがイネーブルで、1つ以上のポートがダイレクトコネクトラックサーバに接
続されていない場合は、ポートが使用されていない場合でも、

40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKGに基づいて親の 40 GBポートにライセンスが割り
当てられ、このライセンスの使用済み数量が増分されます。

ファブリックインターコネクトのホスト ID の入手方法
ホスト IDはシリアル番号とも呼ばれます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

ファブリックインターコネクトのホスト IDま
たはシリアル番号を入手します。

UCS-A /license # show
server-host-id

ステップ 2   

等号（=）の後ろに表示されるホスト
ID全体を使用します。

ヒント

次に、ファブリックインターコネクトのホスト IDを入手する例を示します。

UCS-A# scope license
UCS-A /license # show server-host-id
Server host id:

Scope Host Id
----- -------
A VDH=SSI12121212
B VDH=SSI13131313

UCS-A /license #

次の作業

シスコから必要なライセンスを入手します。

ライセンスの取得

このプロセスは、このマニュアルのリリース後に変更される場合があります。このマニュアル

の手順が 1つ以上当てはまらない場合は、シスコの担当者にライセンスファイルの入手方法
をお問い合わせください。

（注）

はじめる前に

次を入手します。
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•ファブリックインターコネクトのホスト IDまたはシリアル番号

•ファブリックインターコネクトまたは拡張モジュールの権利証明書またはその他の購入証明
書

手順

ステップ 1 権利証明書またはその他の購入証明書から、製品認証キー（PAK）を取得します。
ステップ 2 権利証明書またはその他の購入証明書でWebサイトの URLを確認します。
ステップ 3 ファブリックインターコネクトのWebサイトURLにアクセスし、シリアル番号と PAKを入力し

ます。

シスコからライセンスファイルが電子メールで送信されます。ライセンスファイルは、要求され

たファブリックインターコネクトでの使用だけを許可するようにデジタル署名されています。

CiscoUCSManagerがライセンスファイルにアクセスすると、要求された機能も有効になります。

次の作業

ファブリックインターコネクトにライセンスをインストールします。

ライセンスのインストール

クラスタ構成の場合、マッチングペアの両方のファブリックインターコネクトにライセンス

をダウンロードしてインストールすることをお勧めします。個々のライセンスは、ダウンロー

ドを開始するために使用するファブリックインターコネクトのみにダウンロードされます。

（注）

はじめる前に

シスコから必要なライセンスを入手します。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

ダウンロード元の場所からライセンスをダウンロード

します。From-filesystem:引数には、次のいずれかの構
文を使用します。

UCS-A /license # download
license from-filesystem

ステップ 2   

• ftp:// server-ip-addr

• scp:// username@server-ip-addr
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• sftp:// username@server-ip-addr

• tftp:// server-ip-addr: port-num

パス名またはファイル名にスペースを含めることはで

きません。たとえば、

c:\Path\Folder_Name\License.licは有効なパス
ですが、c:\Path\Folder Name\License.licは
「Folder Name」内にスペースがあるため無効です。

ライセンスをインストールします。UCS-A /license # install file
license_filename

ステップ 3   

次に、FTPを使用してライセンスをダウンロードし、インストールする例を示します。
UCS-A # scope license
UCS-A /license # download license ftp://192.168.10.10/license/port9.lic
UCS-A /license # install file port9.lic
UCS-A /license #

ファブリックインターコネクトにインストールされてい

るライセンスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

ファブリックインターコネクトにインストー

ルされたライセンスを、コマンドで指定した

詳細レベルで表示します。

UCS-A /license # show file
[license_filename | detail]

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクトにインストールされたライセンスの全詳細を表示する例を

示します。

UCS-A# scope license
UCS-A /license # show file detail

License file: UCSFEAT20100928112305377.lic
Id: 1212121212121212
Version: 1.0
Scope: A
State: Installed
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Features
Feature Name: ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
Vendor: cisco
Version: 1.0
Quantity: 24
Lines

Line Id: 1
Type: Increment
Expiry Date: Never
Pak:
Quantity: 24
Signature: B10101010101

License file: UCSFEAT20100928112332175.lic
Id: 1313131313131313
Version: 1.0
Scope: B
State: Installed
Features
Feature Name: ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
Vendor: cisco
Version: 1.0
Quantity: 24
Lines

Line Id: 1
Type: Increment
Expiry Date: Never
Pak:
Quantity: 24
Signature: F302020202020

UCS-A /license #

ファブリックインターコネクトのライセンス使用状況の

表示

手順

目的コマンドまた

はアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope
license

ステッ

プ 1   

ファブリックインターコネクトにインストールされたすべてのライセン

スファイルに関するライセンス使用状況テーブルを表示します。

UCS-A /license
# show usage

ステッ

プ 2   

これには以下が含まれます。

• Feat Name

ライセンスを適用する機能の名前。

• スコープ

ライセンスに関連付けられたファブリック。
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目的コマンドまた

はアクション

• デフォルト

この Cisco UCSドメインに提供されるデフォルトのライセン
ス数。

• Total Quant

使用可能なライセンスの総数。この値は、購入ライセンス数

とデフォルトライセンス数の合計です。

• Used Quant

現在システムで使用中のライセンスの数。この値が使用可能

なライセンスの総数を超えると、一部のポートは関連する猶

予期間を経過した後に機能を停止します。

• Subordinate Quant

現在システムで使用中の Cシリーズラックサーバ。

• 状態

ライセンスの動作状態。

• Peer Count Comparison

このファブリックインターコネクトと比較したピアファブ

リックインターコネクトのライセンス数。次のいずれかにな

ります。

• [exceeds]：ピアファブリックインターコネクトには、
このファブリックインターコネクトよりも多くのライセ

ンスがインストールされています

• [lacks]：ピアファブリックインターコネクトには、この
ファブリックインターコネクトよりも少ないライセンス

がインストールされています

• [matching]：両方のファブリックインターコネクトに同
数のライセンスがインストールされています
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目的コマンドまた

はアクション

• Grace Used

猶予期間に使用された時間（秒単位）。猶予期間が終了する

と、新しいライセンスを購入するまで Cisco UCSがアラート
メッセージを送信します。

次に、ファブリックインターコネクトにインストールされたライセンスの全詳細を表示する例を

示します。

UCS-A# scope license
UCS-A /license # show usage
Feat Name Scope Default Total Quant Used Quant Subordinate Quant
State Peer Count Comparison Grace Used
------------------------------ ----- ------- ----------- ---------- --------------------
-------------------- ----------------------- ----------
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG A 20 48 12 0
License Ok Matching 0
ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG A 0 0 0 0
Not Applicable Matching 0
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG B 20 48 11 0
License Ok Matching 0
ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG B 0 0 0 0
Not Applicable Matching 0
UCS-A /license #

UCS-A# scope license
UCS-A /license # show feature

License feature:
Name Vendor Version Type Grace Period
------------------------- ------ ------- ------------------ ------------
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 Counted 120
ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 Counted 120

UCS-A /license #

ライセンスのアンインストール

使用中の永続ライセンスはアンインストールできません。未使用の永久ライセンスだけをアン

インストールできます。使用中の永続ライセンスを削除しようとすると、Cisco UCS Manager
はその要求を拒否し、エラーメッセージを表示します。

（注）

はじめる前に

Cisco UCS Managerの設定をバックアップします。
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手順

目的コマンドまたはアクション

ライセンスモードを開始します。UCS-A# scope licenseステップ 1   

指定したライセンスをアンインストー

ルします。

UCS-A /license # clear file
license-filename

ステップ 2   

CiscoUCSManagerはライセンスを非アクティブ化し、ライセンスのリストからそのライセンスを
削除し、ファブリックインターコネクトからライセンスを削除します。ポートは、ライセンスな

しモードに移行します。クラスタ構成の場合は、他のファブリックインターコネクトからもライ

センスをアンインストールする必要があります。

次に、port9.licをアンインストールする例を示します。
UCS-A # scope license
UCS-A /license # clear file port9.lic
Clearing license port9.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ETH_PORT_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 permanent 1 \

VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N10-L001=</SKU> \
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519200954833</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=C01FAE4E87FA

Clearing license ........done
UCS-A /license #
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第 13 章

仮想インターフェイスの管理

この章は、次の項で構成されています。

• 仮想インターフェイス, 261 ページ

• 仮想インターフェイスの予約管理とエラー処理, 262 ページ

仮想インターフェイス
ブレードサーバ環境では、サービスプロファイルに対して設定可能な vNICと vHBAの数は、ア
ダプタの機能と、アダプタで利用できる仮想インターフェイス（VIF）のネームスペースの量で決
まります。Cisco UCSでは、VIFネームスペースの各部分は VIFという固まりで割り当てられま
す。ハードウェアによっては、VIFの最大数が定義済みのポート単位で割り当てられます。
VIFの最大数は、ハードウェア機能とポート接続によって異なります。設定された各vNICまたは
vHBAには、1つまたは 2つの VIFが割り当てられます。スタンドアロン vNICおよび vHBAは 1
つの VIFを使用し、フェールオーバー vNICおよび vHBAは 2つを使用します。

次の変数はブレードサーバで利用可能なVIFの数に影響するため、サービスプロファイルに設定
可能な vNICと vHBAの数にも影響します。

•ファブリックインターコネクトでサポートされる VIFの最大数

•ファブリックインターコネクトがどのように接続されているか

•ファブリックインターコネクトと IOMがファブリックポートチャネルモードで設定されて
いるかどうか

ご使用のハードウェア設定でサポートされるVIFの最大数について詳しくは、該当するソフトウェ
アリリースの『Cisco UCS Configuration Limits for Cisco UCS Manager』を参照してください。
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仮想インターフェイスの予約管理とエラー処理
ポートチャネルでグループ化されたファブリックインターコネクトの場合、I/Oモジュールへの
ファブリックインターコネクトの接続方法を変更すると、ブレードサーバで使用可能なVIFの数
が大幅に変化します。変更の影響を追跡できるように、CiscoUCSManagerには次のメトリックが
保持されます。

•ハードウェアがサポートする VIFの最大数

•接続タイプ

ブレードで使用可能な VIFの数を削減するように設定を変更すると、UCS Managerは警告を表示
し、続行するかどうか確認を求めます。これには、接続の追加または変更によって VIFの数を削
減する場合など、いくつかの状況があります。
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第 14 章

Cisco UCS Central への Cisco UCS ドメインの
登録

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCSドメインの登録, 263 ページ

• Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決, 264 ページ

• Cisco UCS Centralへの Cisco UCSドメインの登録, 266 ページ

• Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決の設定, 267 ページ

• Cisco UCS Managerでの Cisco UCS Central登録プロパティの設定, 269 ページ

• Cisco UCS Centralからの Cisco UCSドメインの登録解除, 270 ページ

Cisco UCS ドメインの登録
データセンター内の Cisco UCSドメインの一部またはすべてを Cisco UCS Centralが管理するよう
設定できます。

Cisco UCS Centralに Cisco UCSドメインを管理させる場合、そのドメインを登録する必要があり
ます。登録するときに、Cisco UCS Centralと Cisco UCS Managerでそれぞれ管理するポリシータ
イプやその他の設定（バックアップやファームウェアなど）を選択する必要があります。Cisco
UCSCentralによって、登録されたすべてのCisco UCSドメインで同じタイプのポリシーおよび設
定を管理するか、または登録された各 Cisco UCSドメインに異なる設定を行うこともできます。

Cisco UCS Centralに Cisco UCSドメインを登録する前に、以下を実行します。

• Cisco UCSManagerと Cisco UCS Centralの両方において NTPサーバおよび正しいタイムゾー
ンを設定し、それらが同期していることを確認します。Cisco UCSドメインと Cisco UCS
Centralの日時が同期していないと、登録に失敗する可能性があります。

• Cisco UCS Centralのホスト名または IPアドレスの入手

• Cisco UCS Centralを導入したときに設定した共有秘密の取得
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Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決
Cisco UCS Centralで登録する各 Cisco UCSドメインでは、特定のポリシーおよび設定を管理する
アプリケーションを選択できます。このポリシー解決は、同じ Cisco UCS Centralに登録したすべ
ての Cisco UCSドメインで同じである必要はありません。

これらのポリシーおよび設定を解決するには、次のオプションを使用します。

• [Local]：ポリシーまたは設定は、Cisco UCS Managerによって決定および管理されます。

• [Global]：ポリシーまたは設定は、Cisco UCS Centralによって決定および管理されます。

Cisco UCS Centralのポリシー解決オプションは、Cisco UCS Managerのすべてのバージョンで
サポートされているわけではありません。使用している Cisco UCS Managerのバージョンがサ
ポートされている最も古いリリースよりも前のバージョンである場合、該当しない場合でも、

値がグローバルとしてポリシー解決画面に表示される場合があります。

（注）

次のテーブルには、Cisco UCSManagerまたはCisco UCSCentralのいずれかで管理するように選択
できるポリシーと設定のリストを示します。

説明サポートされて

いる最も古いリ

リース

名前

機能カタログとインフラストラクチャファームウェア

ポリシーが、CiscoUCSManagerでローカルに定義され
るか、または Cisco UCS Centralから取得されるかを決
定します。

2.1(2)Infrastructure & Catalog
Firmware

タイムゾーンとNTPサーバの設定がCiscoUCSManager
でローカルに定義されるか、Cisco UCS Centralから取
得されるかを決定します。

2.1(2)タイムゾーン管理

HTTP、CIM XML、Telnet、SNMP、Webセッション制
限、管理インターフェイスモニタリングポリシー設定

を、CiscoUCSManagerでローカルに定義するか、また
は Cisco UCS Centralで定義するかを決定します。

2.1(2)コミュニケーション

サービス

グローバル障害ポリシーが Cisco UCS Managerでロー
カルに定義されるか、または Cisco UCS Centralで定義
されるかを決定します。

2.1(2)グローバル障害ポリ

シー
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説明サポートされて

いる最も古いリ

リース

名前

認証およびネイティブドメイン、LDAP、RADIUS、
TACACS+、トラストポイント、ロケールおよびユー
ザロールを Cisco UCS Managerでローカルに定義する
か、またはCisco UCS Centralで定義するかを決定しま
す。

2.1(2)User Management

DNSサーバを Cisco UCS Managerでローカルに定義す
るか、または Cisco UCS Centralで定義するかを決定し
ます。

2.1(2)DNS管理

フルステートバックアップポリシーおよびすべての構

成のエクスポートポリシーが、Cisco UCS Managerで
ローカルに定義されるか、または Cisco UCS Centralで
定義されるかを決定します。

2.1(2)Backup&Export Policies

Call Home、Syslog、TFTP Core Exporter設定が、Cisco
UCSManagerでローカルに定義されるか、またはCisco
UCS Centralで定義されるかを決定します。

2.1(2)Monitoring

SELポリシーが Cisco UCS Managerでローカルに定義
されるか、または Cisco UCS Centralで定義されるかを
決定します。

2.1(2)SELポリシー

電力割り当てポリシーが Cisco UCS Managerでローカ
ルに定義されるか、または Cisco UCS Centralで定義さ
れるかを決定します。

2.1(2)電力割り当てポリシー

電源ポリシーが Cisco UCS Managerでローカルに定義
されるか、または Cisco UCS Centralで定義されるかを
決定します。

2.1(2)電源ポリシー

機器ポリシーが Cisco UCS Managerでローカルに定義
されるか、または Cisco UCS Centralで定義されるかを
決定します。

2.2(7)Equipment Policy

ポート設定が Cisco UCS Managerでローカルに定義さ
れるか、または Cisco UCS Centralで定義されるかを決
定します。

2.2(7)ポート設定

QoS設定が Cisco UCS Managerでローカルに定義され
るか、または Cisco UCS Centralで定義されるかを決定
します。

2.2(7)Quality of Service (QoS)
設定
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Cisco UCS Centralへの Cisco UCS ドメインの登録
はじめる前に

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Centralの両方において NTPサーバおよび正しいタイムゾーンを
設定し、それらが同期していることを確認します。Cisco UCSドメインと Cisco UCS Centralの日
時が同期していないと、登録に失敗する可能性があります。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

Cisco UCSドメインを Cisco UCS Centralに登録するため
に必要なポリシーを作成します。

UCS-A/system # create
control-ep policy
ucs-central

ステップ 2   

ucs-centralは Cisco UCS Centralが展開されている仮想マ
シンのホスト名または IPアドレスにすることができま
す。

IPv4または IPv6アドレスではなくホスト名を
使用する場合は、DNSサーバを設定する必要が
あります。Cisco UCSドメインが Cisco UCS
Centralに登録されていないか、DNS管理が
[local]に設定されている場合、DNSサーバを
Cisco UCSManagerに設定します。Cisco UCSド
メインがCisco UCS Centralに登録されていない
か、DNS管理が [global]に設定されている場合
は、CiscoUCSCentralでDNSサーバを設定しま
す。

（注）

Cisco UCS Centralを導入したときに設定された共有秘密
（またはパスワード）を入力します。

Shared Secret for
Registration: shared-secret

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A/system/control-ep
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、Cisco UCSドメインを Cisco UCS Centralに IPアドレス 209.165.200.233で登録し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # create control-ep policy 209.165.200.233
Shared Secret for Registration: S3cretW0rd!
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UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

次の作業

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間でポリシー解決を設定します。

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Central間のポリシー解決
の設定

はじめる前に

ポリシー解決を設定する前に、Cisco UCS Centralに Cisco UCSドメインを登録する必要がありま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

control-epポリシーモードを開始します。UCS-A /system # scope control-ep
policy

ステップ 2   

Full Stateバックアップポリシーおよび All
Configurationエクスポートポリシーが、ロー

UCS-A/system/control-ep # set
backup-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 3   

カルまたは Cisco UCS Centralのどちらで定義
されるかを決定します。

HTTP、CIM XML、Telnet、SNMP、Webセッ
ション制限、管理インターフェイスモニタリ

UCS-A/system/control-ep # set
communication-policy-ctrl source
{local | global}

ステップ 4   

ングポリシー設定を、ローカルまたは Cisco
UCS Centralのどちらで定義するかを決定しま
す。

日付と時刻がローカルまたはCiscoUCSCentral
のどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
datetime-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 5   

DNSサーバがローカルまたはCiscoUCSCentral
のどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
dns-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 6   

グローバル障害ポリシーがローカルまたは

CiscoUCSCentralのどちらで定義されるかを決
定します。

UCS-A/system/control-ep # set
fault-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 7   

機能カタログとインフラストラクチャファー

ムウェアポリシーが、ローカルで定義される

UCS-A/system/control-ep # set
infra-pack-ctrl source {local |
global}

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

かまたは Cisco UCS Centralから取得されるか
を決定します。

管理対象エンドポイントがローカルまたは

CiscoUCSCentralのどちらで定義されるかを決
定します。

UCS-A/system/control-ep # set
mep-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 9   

Call Home、Syslog、TFTP Core Exporter設定
が、ローカルまたは Cisco UCS Centralのどち
らで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
monitoring-policy-ctrl source {local
| global}

ステップ 10   

電源管理がローカルまたは Cisco UCS Central
のどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
powermgmt-policy-ctrl source
{local | global}

ステップ 11   

電源モジュールがローカルまたは Cisco UCS
Centralのどちらで定義されるかを決定します。

UCS-A/system/control-ep # set
psu-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 12   

認証およびネイティブドメイン、LDAP、
RADIUS、TACACS+、トラストポイント、ロ

UCS-A/system/control-ep # set
security-policy-ctrl source {local |
global}

ステップ 13   

ケールおよびユーザロールをローカルまたは

CiscoUCSCentralのどちらで定義するかを決定
します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A/system/control-ep #
commit-buffer

ステップ 14   

次の例では、Cisco UCS Centralに登録されている Cisco UCSドメインに対するポリシー解決を設
定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope control-ep policy
UCS-A /system/control-ep* # set backup-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set communication-policy-ctrl source local
UCS-A /system/control-ep* # set datetime-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set dns-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set fault-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set infra-pack-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set mep-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set monitoring-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set powermgmt-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set psu-policy-ctrl source local
UCS-A /system/control-ep* # set security-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #
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Cisco UCS Managerでの Cisco UCS Central登録プロパティ
の設定

手順

目的コマンドまたはアク

ション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

登録ポリシーを入力します。UCS-A /system #
scope control-ep
policy

ステップ 2   

次のいずれかになります。UCS-A
/system/control-ep #
set cleanupmode { | }

ステップ 3   

• [LocalizeGlobal]：CiscoUCSドメインが登録解除されると、
Cisco UCSドメインは Cisco UCS Managerにローカライズ
されます。ポリシーは Cisco UCSドメインにとどまり、ポ
リシーの所有権は Cisco UCS Managerに対してローカルに
なり、CiscoUCSManagerの管理ユーザは変更を行えます。

CiscoUCSドメインをCiscoUCSCentralに再登録
する場合、CiscoUCSCentralとCiscoUCSManager
の両方に存在するポリシーにより、ポリシーが

不一致となる可能性があります。グローバルサー

ビスプロファイルを作成し、関連付ける前に、

ローカルポリシーを削除するか、ローカルポリ

シーをグローバルに設定します。

（注）

• [DeepRemoveGlobal]：このオプションは、慎重に検討して
から使用してください。 Cisco UCSドメインが登録解除さ
れると、Cisco UCSドメインのすべてのグローバルポリ
シーは削除されます。グローバルサービスプロファイル

が存在する場合、これらは Cisco UCS Managerのローカル
デフォルトポリシーを参照し、次のいずれかの状況になり

ます。

◦ローカルデフォルトポリシーが存在する場合、サー
バは再起動します。

◦ローカルデフォルトポリシーがない場合、サービス
プロファイル関連付けは設定エラーで失敗します。
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目的コマンドまたはアク

ション

Cisco UCS Centralから登録解除すると、deep
remove globalのクリーンアップモードはグロー
バルな VSANと VLANを削除しません。これら
は、必要に応じて手動で削除する必要がありま

す。

（注）

一時停止状態を設定します。自動的に設定されると、CiscoUCS
ドメインがCisco UCSCentralから一時的に削除され、すべての

UCS-A
/system/control-ep #
set suspendstate on

ステップ 4   

グローバルポリシーはローカルの同等のものに戻ります。すべ

てのサービスプロファイルは、現在の IDが維持します。ただ
し、グローバルプールは表示されなくなり、新しいサービスプ

ロファイルからアクセスできません。一時停止状態をオフにす

るには、状況を認識する必要があります。

Cisco UCS Managerと Cisco UCS Centralの間に不一致が存在す
ることと、ユーザが引き続き Cisco UCSドメインを Cisco UCS

UCS-A
/system/control-ep #
set ackstate acked

ステップ 5   

Centralに再接続しようとしていることを確認します。これは自
動的に一次停止状態をオフにします。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/system/control-ep #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、Cisco UCS Central登録クリーンアップモードを deep-remove-globalに変更して、トラ
ンザクションをコミットする方法を示しています。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope control-ep policy
UCS-A /system/control-ep* # set cleanupmode deep-remove-global
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

Cisco UCS Centralからの Cisco UCS ドメインの登録解除
Cisco UCSドメインから Cisco UCS Centralを登録解除すると、それ以降 Cisco UCS Managerはグ
ローバルポリシーの更新を受信しません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

ポリシーを削除し、Cisco UCS Centralから
Cisco UCSドメインを登録解除します。

UCS-A /system # delete control-ep
policy

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   

次に、Cisco UCS Centralから Cisco UCSドメインの登録を解除し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete control-ep policy
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #
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第 15 章

VLANs

• ネームド VLAN, 273 ページ

• プライベート VLAN, 274 ページ

• VLANポートの制限, 276 ページ

• ネームド VLANの設定, 278 ページ

• プライベート VLANの設定, 284 ページ

• コミュニティ VLAN, 289 ページ

• VLANポート数の表示, 293 ページ

• VLANポートカウント最適化, 293 ページ

• VLANグループ, 295 ページ

• VLAN権限, 299 ページ

ネームド VLAN
ネームド VLANは、所定の外部 LANへの接続を作成します。VLANは、ブロードキャストトラ
フィックを含む、その外部 LANへのトラフィックを切り離します。

VLANIDに名前を割り当てると、抽象レイヤが追加されます。これにより、ネームドVLANを使
用するサービスプロファイルに関連付けられたすべてのサーバをグローバルにアップデートする

ことができます。外部LANとの通信を維持するために、サーバを個別に再設定する必要はありま
せん。

同じVLANIDを使用して、複数のネームドVLANを作成できます。たとえば、HRおよびFinance
のビジネスサービスをホストするサーバが同一の外部 LANにアクセスする必要がある場合、同
じ VLAN IDを使用して HRと Financeという名前の VLANを作成できます。その後でネットワー
クが再設定され、Financeが別のLANに割り当てられた場合、変更する必要があるのはFinanceの
ネームド VLANの VLAN IDだけです。
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クラスタ設定では、ネームドVLANが 1つのファブリックインターコネクトだけにアクセスでき
るようにすることも、両方のファブリックインターコネクトにアクセスできるように設定するこ

とも可能です。

VLAN ID に関するガイドライン

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

VLAN4048はユーザが設定可能です。ただし、CiscoUCSManagerでは、VLAN4048が次のデフォ
ルト値に使用されます。4048をVLANに割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要があり
ます。

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEストレージポートのネイティブVLAN
は、デフォルトでVLAN 4048を使用します。デフォルト FCoEVSANが、アップグレード前
にVLAN1を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていないVLAN ID
に変更する必要があります。たとえば、デフォルトを4049に変更することを検討します（そ
の VLAN IDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォルト VSAN用の FCoE VLANは、デ
フォルトで VLAN 4048を使用します。FCoEストレージポートネイティブ VLANは VLAN
4049を使用します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

プライベート VLAN
プライベート VLAN（PVLAN）は、VLANのイーサネットブロードキャストドメインをサブド
メインに分割する機能で、これを使用して一部のポートを分離することができます。PVLANの各
サブドメインには、1つのプライマリVLANと1つ以上のセカンダリVLANが含まれます。PVLAN
のすべてのセカンダリVLANは、同じプライマリVLANを共有する必要があります。セカンダリ
VLAN IDは、各サブドメインの区別に使用されます。
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独立 VLAN とコミュニティ VLAN

Cisco UCSドメイン内のすべてのセカンダリVLANは、独立VLANまたはコミュニティVLANに
なることができます。

独立 VLANを標準 VLANと共に使用するよう設定することはできません。（注）

独立 VLAN のポート

独立 VLANの通信では、プライマリ VLAN内の関連するポートだけを使用できます。これらの
ポートは独立ポートであり、Cisco UCS Managerでは設定できません。プライマリ VLANには隔
離VLANは 1つしか存在できませんが、同じ隔離VLAN上で複数の隔離ポートが許可されます。
これらの独立ポートは相互に通信できません。独立ポートは、独立VLANを許可している標準ト
ランクポートまたは無差別ポートとのみ通信できます。

独立セカンダリ VLANに属するホストポート。このポートは、同じプライベート VLANドメイ
ン内の他のポートから完全に独立しています。PVLANは、無差別ポートからのトラフィックを除
き、独立ポート宛のトラフィックをすべてブロックします。独立ポートから受信されたトラフィッ

クは、無差別ポートにだけ転送されます。指定した独立VLANには、複数の独立ポートを含める
ことができます。各ポートは、独立VLANにある他のすべてのポートから、完全に隔離されてい
ます。

アップリンクポートに関するガイドライン

PVLANを作成する場合は、次のガイドラインに従ってください。

•アップリンクイーサネットポートチャネルを無差別モードにすることはできません。

•各プライマリ VLANには、独立 VLANが 1つだけ存在できます。

• VNTAGアダプタの VIFには、独立 VLANが 1つだけ存在できます。

VLAN ID に関するガイドライン

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要
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VLAN4048はユーザが設定可能です。ただし、CiscoUCSManagerでは、VLAN4048が次のデフォ
ルト値に使用されます。4048をVLANに割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要があり
ます。

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEストレージポートのネイティブVLAN
は、デフォルトでVLAN 4048を使用します。デフォルト FCoEVSANが、アップグレード前
にVLAN1を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていないVLAN ID
に変更する必要があります。たとえば、デフォルトを4049に変更することを検討します（そ
の VLAN IDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォルト VSAN用の FCoE VLANは、デ
フォルトで VLAN 4048を使用します。FCoEストレージポートネイティブ VLANは VLAN
4049を使用します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLAN ポートの制限
Cisco UCS Managerでは、1つのファブリックインターコネクト上の境界ドメインとサーバドメ
インで設定可能な VLANポートインスタンスの数は制限されます。

VLAN ポート数に含まれるポートのタイプ

次のタイプのポートが VLANポートの計算でカウントされます。

•ボーダーアップリンクイーサネットポート

•ボーダーアップリンクイーサチャネルメンバーポート

• SANクラウドの FCoEポート

• NASクラウドのイーサネットポート

•サービスプロファイルによって作成されたスタティックおよびダイナミック vNIC

•ハイパーバイザドメイン内のハイパーバイザのポートプロファイルの一部として作成され
た VM vNIC

これらのポートに設定されている VLANの数に基づいて、Cisco UCS Managerは VLANポートイ
ンスタンスの累積数を追跡し、検証中にVLANポート制限を実行します。CiscoUCSManagerは、
制御トラフィック用に事前定義されたいくつかの VLANポートリソースを予約します。これに
は、HIFおよび NIFポートに設定された管理 VLANが含まれます。

VLAN ポートの制限の実行

Cisco UCS Managerは、次の操作中に VLANポートのアベイラビリティを検証します。

•境界ポートおよび境界ポートチャネルの設定および設定解除

•クラウドへの VLANの追加またはクラウドからの VLANの削除
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• SANまたは NASポートの設定または設定解除

•設定の変更を含むサービスプロファイルの関連付けまたは関連付け解除

• vNICまたは vHBAでの VLANの設定または設定解除

• VMWare vNICからおよび ESXハイパーバイザから作成通知または削除通知を受け取ったと
き

これは Cisco UCS Managerの管理外です。（注）

•ファブリックインターコネクトのリブート

• Cisco UCS Managerのアップグレードまたはダウングレード

Cisco UCS Managerは、サービスプロファイルの動作に対し、厳密な VLANポート制限を実施し
ます。VLANポート制限を超過したことをCiscoUCSManagerが検出した場合、サービスプロファ
イル設定は展開時に失敗します。

境界ドメインでの VLANポート数の超過は、それほど混乱をもたらしません。境界ドメインで
VLANポート数が超過すると、Cisco UCS Managerは割り当てステータスを Exceededに変更しま
す。ステータスを [Available]に戻すには、次のいずれかのアクションを実行します。

• 1つ以上の境界ポートを設定解除する

• LANクラウドから VLANを削除する

• 1つ以上の vNICまたは vHBAを設定解除する
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ネームド VLAN の設定

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN
の作成（アップリンクイーサネットモード）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN IDを
指定し、イーサネットアップリンクVLANモードを
開始します。

UCS-A /eth-uplink # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

指定した VLANの共有を設定します。UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan
# set sharing {isolated | none |
primary}

ステップ 3   

次のいずれかになります。

• isolated：これはプライマリ VLANに関連付け
られたセカンダリ VLANです。この VLANは
プライベートです。

• none：この VLANにセカンダリまたはプライ
ベート VLANはありません。

• primary：この VLANには、1つ以上のセカン
ダリ VLANを設定できます。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームドVLANを作成し、VLANにaccounting
という名前を付け、VLANID2112を割り当て、共有をnoneに設定し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing none
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN
の作成（イーサネットストレージモード）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットストレージVLAN
モードを開始します。

UCS-A /eth-storage # create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリック上に指定したVLANの
メンバポートを作成します。

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-port {a | b} slot-id port-id

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/vlan/member-port
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームド VLANを作成し、VLANに
accouontingという名前を付け、VLAN ID 2112を割り当て、スロット 2、ポート 20にメンバポー
トを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-storage/vlan* # create member-port a 2 20
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN
の作成（アップリンクイーサネットモード）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクト（Aまたは
B）のイーサネットアップリンクファブリックイン
ターコネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN IDを
指定し、イーサネットアップリンクファブリックイ

ンターコネクト VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
create vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

指定した VLANの共有を設定します。UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan
# set sharing {isolated | none
| primary}

ステップ 4   

次のいずれかになります。

• isolated：これはプライマリVLANに関連付けら
れたセカンダリVLANです。このVLANはプラ
イベートです。

• none：この VLANにセカンダリまたはプライ
ベート VLANはありません。

• primary：このVLANには、1つ以上のセカンダ
リ VLANを設定できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリックインターコネクト Aのネームド VLANを作成し、VLANに financeとい
う名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、共有を noneに設定し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing none
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
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1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN
の作成（イーサネットストレージモード）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したイーサネットストレージファブリッ

クインターコネクトのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN
IDを指定し、イーサネットストレージファブ

UCS-A /eth-storage/fabric # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

リックインターコネクト VLANモードを開始
します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

指定したファブリック上に指定した VLANの
メンバポートを作成します。

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-port {a | b} slot-id port-id

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/vlan/member-port
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリックインターコネクト Aのネームド VLANを作成し、VLANに financeとい
う名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、スロット 2、ポート 20にメンバポートを作成し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
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UCS-A /eth-storage/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-storage/fabric/vlan* # create member-port a 2 20
UCS-A /eth-storage/fabric/vlan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/vlan/member-port #

ネームド VLANの削除
Cisco UCSManagerに、削除するVLANと同じVLAN IDを持つネームドVLANが含まれている場
合、この IDを持つネームド VLANがすべて削除されるまで、この VLANはファブリックイン
ターコネクト設定から削除されません。

プライベートプライマリ VLANを削除する場合は、セカンダリ VLANを動作している別のプラ
イマリ VLANに必ず再割り当てします。

はじめる前に

ファブリックインターコネクトからVLANを削除する前に、そのVLANがすべての vNICと vNIC
テンプレートから削除されていることを確認します。

vNICまたは vNICテンプレートに割り当てられている VLANを削除すると、vNICによって
VLANがフラップする可能性があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

（任意）

イーサネットアップリンクファブリックモー

ドを開始します。指定されたファブリック（a

UCS-A /eth-uplink # scope
fabric{a | b}

ステップ 2   

または b）からだけネームドVLAN削除するに
は、このコマンドを使用します。

指定されたネームド VLANを削除します。UCS-A /eth-uplink # delete vlan
vlan-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクトがアクセス可能なネームドVLANを削除し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # delete vlan accounting
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
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UCS-A /eth-uplink #

次の例は、1つのファブリックインターコネクトがアクセス可能なネームド VLANを削除し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # delete vlan finance
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

プライベート VLAN の設定

プライベート VLAN 用プライマリ VLAN の作成（両方のファブリック
インターコネクトにアクセス可能）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンク
VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをプライマリ VLANとして設定しま
す。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing primary

ステップ 3   

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
284

VLANs
プライベート VLAN の設定



目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームドVLANを作成し、VLANにaccounting
という名前を付け、VLAN ID 2112を割り当て、この VLANをプライマリ VLANにし、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing primary
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

プライベート VLAN 用プライマリ VLAN の作成（1 つのファブリックイ
ンターコネクトにアクセス可能）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したイーサネットアップリンクファブリッ

クインターコネクトのファブリックインターコ

ネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンクファ

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ブリックインターコネクト VLANモードを開
始します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをプライマリVLANとして設定します。UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
set sharing primary

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリックインターコネクト A用にネームド VLANを作成し、VLANに financeと
いう名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、この VLANをプライマリ VLANにし、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing primary
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

プライベート VLAN 用セカンダリ VLAN の作成（両方のファブリック
インターコネクトにアクセス可能）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンク
VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをセカンダリ VLANとして設定しま
す。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing isolated

ステップ 3   

このセカンダリVLANに関連付けられている
プライマリ VLANを指定します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
pubnwname primary-vlan-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用のネームドVLANを作成し、VLANにaccounting
という名前を付け、VLAN ID 2112を割り当て、この VLANをセカンダリ VLANとして、セカン
ダリ VLANをプライマリ VLANと関連付け、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing isolated
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set pubnwname pvlan1000
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #
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プライベート VLAN 用セカンダリ VLAN の作成（1 つのファブリックイ
ンターコネクトがアクセス可能）

IDが 4030～ 4047の VLANは作成できません。この範囲の VLAN IDは予約されています。

指定する VLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。たと
えば Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、VLAN ID 3968～ 4029は予約されています。
Cisco UCS Managerで VLAN IDを指定する前に、その VLAN IDがスイッチで使用可能である
ことを確認してください。

LANクラウドの VLANと SANクラウドの FCoE VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の VLANと FCoE VLANで同じ IDを使用すると、その VLANを使用しているすべて
の vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
VLAN IDと重なる IDが設定されたすべての VLAN上でイーサネットトラフィックがドロッ
プされます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクト（Aま
たは B）のイーサネットアップリンクファブ
リックインターコネクトモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

ネームド VLANを作成し、VLAN名と VLAN
IDを指定し、イーサネットアップリンクファ

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
vlan vlan-name vlan-id

ステップ 3   

ブリックインターコネクト VLANモードを開
始します。

VLAN名の大文字と小文字は区別されます。

VLANをセカンダリVLANとして設定します。UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing isolated

ステップ 4   

このセカンダリ VLANに関連付けられている
プライマリ VLANを指定します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
pubnwname primary-vlan-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/vlan/member-port
# commit-buffer

ステップ 6   
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次の例は、ファブリックインターコネクト A用のネームド VLANを作成し、VLANに financeと
いう名前を付け、VLAN ID 3955を割り当て、この VLANをセカンダリ VLANとして、セカンダ
リ VLANをプライマリ VLANと関連付け、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing isolated
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set pubnwname pvlan1000
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

コミュニティ VLAN
Cisco UCS Managerは、UCSファブリックインターコネクトのコミュニティ VLANをサポートし
ます。コミュニティポートは、コミュニティポート同士、および無差別ポートと通信します。コ

ミュニティポートは、他のコミュニティの他のすべてのポートから、またはPVLAN内の独立ポー
トからレイヤ2で分離されます。ブロードキャストはPVLANだけに関連付けられたコミュニティ
ポートと他の無差別ポート間で送信されます。無差別ポートは、PVLAN内の独立ポートやコミュ
ニティポートなどのすべてのインターフェイスと通信できます。

コミュニティ VLAN の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したVLAN IDを持つVLANを作成
します。

UCS-A# /eth-uplink/ # create vlan IDステップ 2   

VLANタイプを指定します。UCS-A# /eth-uplink/ vlan # set sharing
Type

ステップ 3   

プライマリ VLANの関連付けを指定し
ます。

UCS-A# /eth-uplink/ vlan # set
pubnwname Name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# /eth-uplink/ vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、コミュニティ VLANを作成する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan vlan203 203
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing community
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set pubname vlan200
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
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UCS-A /eth-uplink/vlan* # exit
UCS-A /vlan-group #

vNIC でのコミュニティ VLAN の許可

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/をorg-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

指定された vNICのコマンドモードを開始
します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vnic vnic-name

ステップ 3   

コミュニティ VLANが指定の vNICへアク
セスすることを可能にします。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
create eth-if community-vlan-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、コミュニティ VLAN cVLAN101を vNIC vnic_1を割り当て、トランザクションをコミット
する方法の例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile GSP1
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic_1
UCS-A /org/service-profile/vnic # create eth-if cVLAN101
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

無差別アクセスポートまたはトランクポートでの PVLAN の許可
無差別アクセスポートでは、隔離された VLANとコミュニティ VLANは同じプライマリ VLAN
に関連付ける必要があります。

無差別トランクポートでは、異なる VLANに属する隔離 VLANやコミュニティ VLANが、普通
の VLAN同様に許容されます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A # scope eth-storageステップ 1   

指定された隔離 VLANを入力します。UCS-A /eth-storage # scope vlan
iso-vlan-name

ステップ 2   

指定したファブリックのメンバポートを作

成し、スロット番号、およびポート番号を

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-port fabric slot- num port-
num

ステップ 3   

割り当て、メンバポートの範囲の設定を開

始します。

VLANモードに戻ります。UCS-A /eth-storage/vlan/member-port
# exit

ステップ 4   

イーサネットストレージモードに戻りま

す。

UCS-A /eth-storage/vlan # exitステップ 5   

指定されたコミュニティVLANを入力しま
す。

UCS-A /eth-storage # scope vlan
comm-vlan-name

ステップ 6   

指定したファブリックのメンバポートを作

成し、スロット番号、およびポート番号を

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-port fabric slot- num port-
num

ステップ 7   

割り当て、メンバポートの範囲の設定を開

始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/vlan/member-port
# commit-buffer

ステップ 8   

次に、同じプライマリ VLANに隔離 VLANとコミュニティ VLANを同じアプライアンスポート
に関連付け、トランザクションをコミットする方法の例を示します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope vlan isovlan501
UCS-A /eth-storage/vlan # create member-port a 1 2
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port* # exit
UCS-A /eth-storage/vlan* # exit
UCS-A /eth-storage* # scope vlan cvlan502
UCS-A /eth-storage/vlan* # create member-port a 1 2
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port #

コミュニティ VLAN の削除
Cisco UCSManagerに、削除するVLANと同じVLAN IDを持つネームドVLANが含まれている場
合、この IDを持つネームド VLANがすべて削除されるまで、この VLANはファブリックイン
ターコネクト設定から削除されません。
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プライベートプライマリ VLANを削除する場合は、セカンダリ VLANを動作している別のプラ
イマリ VLANに必ず再割り当てします。

はじめる前に

ファブリックインターコネクトからVLANを削除する前に、そのVLANがすべての vNICと vNIC
テンプレートから削除されていることを確認します。

vNICまたは vNICテンプレートに割り当てられている VLANを削除すると、vNICによって
VLANがフラップする可能性があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

（任意）

イーサネットアップリンクファブリックモー

ドを開始します。指定されたファブリック（a

UCS-A /eth-uplink # scope
fabric{a | b}

ステップ 2   

またはb）からだけネームドVLAN削除するに
は、このコマンドを使用します。

指定されたコミュニティVLANを削除します。UCS-A /eth-uplink # delete
community vlan vlan-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、コミュニティ VLANを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # delete commnity vlan vlan203
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #
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VLAN ポート数の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクト

のファブリックインターコネクトモード

を開始します。

UCS-A# scope fabric-interconnect {a
| b}

ステップ 1   

VLANポート数を表示します。UCS-A /fabric-interconnect # show
vlan-port-count

ステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクト Aの VLANポート数を表示する例を示します。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show vlan-port-count

VLAN-Port Count:
VLAN-Port Limit Access VLAN-Port Count Border VLAN-Port Count Alloc Status
---------- --------------- ---------------- ----------
6000 3 0 Available

VLAN ポートカウント最適化
VLANポート数の最適化を使用すると、複数のVLANの状態を単一の内部状態にマッピングでき
ます。VLANポート数の最適化を有効にすると、Cisco UCS Managerは、ポート VLANメンバー
シップに基づいてVLANを論理的にグループ化します。このグループ化により、ポートVLAN数
の制限が増加します。VLANポート数の最適化によりさらにVLAN状態が圧縮され、ファブリッ
クインターコネクトの CPUの負荷が減少します。この CPUの負荷の軽減により、より多くの
VLANをより多くのvNICに展開できるようになります。VLANのポート数を最適化しても、vNIC
上の既存の VLAN設定は変更されません。

VLANポート数の最適化は、デフォルトで無効になっています。このオプションは、必要に応じ
て有効または無効にできます。

重要 • VLANポート数の最適化を有効にすると、使用可能な VLANポートの数が増加します。
最適化されていない状態でポート VLAN数が VLANの最大数を超えた場合、VLANポー
ト数の最適化を無効にすることはできません。

• VLANポート数の最適化は、Cisco UCS 6100シリーズファブリックインターコネクトで
はサポートされていません。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
293

VLANs
VLAN ポート数の表示



VLAN ポート数最適化のイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

VLANポート数の最適化に対し vlanをイ
ネーブルにします。

UCS-A /eth-uplink# set
vlan-port-count-optimization enable

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink* # commit-bufferステップ 3   

次の例では、VLANポート数の最適化をイネーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set vlan-port-count-optimization enable
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink#

ポート VLAN 数最適化のディセーブル化
ポートVLAN数が最適化されていない状態で使用可能な上限数よりも多くのポートVLANがある
場合、最適化をディセーブルにできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ポートVLAN数の最適化をディセーブル
にします。

UCS-A /eth-uplink# set
vlan-port-count-optimization disable

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink # commit-bufferステップ 3   

次の例では、ポート VLAN数の最適化をディセーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set vlan-port-count-optimization disable
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink#
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ポート VLAN 数最適化グループの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ポート VLAN数の最適化によりグループ
化された VLANを表示します。

UCS-A /eth-uplink# show
vlan-port-count-optimization group

ステップ 2   

次の例では、ファブリック aおよび bのポート VLAN数の最適化グループを表示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # show vlan-port-count-optimization group
VLAN Port Count Optimization Group:

Fabric ID Group ID VLAN ID
-------- ------- -------
A 5 6
A 5 7
A 5 8
B 10 100
B 10 101

VLAN グループ
VLANグループでは、イーサネットアップリンクポートの VLANを機能別または特定のネット
ワークに属するVLAN別にグループ化できます。VLANメンバーシップを定義し、そのメンバー
シップをファブリックインターコネクト上の複数のイーサネットアップリンクポートに適用す

ることができます。

CiscoUCSManagerでは、最大 200個のVLANグループをサポートします。200を超えるVLAN
グループを作成していると Cisco UCS Managerで判別すると、VLANの圧縮をディセーブルに
します。

（注）

インバンドおよびアウトオブバンド（OOB）VLANグループを設定し、それを使用してブレード
およびラックサーバの Cisco Integrated Management Interface（CIMC）にアクセスすることができ
ます。Cisco UCS Managerは、アップリンクインターフェイスまたはアップリンクポートチャネ
ルでの OOB IPv4およびインバンド IPv4/IPv6 VLANグループの使用をサポートします。

VLANをVLANグループに割り当てた後、VLANグループに対する変更はVLANグループで設定
されたすべてのイーサネットアップリンクポートに適用されます。また、VLANグループによっ
て、分離 VLAN間での VLANの重複を識別することができます。

VLANグループ下にアップリンクポートを設定できます。VLANグループ用にアップリンクポー
トを設定すると、そのアップリンクポートは関連する VLANグループに属している VLANのす
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べてと、LANUplinksManagerを使用するアップリンクに関連付けられている個々のVLAN（存在
する場合）をサポートします。さらに、そのVLANグループとの関連付けが選択されていないす
べてのアップリンクは、VLANグループの一部である VLANのサポートを停止します。

[LAN Cloud]または [LAN Uplinks Manager]から VLANグループを作成できます。

VLAN グループの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

VLANグループ名は大文字と小文字が区別されま
す。

指定された名前でVLANグループを作成します。UCS-A# /eth-uplink/ #create
vlan-groupName.

ステップ 2   

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。

また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

作成されたVLANグループに指定したVLANを追
加します。

UCS-A# /eth-uplink/
vlan-group#create
member-vlanID.

ステップ 3   

VLANグループにアップリンクイーサネットポー
トを割り当てます。

UCS-A# /eth-uplink/vlan-group
#create member-port
[member-port-channel] .

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A#/vlan-group* #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、VLANグループを作成する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan-group eng
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-vlan 3
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # commit-buffer
UCS-A /vlan-group #

インバンド VLAN グループの作成
インバンド VLANグループを設定し、リモートユーザにインバンドサービスプロファイルを介
したアクセスを提供します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

UCS-A# scope eth uplinkステップ 1   

VLANグループを指定された名前で作
成し、VLANグループコンフィギュ
レーションモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create vlan-group
inband-vlan-name

ステップ 2   

指定したVLANをVLANグループに追
加し、VLANグループメンバコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/vlan-group # create
member-vlaninband-vlan-nameinband-vlan-id

ステップ 3   

VLANグループメンバコンフィギュ
レーションモードを終了します。

UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-vlan #
exit

ステップ 4   

指定したファブリックのメンバポート

を作成し、スロット番号、およびポー

UCS-A /eth-uplink/vlan-group # create
member-portfabricslot-numport-num

ステップ 5   

ト番号を割り当て、メンバポートの設

定を開始します。

トランザクションをコミットします。UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、inband-vlan-groupという名前の VLANグループを作成し、Inband_VLANという名前
のグループメンバを作成し、VLAN ID 888を割り当て、ファブリック Aとファブリック Bのメ
ンバポートを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan-group inband-vlan-group
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-vlan Inband_VLAN 888
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-vlan* # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-port a 1 23
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port* # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-port b 1 23
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group # exit

次の作業

インバンドサービスプロファイルにインバンド VLANグループを割り当てます。
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VLAN グループの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したVLANグループを削除します。UCS-A# /eth-uplink/ #delete
vlan-groupName.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A#/eth-uplink* # commit-bufferステップ 3   

次に、VLANグループを削除する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # delete vlan-group eng
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #

VLAN グループの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCS Manager組織を入力します。UCS-A# scope orgステップ 1   

組織に使用可能なグループを表示しま

す。

UCS-A /org # show vlan-groupステップ 2   

次の例では、ルート組織で使用可能な VLANグループを表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A# /org/# show vlan-group
VLAN Group:

Name
----
eng
hr
finance
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VLAN 権限
VLAN権限は、指定した組織およびVLANが属するサービスプロファイル組織に基づいてVLAN
へのアクセスを制限します。VLAN権限により、サービスプロファイルの vNICに割り当てるこ
とができるVLANのセットも制限されます。VLAN権限はオプションの機能であり、デフォルト
では無効になっています。この機能は、要件に応じて有効または無効にできます。この機能を無

効にすると、すべてのVLANにすべての組織からグローバルでアクセスできるようになります。

[LAN] > [LAN Cloud] > [Global Policies] > [Org Permissions]の順で組織権限を有効にすると、
VLANの作成時に、[Create VLANs]ダイアログボックスに [Permitted Orgs for VLAN(s)]オプ
ションが表示されます。[Org Permissions]を有効にしないと、[Permitted Orgs for VLAN(s)]オプ
ションは表示されません。

（注）

組織の権限を有効にすると、VLANの組織を指定できます。組織を指定すると、そのVLANは特
定の組織とその構造下にあるすべてのサブ組織で利用可能になります。他の組織のユーザは、こ

のVLANにアクセスできません。また、VLANアクセス要件の変更に基づいてVLANの権限を随
時変更できます。

VLANの組織権限をルートレベルで組織に割り当てると、すべてのサブ組織が VLANにアク
セスできるようになります。ルートレベルで組織権限を割り当てた後で、サブ組織に属する

VLANの権限を変更した場合は、そのVLANはルートレベルの組織で使用できなくなります。

注意

VLAN 権限の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCS Manager VLAN組織を入力しま
す。

UCS-A# scope orgステップ 1   

指定されたVLAN権限を作成し、その組織
に VLANアクセス権限を割り当てます。

UCS-A# /org/ #create
vlan-permitVLAN permission name.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A#/org* # commit-bufferステップ 3   

次の例では、組織用の VLAN権限を作成する方法を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create vlan-permit dev
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UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

VLAN 権限の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCS Manager VLAN組織を入力し
ます。

UCS-A# scope orgステップ 1   

VLANへのアクセス権を削除します。UCS-A# /org/ #delete
vlan-permitVLAN permission name.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A#/org* # commit-bufferステップ 3   

次に、組織から VLAN権限を削除する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # delete vlan-permit dev
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

VLAN 権限の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

CiscoUCSManager組織を入力します。UCS-A# scope orgステップ 1   

組織で使用可能な権限を表示します。UCS-A /org # show vlan-permitステップ 2   

次の例では、この VLANにアクセスするための権限を持つ VLANグループを表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A# /org/# show vlan-permit
VLAN Group:

Name
----
eng
hr
finance
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第 16 章

LAN ピングループの設定

この章は、次の項で構成されています。

• LANピングループ, 301 ページ

• LANピングループの設定, 302 ページ

LAN ピングループ
Cisco UCSは LANピングループを使用して、サーバ上の vNICから、ファブリックインターコネ
クトのアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルに、イーサネットトラフィック

をピン接続します。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できます。

サーバにピン接続を設定するには、LANピングループを vNICポリシーにインクルードする必要
があります。その後、vNICポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービスプロファイルに
取り込まれます。vNICからのすべてのトラフィックは、I/Oモジュールを経由して所定のアップ
リンクイーサネットポートに進みます。

vNICポリシーを使用してピングループがサーバインターフェイスに割り当てられていない場
合、Cisco UCS Managerはそのサーバインターフェイスからのトラフィック用としてアップリ
ンクイーサネットポートまたはポートチャネルを動的に選択します。この選択は永続的では

ありません。インターフェイスフラップまたはサーバのリブートの後は、そのサーバインター

フェイスからのトラフィックに対して別のアップリンクイーサネットポートまたはポート

チャネルが使用される可能性があります。

アップリンクが LANピングループに属している場合、そのアップリンクは所属グループ専用
に予約されているわけではありません。LANピングループを指定していない他の vNICポリ
シーは、動的なアップリンクとしてそのアップリンクを使用できます。

（注）
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LAN ピングループの設定
2つのファブリックインターコネクトを持つシステムでピングループとの関連付けができるのは
のは、1つのファブリックインターコネクト、または両方のファブリックインターコネクトだけ
です。

はじめる前に

ピングループの設定に使用するポートおよびポートチャネルを設定します。使用できるのは、

LANピングループでアップリンクポートとして設定されているポートおよびポートチャネルだ
けです。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

イーサネット（LAN）ピングループを指定され
た名前で作成し、イーサネットアップリンクの

ピングループモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # create
pin-group pin-group-name

ステップ 2   

（任意）

ピングループに説明を加えます。

UCS-A /eth-uplink/pin-group # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブ

リックとポートチャネルへのイーサネットピン

ターゲットを設定します。

UCS-A /eth-uplink/pin-group # set
target {a | b | dual} {port
slot-num/ port-num | port-channel
port-num}

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /eth-uplink/pin-group #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aに pingroup54という名前の LANピングループを作成し、ピングルー
プに説明を加え、ポートチャネル 28にピングループのターゲットを設定し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create pin-group pingroup54
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # set descr "This is my pin group #54"
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # set target a port-channel 28
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/pin-group #
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次の作業

ピングループは、vNICテンプレートにインクルードします。
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第 17 章

MAC プールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• MACプール, 305 ページ

• MACプールの作成, 306 ページ

• MACプールの削除, 307 ページ

MAC プール
MACプールは、ネットワーク ID（MACアドレス）の集合です。MACアドレスはレイヤ 2環境
では一意で、サーバの vNICに割り当てることができます。サービスプロファイルでMACプー
ルを使用する場合は、サービスプロファイルに関連付けられたサーバで使用できるようにMAC
アドレスを手動で設定する必要はありません。

マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、このMACプールが特
定のアプリケーションまたはビジネスサービスでのみ使用できるようにすることができます。

Cisco UCSは、名前解決ポリシーを使用してプールからMACアドレスを割り当てます。

サーバにMACアドレスを割り当てるには、vNICポリシーにMACプールをインクルードする必
要があります。その後、この vNICポリシーは、このサーバに割り当てられたサービスプロファ
イルに含められます。

独自のMACアドレスを指定することもできますし、シスコにより提供されたMACアドレスのグ
ループを使用することもできます。
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MAC プールの作成

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モー

ドを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定された名前でMACプールを作成し、組織MACプー
ルモードを開始します。

UCS-A /org # create
mac-pool mac-pool-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できます。-
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保

存された後で、この名前を変更することはできません。

（任意）

MACプールの説明を記入します。
UCS-A /org/mac-pool # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含

まれている場合、説明を引用符で括る必要があ

ります。引用符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/mac-pool # set
assignmentorder {default
| sequential}

ステップ 4   

• default：CiscoUCSManagerはプールからランダムな
IDを選択します。

• sequential：Cisco UCS Managerはプールから最も小
さい使用可能 IDを選択します。

MACアドレスブロック（範囲）を作成し、組織MAC
プールブロックモードを開始します。アドレス範囲内の

UCS-A /org/mac-pool #
create block first-mac-addr
last-mac-addr

ステップ 5   

最初と最後のMACアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn形式を使
用して指定する必要があります。アドレス間はスペース

で区切ります。

MACプールには、複数のMACアドレスブロッ
クを含めることができます。複数のMACアド
レスブロックを作成するには、組織MACプー
ルモードから複数の create blockコマンドを入
力します。

（注）
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目的コマンドまたはアクショ

ン

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/mac-pool #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、pool37という名前のMACプールを作成し、プールに説明を加え、ブロックの最初
および最後のMACアドレスを指定してMACアドレスブロックを定義し、トランザクションを
コミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mac-pool pool37
UCS-A /org/mac-pool* # set descr "This is my MAC pool"
UCS-A /org/mac-pool* # create block 00:A0:D7:42:00:01 00:A0:D7:42:01:00
UCS-A /org/mac-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/mac-pool/block #

次の作業

MACプールは、vNICテンプレートにインクルードします。

MAC プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Managerは、そのプールの vNICまたは vHBAに割り当てられ
たアドレスは再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次の

いずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたMACプールを削除します。UCS-A /org # delete mac-pool
pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、pool4という名前のMACプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete mac-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 18 章

Quality of Service の設定

この章は、次の項で構成されています。

• QoS, 309 ページ

• システムクラスの設定, 311 ページ

• Quality of Serviceポリシーの設定, 315 ページ

• フロー制御ポリシーの設定, 318 ページ

QoS
Cisco UCSは、Quality of Serviceを実装するために、次の方法を提供しています。

•システム全体にわたって、特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定を指定する
ためのシステムクラス

•個々の vNICにシステムクラスを割り当てる QoSポリシー

•アップリンクイーサネットポートによるポーズフレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー

QoSシステムクラスに加えられたグローバルQoSの変更によって、すべてのトラフィックにデー
タプレーンでの中断が短時間発生する可能性があります。このような変更の例を次に示します。

•有効になっているクラスのMTUサイズの変更

•有効になっているクラスのパケットドロップの変更

•有効になっているクラスの CoS値の変更
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Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnectでの Quality of Service に関するガイドラインおよび制限
事項

• Cisco UCS 6300シリーズ Fabric Interconnectはすべてのシステムクラスに共有バッファを使
用します。

•マルチキャスト最適化はサポートされません。

•あるクラスの QoSパラメータを変更すると、すべてのクラスのトラフィックが中断されま
す。次の表は、QoSシステムクラスの変更およびシステムの再起動が引き起こされる条件を
示しています。

FI の再起動ステータス状態QoS システムクラスのステー
タス

○ドロップとドロップなしを切

り替えた場合

イネーブル

○イネーブルとディセーブルを

切り替えた場合

ドロップなし

○MTUサイズを変更した場合イネーブルかつドロップなし

• QoSシステムクラスでの変更の結果として、最初に従属 FIが再起動します。プライマリ FI
は、[Pending Activities]で確認された後にのみ再起動します。

Cisco UCS Miniでの Quality of Service に関するガイドラインおよび制限事項

• Cisco UCS Miniはすべてのシステムクラスに共有バッファを使用します。

• Bronzeクラスは SPANとバッファを共有します。SPANまたは Bronzeクラスを使用すること
を推奨します。

•マルチキャスト最適化はサポートされません。

•あるクラスの QoSパラメータを変更すると、すべてのクラスのトラフィックが中断されま
す。

•イーサネットトラフィックと FCまたは FCoEトラフィックが混在している場合は、帯域が
均等に配分されません。

•同じクラスからの複数のトラフィックストリームが均等に分配されないことがあります。

• FCまたはFCoEのパフォーマンス問題を回避するために、すべての破棄なしポリシーに同じ
CoS値を使用してください。

• Platinumクラスと Goldクラスのみが破棄なしポリシーをサポートしています。
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システムクラスの設定

システムクラス

Cisco UCSは、DCE（Data Center Ethernet）を使用して、Cisco UCSドメイン内のすべてのトラ
フィックを処理します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネットの帯

域幅が 8つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラフィック用に 2つの仮想
レーンが予約されています。それ以外の 6つの仮想レーンの Quality of Service（QoS）を設定でき
ます。Cisco UCSドメイン全体にわたり、これら 6つの仮想レーンで DCE帯域幅がどのように割
り当てられるかは、システムクラスによって決定されます。

各システムクラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約します。

これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されます。た

とえば、ファイバチャネルプライオリティシステムクラスを設定して、FCoEトラフィックに割
り当てられる DCE帯域幅の割合を決定することができます。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。

表 9：システムクラス

説明システムクラス

サービスプロファイルの QoSポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィックレー

ンを 1つ管理します。

これらのシステムクラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポ

リシーを割り当てるために使用できます。

CiscoUCSMiniの場合、パケットのドロップはプラチナクラスとゴー
ルドクラスでのみディセーブルにできます。1つのPlatinumクラスと
1つの Goldクラスのみを no-dropクラスとして同時に設定できます。

Platinum

Gold

Silver

Bronze

ベーシックイーサネットトラフィックのために予約されたレーンに

対する QoSを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要

に応じて、データパケットのドロップを許可するドロップポリシー

があります。このシステムクラスをディセーブルにはできません。

ベストエフォート
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説明システムクラス

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Serviceを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー

タパケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ

リシーがあります。このシステムクラスをディセーブルにはできませ

ん。

FCoEトラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約されたQoSシステムクラスがあります。他
のタイプのトラフィックに FCoEで使用される CoS値があ
る場合、その値は 0にリマークされます。

（注）

ファイバチャネル

システムクラスの設定

サーバ内のアダプタのタイプによっては、サポートされるMTUの最大値が制限される場合があ
ります。たとえば、ネットワークMTUが最大値を超えた場合、次のアダプタでパケットがドロッ
プする可能性があります。

• Cisco UCS M71KR CNAアダプタ：サポートされるMTUの最大値は 9216です。

• Cisco UCS 82598KR-CIアダプタ：サポートされるMTUの最大値は 14000です。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

イーサネットサーバ QoSモードを開始します。UCS-A /eth-server # scope qosステップ 2   

指定されたシステムクラスに対し、イーサネット

サーバQoSイーサネット機密モードを開始します。
UCS-A /eth-server/qos # scope
eth-classified {bronze | gold |
platinum | silver}

ステップ 3   

指定されたシステムクラスをイネーブルにします。UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
enable

ステップ 4   

指定されたシステムクラスにサービスクラスを指

定します。有効なサービスクラスの値は 0～ 6で
す。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set cos cos-value

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

すべての非ドロップポリシーに対して、UCS
と N5Kで同じ CoS値を使用します。エン
ドツーエンド PFCが正常に動作することを
保証するには、すべての中間スイッチで同

じ QoSポリシーを設定します。

重要

チャネルでパケットをドロップできるかどうか指定

します。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set drop {drop | no-drop}

ステップ 6   

ドロップに変更を保存すると、次の警告

メッセージが表示されます。「Warning:
The operation will cause momentary disruption
to traffic forwarding」

（注）

最大伝送単位（使用されるパケットサイズ）。MTU
の最大値は 9216です。

vNICに対応する QoSポリシーがある場
合、ここで指定したMTUは、関連付けら
れた QoSシステムクラスで指定された
MTUと同等以下でなければなりません。
このMTU値が QoSシステムクラスの
MTU値を超えている場合、データ転送中
にパケットがドロップされる可能性があ

ります。

（注）

MTUに変更を保存すると、次の警告メッセージが
表示されます。「Warning: The operation will cause
momentary disruption to traffic forwarding」

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set mtu {mtu-value | fc |
normal}

ステップ 7   

クラスがマルチキャストパケット送信に最適化され

るかどうかを指定します。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set multicast-optimize {no |
yes}

ステップ 8   

指定されたシステムクラスに対して相対的な重み値

を指定します。有効な重み値は 0～ 10です。
UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set weight {weight-value |
best-effort | none}

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
commit-buffer

ステップ 10   

次の例は、プラチナシステムクラスをイネーブルにして、チャネルによるパケットのドロップを

許可し、サービスクラスを 6に設定して、MTUを normalに設定し、相対重みを 5に設定して、
トランザクションをコミットする方法を示しています。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope qos
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UCS-A /eth-server/qos # scope eth-classified platinum
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified # enable
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set drop drop
Warning: The operation will cause momentary disruption to traffic forwarding
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set cos 6
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set mtu normal
Warning: The operation will cause momentary disruption to traffic forwarding
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set weight 5
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #

システムクラスのディセーブル化

QoSポリシーで使用されるシステムクラスをディセーブルにすると、Cisco UCS Managerは QoS
ポリシーが設定されているサーバのトラフィックに対して CoS 0のシステムクラスを設定しま
す。CoS 0に設定されているシステムクラスがない場合、ベストエフォートシステムクラスが
使用されます。ベストエフォートシステムクラスやファイバチャネルシステムクラスはディ

セーブルにできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

イーサネットサーバ QoSモードを開始し
ます。

UCS-A /eth-server # scope qosステップ 2   

指定されたシステムクラスに対し、イー

サネットサーバ QoSイーサネット機密
モードを開始します。

UCS-A /eth-server/qos # scope
eth-classified {bronze | gold |
platinum | silver}

ステップ 3   

指定したシステムクラスをディセーブル

にします。

UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #
disable

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、platinumシステムクラスをディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope qos
UCS-A /eth-server/qos # scope eth-classified platinum
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified # disable
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #
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Quality of Service ポリシーの設定

Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQualityOfService
が決定されます。一部のアダプタでは、発信トラフィックでバーストやレートなど追加の制御を

指定することもできます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

QoS ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織で組織モードを開始します。デフォルト組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力します。
Switch-A# scope org
org-name

ステッ

プ 1   

指定した QoSポリシーを作成し、組織 QoSポリシーモー
ドを開始します。

Switch-A /org # create
qos-policy policy-name

ステッ

プ 2   

QoSポリシーが使用する出力ポリシー（vNICおよびvHBA
の両方）を作成し、組織QoSポリシーの出力ポリシーモー
ドを開始します。

Switch-A /org/qos-policy #
create egress-policy

ステッ

プ 3   

（任意）ホストとCiscoUCSManagerのどちらが vNICに対
するサービスクラス（CoS）を制御するかを指定します。
この設定は、vHBAには影響しません。

Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# set host-cos-control {full
| none}

ステッ

プ 4   

ホストに CoSを制御させるには、fullキーワードを使用し
ます。パケットに有効なCoS値がある場合、ホストはその
値を使用します。それ以外の場合、指定されたクラスプラ

イオリティに関連付けられたCoS値を使用します。指定し
たプライオリティに関連付けられているCoS値をCiscoUCS
Managerに使用させるには、noneキーワードを使用しま
す。

出力ポリシーで使用されるシステムクラスを指定します。

sys-class-name引数には、次のいずれかのクラスキーワー
ドを指定できます。

Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# set prio sys-class-name

ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• [Fc]：vHBAトラフィックだけを制御するQoSポリシー
にこのプライオリティを使用します。

• [Platinum]：vNICトラフィックだけを制御するQoSポ
リシーにこのプライオリティを使用します。

• [Gold]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Silver]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Bronze]：vNICトラフィックだけを制御するQoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [BestEffort]：このプライオリティを使用しないでくだ
さい。ベーシックイーサネットトラフィックレーン

のために予約されています。このプライオリティを

QoSポリシーに割り当て、別のシステムクラスをCoS
0に設定する場合、CiscoUCSManagerはこのシステム
クラスのデフォルトには戻りません。そのトラフィッ

クの CoS 0でプライオリティがデフォルトに戻りま
す。

想定されるトラフィックの平均レートを指定します。この

レートを下回るトラフィックは、常に準拠です。デフォル

Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# set rate {line-rate | kbps}
burst bytes

ステッ

プ 6   
トは line-rateで、値 10,000,000に等しいラインレートで
す。最小値は 8で、最大値は 40,000,000です。

レート制限は、Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイス
カードおよび Cisco UCS VIC-1280仮想インターフェイス
カードのvNICでのみサポートされます。CiscoUCSM81KR
仮想インターフェイスカードは、vNICおよび vHBA両方
のレート制限をサポートします。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Switch-A
/org/qos-policy/egress-policy
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

次の例は、vNICトラフィックの QoSポリシーを作成し、プラチナシステムクラスを割り当てて
出力ポリシーのレート制限（トラフィックレートとバーストサイズ）を設定し、トランザクショ

ンをコミットします。

Switch-A# scope org /
Switch-A /org # create qos-policy VnicPolicy34
Switch-A /org/qos-policy* # create egress-policy
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Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set prio platinum
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set rate 5000000 burst 65000
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # commit-buffer
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy #

次の例は、vHBAトラフィックのQoSポリシーを作成し、fc（ファイバチャネル）システムクラ
スを割り当てて出力ポリシーのレート制限（トラフィックレートとバーストサイズ）を設定し、

トランザクションをコミットします。

Switch-A# scope org /
Switch-A /org # create qos-policy VhbaPolicy12
Switch-A /org/qos-policy* # create egress-policy
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set prio fc
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set rate 5000000 burst 65000
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # commit-buffer
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy #

次の作業

QoSポリシーは、vNICまたは vHBAテンプレートにインクルードします。

QoS ポリシーの削除
使用中の QoSポリシーを削除した場合、または QoSポリシーで使用されているシステムクラス
をディセーブルにした場合、この QoSポリシーを使用している vNICと vHBAはすべて、ベスト
エフォートシステムクラスまたは CoSが 0のシステムクラスに割り当てられます。マルチテナ
ント機能を実装しているシステムでは、Cisco UCS Managerはまず、その組織階層から一致する
QoSポリシーを見つけようとします。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された QoSポリシーを削除します。UCS-A /org # delete qos-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、QosPolicy34という名前の QoSポリシーを削除し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete qos-policy QosPolicy34
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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フロー制御ポリシーの設定

フロー制御ポリシー

フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCSドメイン
のアップリンクイーサネットポートが IEEE 802.3xポーズフレームを送信および受信するかどう
かを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送信

側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。

LANポートとアップリンクイーサネットポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり

ます。Cisco UCSでは、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。

送信機能をイネーブルにした場合、受信パケットレートが高くなりすぎたときに、アップリンク

イーサネットポートはネットワークポートにポーズ要求を送信します。ポーズは数ミリ秒有効に

なった後、通常のレベルにリセットされます。受信機能をイネーブルにした場合、アップリンク

イーサネットポートは、ネットワークポートからのポーズ要求すべてに従います。ネットワーク

ポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポートで

停止します。

ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると同時に、ポーズ

フレームやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応も変わります。

フロー制御ポリシーの設定

はじめる前に

必要なフロー制御に対応する設定を使用して、ネットワークポートを設定します。たとえば、ポ

リシーのフロー制御ポーズフレームに対する送信設定を有効にした場合は、必ず、ネットワーク

ポートの受信パラメータを onまたは desiredに設定します。Cisco UCSポートでフロー制御フレー
ムを受信する場合は、ネットワークポートの送信パラメータが onまたは desireに設定されている
ことを確認します。フロー制御を使用する必要がない場合は、ネットワークポートの受信パラ

メータと送信パラメータを offに設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

イーサネットアップリンクフロー制御モードを開始

します。

UCS-A /eth-uplink # scope
flow-control

ステップ 2   

指定されたフロー制御ポリシーを作成します。UCS-A /eth-uplink/flow-control
# create policy policy-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

次のフロー制御プライオリティオプションのいずれ

かを指定します。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# set prio prio-option

ステップ 4   

• auto：PPPがこのファブリックインターコネク
トで使用されるかどうか、Cisco UCSシステム
とネットワークがネゴシエートします。

• on：このファブリックインターコネクト上で
PPPが有効にされます。

次のフロー制御受信オプションのいずれかを指定し

ます。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# set receive receive-option

ステップ 5   

• off：ネットワークからのポーズ要求は無視され、
トラフィックフローは通常どおり継続します。

• on：ポーズ要求に従い、そのアップリンクポー
ト上のすべてのトラフィックは、ネットワーク

でポーズ要求が取り消されるまで停止されます。

次のフロー制御送信オプションのいずれかを指定し

ます。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# set send send-option

ステップ 6   

• off：パケット負荷に関係なくポート上のトラ
フィックが通常どおり流れます。

• on：着信パケットレートが非常に高くなる場合
に、Cisco UCSシステムがポーズ要求をネット
ワークに送信します。ポーズは数ミリ秒有効に

なった後、通常のレベルにリセットされます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/eth-uplink/flow-control/policy
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、フロー制御ポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope flow-control
UCS-A /eth-uplink/flow-control # create policy FlowControlPolicy23
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set prio auto
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set receive on
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set send on
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy #
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次の作業

フロー制御ポリシーと、アップリンクイーサネットポート、またはポートチャネルを関連付け

ます。

フロー制御ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

イーサネットアップリンクフロー制御

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
flow-control

ステップ 2   

指定されたフロー制御ポリシーを削除し

ます。

UCS-A /eth-uplink/flow-control # delete
policy policy-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink/flow-control #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、FlowControlPolicy23という名前のフロー制御ポリシーを削除し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope flow-control
UCS-A /eth-uplink/flow-control # delete policy FlowControlPolicy23
UCS-A /eth-uplink/flow-control* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/flow-control #
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第 19 章

ネットワーク関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• vNICテンプレートの設定, 321 ページ

• イーサネットアダプタポリシーの設定, 329 ページ

• デフォルトの vNIC動作ポリシーの設定, 341 ページ

• LAN接続ポリシーの設定, 343 ページ

• ネットワーク制御ポリシーの設定, 352 ページ

• マルチキャストポリシーの設定, 357 ページ

• LACPポリシーの設定, 362 ページ

• UDLDリンクポリシーの設定, 364 ページ

• VMQ接続ポリシーの設定, 373 ページ

• NetQueue, 375 ページ

vNIC テンプレートの設定

vNIC テンプレート
vNIC LAN接続ポリシーは、サーバ上の vNICが LANに接続する方法を定義します。

Cisco UCSManagerは、vNICテンプレートを作成する際に正しい設定でVM-FEXポートプロファ
イル自動的には作成しません。VM-FEXポートプロファイルを作成するには、vNICテンプレー
トのターゲットを VMとして設定する必要があります。このポリシーを有効にするには、このポ
リシーをサービスプロファイルに含める必要があります。

vNICテンプレートの作成時には、個々の VLANだけでなく VLANグループも選択できます。
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サーバに 2つの Emulex NICまたは QLogic NIC（ Cisco UCS CNA M71KR-Eまたは Cisco UCS
CNA M71KR-Q）がある場合は、両方の NICにユーザ定義のMACアドレスが取得されるよう
に、サービスプロファイルで両方のアダプタの vNICポリシーを設定する必要があります。両
方の NICのポリシーを設定しない場合でも、Windowsは PCIバスで両方の NICを引き続き検
出します。ただし、2番目のイーサネットインターフェイスがサービスプロファイルに含ま
れていないため、WindowsはそれにハードウェアMACアドレスを割り当てます。その後で
サービスプロファイルを異なるサーバに移動すると、Windowsによって追加の NICが検出さ
れますが、これは 1つの NICでユーザ定義のMACアドレスが取得されなかったためです。

（注）

vNIC テンプレートの設定

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モード

を開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

vNICテンプレートを作成し、組織vNICテンプレートモー
ドを開始します。

UCS-A /org # create
vnic-templ
vnic-templ-name [eth-if

ステップ 2   

選択したターゲットによって、CiscoUCSManagerが、vNIC
テンプレートの適切な設定を使用して、自動的にVM-FEX

vlan-name] [fabric {a | b}]
[target [adapter | vm]]

ポートプロファイルを作成するかどうかが決まります。次

のいずれかになります。

• [Adapter]：vNICはすべてのアダプタに適用されます。
このオプションを選択した場合、VM-FEXポートプ
ロファイルが作成されません。

• [VM]：vNICはすべての仮想マシンに適用されます。
このオプションを選択した場合、VM-FEXポートプ
ロファイルが作成されます。

（任意）

vNICテンプレートに説明を加えます。
UCS-A /org/vnic-templ #
set descr description

ステップ 3   

（任意）

vNICに使用するファブリックを指定します。vNICテンプ
レートを作成するときにステップ 2でファブリックを指定

UCS-A /org/vnic-templ #
set fabric {a | a-b | b | b-a}

ステップ 4   

しなかった場合、このコマンドで指定するオプションがあ

ります。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

デフォルトのファブリックインターコネクトが使用できな

い場合にこの vNICが第 2のファブリックインターコネク
トにアクセスできるようにする場合、a-b（Aがプライマ
リ）または、b-a（Bがプライマリ）を選択します。

次の状況下では、vNICのファブリックフェール
オーバーをイネーブルにしないでください。

（注）

• Cisco UCSドメインがイーサネットスイッ
チモードで動作している場合、そのモード

ではvNICファブリックフェールオーバーが
サポートされません。1つのファブリックイ
ンターコネクト上のすべてのイーサネット

アップリンクが障害になった場合、vNICは
他のイーサネットアップリンクにフェール

オーバーしません。

•ファブリックフェールオーバーをサポート
しないアダプタ（Cisco UCS 82598KR-CI
10-Gigabit Ethernet Adapterなど）があるサー
バにこの vNICを関連付ける予定がある場
合。これを行った場合、Cisco UCS Manager
により、サービスプロファイルとサーバを

関連付けたときに設定エラーが生成されま

す。

このvNICテンプレートから作成されたvNICによって使用
されるMACアドレスプール。

UCS-A /org/vnic-templ #
set mac-pool
mac-pool-name

ステップ 5   

このvNICテンプレートから作成されたvNICによって使用
される最大伝送単位、つまりパケットサイズ。

UCS-A /org/vnic-templ #
set mtu mtu-value

ステップ 6   

1500～ 9000の整数を入力します。

vNICテンプレートにQoSポリシーが関連付けら
れている場合、ここで指定されたMTUは、関連
付けられている QoSシステムクラスで指定され
たMTU以下であることが必要です。このMTU
値が QoSシステムクラスのMTU値を超えてい
る場合、データ転送中にパケットがドロップされ

る可能性があります。

（注）

このvNICテンプレートから作成されたvNICによって使用
されるネットワーク制御ポリシー。

UCS-A /org/vnic-templ #
set nw-control-policy
policy-name

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

このvNICテンプレートから作成されたvNICによって使用
される LANピングループ。

UCS-A /org/vnic-templ #
set pin-group group-name

ステップ 8   

このvNICテンプレートから作成されたvNICによって使用
されるサービスポリシーの品質。

UCS-A /org/vnic-templ #
set qos-policy policy-name

ステップ 9   

このvNICテンプレートから作成されたvNICによって使用
される統計情報収集ポリシー。

UCS-A /org/vnic-templ #
set stats-policy
policy-name

ステップ 10   

vNICテンプレートの更新タイプを指定します。テンプレー
ト更新時にこのテンプレートから作成される vNICインス

UCS-A /org/vnic-templ #
set type {initial-template
| updating-template}

ステップ 11   

タンスが自動アップデートされないようにする場合、

initial-templateキーワードを使用します。その他の場合は
updating-templateキーワードを使用して、vNICテンプレー
トの更新時にすべての vNICインスタンスがアップデート
されるようにします。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/vnic-templ #
commit-buffer

ステップ 12   

次の例は、vNICテンプレートを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create vnic template VnicTempFoo
UCS-A /org/vnic-templ* # set descr "This is a vNIC template example."
UCS-A /org/vnic-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vnic-templ* # set mac-pool pool137
UCS-A /org/vnic-templ* # set mtu 8900
UCS-A /org/vnic-templ* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/vnic-templ* # set pin-group PinGroup54
UCS-A /org/vnic-templ* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/vnic-templ* # set stats-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/vnic-templ* # set type updating-template
UCS-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
UCS-A /org/vnic-templ #

冗長性テンプレートのペア

vNICと vHBAテンプレートのペアを作成すると、特定のサーバに属する vNICまたは vHBAを分
類できます。たとえば、vNICや vHBAのテンプレートを作成し、プライマリテンプレートとし
て指定した上で、また vNICや vHBAの別のテンプレートを作成し、セカンダリテンプレートと
して指定できます。2つのテンプレートをリンクし、プライマリテンプレートで定義する属性を
共有するペアを作成できます。セカンダリテンプレートは、プライマリテンプレートから属性を

継承し、プライマリテンプレートへ加えられるすべての変更はテンプレートペアのセカンダリ

テンプレートに伝達され、反映されます。また、ペアの各テンプレート固有の（共有されていな

い）構成すべてを変更できます。
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ペアを作成するときは、テンプレート（たとえばプライマリテンプレート）をファブリック A
に、他のテンプレート（たとえばセカンダリテンプレート）をファブリックBに割り当てること
ができます。この機能により、1つ以上のテンプレートを使用して vNICまたは vHBAペアを個別
に設定する必要がなくなります。

テンプレートのペアを使用して作成できる vNICと vHBAのペアの数はアダプタの機能のみによ
り制限されます。

1回限りのプロビジョニングには、[Initial Template]タイプを使用してください。

プライマリテンプレートが共有される構成の冗長ペアを変更できるよう [Updating Template]タイ
プを使用します。次に示す共有構成を参照してください。

vNIC テンプレートペアの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

プライマリ vNICテンプレートを作成します。UCS-A/ org # create
vnic-templ vnic-primary .

ステップ 1   

テンプレートタイプを更新中に設定します。これは、

共有される構成のプライマリ vNICテンプレートで設
UCS-A/ # org vnic-templ set
type updating-template

ステップ 2   

定をピア vNICテンプレートに行います。次に示す共
有構成を参照してください。

プライマリ vNICテンプレートのファブリックを指定
します。プライマリ vNICテンプレートにファブリッ

UCS-A/ # org vnic-templ [set
fabric {a | b}] .

ステップ 3   

クAを指定すると、セカンダリ vNICテンプレートは
ファブリック Bである必要があり、その逆の組み合
わせも同様です。

テンプレートをプライマリ vNICテンプレートとして
設定します。

UCS-A/ # org vnic-templ set
descr
primaryinredundancypair .

ステップ 4   

冗長テンプレートタイプをプライマリ vNICテンプ
レートとして設定します。

UCS-A/ # org vnic-templ set
redundancy-type primary.

ステップ 5   

[Redundancy Type]の説明を次に示します。

[Primary]：セカンダリ vNICテンプレートと共有可能
な構成を作成します。プライマリ vNICテンプレート
で共有される変更は、セカンダリ vNICテンプレート
に自動的に同期されます。

[Secondary]：すべての共有される構成は、プライマリ
テンプレートから継承されます。
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目的コマンドまたはアクション

[No Redundancy]：レガシー vNICテンプレートの動作
です。

次に、共有される構成を示します。

•ネットワーク制御ポリシー

• QoSポリシー

•統計しきい値ポリシー

•テンプレートタイプ

•接続ポリシー

• VLANS

• MTU

次に、共有されない構成を示します。

•ファブリック ID

• [CDN Source]

• [MAC Pool]

•説明

• [Pin Group Policy]

冗長テンプレートペアリングの作成を終了します。

冗長ペアを作成するため、プライマリvNIC
テンプレートをピアセカンダリ vNICテン
プレートにリンクした後、トランザクショ

ンのコミットを確認します。

（注）

UCS-A/ # org vnic-templ exitステップ 6   

セカンダリ vNICテンプレートを作成します。UCS-A/ # org vnic-templ
create vNIC-templ
vNICsecondary .

ステップ 7   

テンプレートタイプを更新中に設定します。これは、

自動的にプライマリ vNICテンプレートの構成を継承
します。

UCS-A/ # org vnic-templ set
type updating-template

ステップ 8   

セカンダリ vNICテンプレートのファブリックを指定
します。プライマリ vNICテンプレートにファブリッ

UCS-A/ org # vnic-templ [set
fabric {a | b}] .

ステップ 9   

クAを指定すると、セカンダリ vNICテンプレートは
ファブリック Bである必要があり、その逆の組み合
わせも同様です。
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目的コマンドまたはアクション

セカンダリvNICテンプレートを冗長ペアテンプレー
トとして設定します。

UCS-A/ # org vnic-templ set
descr
secondaryredundancypair

ステップ 10   

vNICテンプレートタイプをセカンダリとして設定し
ます。

UCS-A/ # org vnic-templ set
redundancy-type secondary.

ステップ 11   

プライマリ vNICテンプレートをセカンダリ vNICテ
ンプレートのピアとして設定します。

UCS-A/ # org vnic-templ set
peer-template-name
vNIC-primary.

ステップ 12   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/ # org vnic-templ
commit-buffer

ステップ 13   

次に、vNIC冗長テンプレートペアを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A /org* # create vnic-template vnic-primary
UCS-A /org/vnic-templ* # set type updating-template
UCS-A /org/vnic-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vnic-templ* # set descr primaryinredundancypair
UCS-A /org/vnic-templ* # set redundancy-type primary
UCS-A /org/vnic-templ* # exit
UCS-A /org* # create vnic-templ vnicsecondary
UCS-A /org/vnic-templ* # set fabric b
UCS-A /org/vnic-templ* # set descr secondaryinredundancypair
UCS-A /org/vnic-templ* # set redundancy-type secondary
UCS-A /org/vnic-templ* # set peer-template-name vnic-primary
UCS-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
UCS-A /org/vnic-templ #

次の作業

vNIC冗長性テンプレートペアを作成すると、この冗長性テンプレートペアを使用して、同じ組
織または下部組織内のサービスプロファイルに冗長性 vNICペアを作成できます。

vNIC テンプレートペアの取り消し
[Primary]または [Secondary]テンプレートにピアテンプレートが設定されないように、[Peer
Redundancy Template]を変更して vNICテンプレートペアを取り消すことができます。vNICテン
プレートペアを取り消すと、対応する vNICペアも取り消されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

テンプレートペアから元に戻す vNICテンプ
レートの名前を指定します。

UCS-A /org # scope vnic-templ
template1.

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

テンプレートペアリングの実行に使用される

ピアプライマリまたはセカンダリ冗長テンプ

レート間のペアリングを取り消します。

UCS-A /org/ vnic-templ # set
redundancy-type no redundancy.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/vnic-templ* #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、テンプレートペアリングを元に戻す例を示します。

UCS-A /org # scope vnic-templ template1
UCS-A /org/vnic-templ # set redundancy-type no-redundancy
UCS-A /org/vnic-templ* # commit buffer

vNIC テンプレートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した vNICテンプレートを削除します。UCS-A /org # delete vnic-templ
vnic-templ-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、VnicTemp42という名前の vNICテンプレートを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vnic template VnicTemp42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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イーサネットアダプタポリシーの設定

イーサネットおよびファイバチャネルアダプタポリシー

このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制

御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。

•キュー

•割り込み処理

•パフォーマンス拡張

• RSSハッシュ

• 2つのファブリックインターコネクトがあるクラスタ構成におけるフェールオーバー
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ファイバチャネルアダプタポリシーの場合は、Cisco UCS Managerで表示される値が QLogic
SANsurferなどのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。たとえば、
次の値は、SANsurferと Cisco UCS Managerで明らかに異なる場合があります。

（注）

•ターゲットごとの最大 LUN：SANsurferの最大 LUNは 256であり、この数値を超える値
は表示されません。Cisco UCS Managerでサポートされている最大 LUN数はこれよりも
大きくなっています。

•リンクダウンタイムアウト：SANsurferでは、リンクダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。Cisco UCS Managerでは、この値をミリ秒で設定します。したがっ
て、Cisco UCS Managerで 5500ミリ秒と設定された値は、SANsurferでは 5秒として表示
されます。

•最大データフィールドサイズ：SANsurferで許可される値は 512、1024、および 2048で
す。Cisco UCS Managerでは、あらゆるサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Managerで 900と設定された値は、SANsurferでは 512として表示されます。

• LUN Queue Depth：LUNキューデプス設定はWindowsシステムの FCアダプタポリシー
で使用できます。キューデプスとは、HBAが 1回の伝送で送受信できる LUNごとのコ
マンドの数です。Windows Storportドライバは、これに対するデフォルト値として、物理
ミニポートに 20、仮想ミニポートに 250を設定します。この設定により、アダプタのす
べての LUNの初期キューデプスを調整します。この値の有効範囲は 1～ 254です。デ
フォルトの LUNキューデプスは 20です。この機能は、Cisco UCS Managerバージョン
3.1(2)以降でのみ使用できます。

• IO TimeOut Retry：指定されたタイムアウト時間内にターゲットデバイスが I/O要求に応
答しない場合、FCアダプタは、タイマーの期限が切れると、保留中のコマンドを破棄し
て同じ IOを再送信します。この値に対する FCアダプタの有効範囲は 1～ 59秒です。デ
フォルトの IOリトライタイムアウトは 5秒です。この機能は、Cisco UCS Managerバー
ジョン 3.1(2)以降でのみ使用できます。

オペレーティングシステム固有のアダプタポリシー

デフォルトでは、Cisco UCSは、イーサネットアダプタポリシーとファイバチャネルアダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー

ティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこれらのポ

リシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求しま

す。ベンダーが提供しているサポートリストで必須設定の詳細を確認できます。
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該当するオペレーティングシステムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま

す。シスコのテクニカルサポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し

ないでください。

ただし、（デフォルトのWindowsのアダプタポリシーを使用する代わりに）Windows OSの
イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次の式を使用してWindowsで動作する値
を計算します。

重要

完了キュー =送信キュー +受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2)以上である 2のべき乗の最小値

たとえば、送信キューが 1で受信キューが 8の場合、

完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2)以上の 2のべき乗の最小値 = 16

Accelerated Receive Flow Steering
Accelerated Receive Flow Steering（ARFS）は、ハードウェアによる受信フローステアリングで、
CPUデータキャッシュヒット率を向上させることができます。これは、カーネルレベルのパケッ
ト処理を、そのパケットを消費するアプリケーションスレッドが動作しているCPUに誘導するこ
とによって行います。

ARFSを使用すると、CPU効率の向上とトラフィック遅延の短縮が可能になります。CPUの各受
信キューには、割り込みが関連付けられています。割り込みサービスルーチン（ISR）は、CPU
で実行するよう設定できます。ISRにより、パケットは受信キューから現在のいずれかの CPUの
バックログに移動されます。パケットは、ここで後から処理されます。アプリケーションがこの

CPUで実行されていない場合、CPUはローカル以外のメモリにパケットをコピーする必要があ
り、これにより遅延が増加します。ARFSでは、このパケットの流れをアプリケーションが実行
されている CPUの受信キューに移動することによって、この遅延を短縮できます。

ARFSはデフォルトでは無効であり、Cisco UCS Managerを使用して有効にできます。ARFSを設
定するには、次の手順を実行します。

1 ARFSを有効にしたアダプタポリシーを作成します。

2 アダプタポリシーをサービスプロファイルと関連付けます。

3 ホスト上で ARFSを有効にします。

1 Interrupt Request Queue（IRQ）のバランスをオフにします。

2 IRQを別の CPUと関連付けます。

3 ethtoolを使用して ntupleを有効にします。
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Accelerated Receive Flow Steering のガイドラインと制約事項

• ARFSでは vNICごとに 64フィルタをサポート

• ARFSは次のアダプタでサポートされています。

• Cisco UCS VIC 1280、1240、1340、および 1380

• Cisco UCS VIC 1225、1225T、1285、1223、1227、1227T、1385、1387

• ARFSは次のオペレーティングシステムでサポートされています。

• Red Hat Enterprise Linux 6.5および 6.6

• Red Hat Enterprise Linux 7.0以上のバージョン

• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2および SP3

• SUSE Linux Enterprise Server 12以上のバージョン

• Ubuntu 14.04.2

割り込み調停

アダプタは、通常、ホストCPUが処理する必要のある割り込みを大量に生成します。割り込み調
停は、ホストCPUで処理される割り込みの数を削減します。これは、設定可能な調停間隔に同じ
イベントが複数発生した場合にホストの中断を 1回だけにすることで実現されます。

受信動作の割り込み調停を有効にした場合、アダプタは引き続きパケットを受信しますが、ホス

トCPUは各パケットの割り込みをすぐには受信しません。調停タイマーは、アダプタが最初のパ
ケットを受信すると開始します。設定された調停間隔がタイムアウトすると、アダプタはその間

隔の中で受信した複数のパケットで 1つの割り込みを生成します。ホストの NICドライバは、受
信した複数のパケットを処理します。生成される割り込み数が削減されるため、コンテキストス

イッチのホストCPUが消費する時間が短縮されます。つまり、CPUでパケットを処理する時間が
増加することになり、結果としてスループットと遅延が改善されます。

適応型割り込み調停

調停間隔が原因で、受信パケットの処理によって遅延が増加します。パケットレートの低い小さ

なパケットの場合は、この遅延が増加します。遅延のこの増加を避けるため、ドライバは通過す

るトラフィックのパターンに適応し、サーバからの応答が向上するよう割り込み調停間隔を調整

することができます。

適応型割り込み調停（AIC）は、電子メールサーバ、データベースサーバ、LDAPサーバなど、
コネクション型の低リンク使用率のシナリオで最も効果的です。ラインレートトラフィックには

適しません。
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適応型割り込み調停のガイドラインと制約事項

•リンク使用率が80%を超えている場合、適応型割り込み調停（AIC）による遅延の低減効果
はありません。

• AICを有効化すると静的調停は無効になります。

• AICがサポートされるのは、次のオペレーティングシステムだけです。

• Red Hat Enterprise Linux 6.4以上のバージョン

• Red Hat Enterprise Linux 7.0以上のバージョン

• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2および SP3

• SUSE Linux Enterprise Server 12

• XenServer 6.5

• Ubuntu 14.04.2

SMB ダイレクト用 RDMA Over Converged Ethernet
RDMAOver Converged Ethernet（RoCE）は、イーサネットネットワーク越しのダイレクトメモリ
アクセスを実現します。RoCEはリンク層プロトコルであるため、同じイーサネットブロードキャ
ストドメインにある任意の 2ホスト間の通信を可能にします。RoCEは、低遅延、低 CPU使用
率、およびネットワーク帯域幅使用率の高さによって、従来のネットワークソケット実装と比較

して優れたパフォーマンスを提供します。Windows 2012 R2以降のバージョンでは、SMBファイ
ル共有とライブマイグレーションのパフォーマンスを高速化して向上させるために RDMAが使
用されます。

Cisco UCS Manager Release 2.2(4)では、Microsoft SMBダイレクト用に RoCEをサポートしていま
す。イーサネットアダプタポリシーを作成または変更しながら追加の設定情報がアダプタに送信

されます。

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ダイレクトは以下のとおりサポートされています。

◦ Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)以降用のWindows 2012 R2。

.

◦ Cisco UCS Managerリリース 2.2(8)以降用のWindows 2016。

.

• RoCEを搭載したMicrosoft SMBダイレクトは、第三世代のCiscoUCSVIC1340、1380、1385、
および 1387アダプタでのみサポートされています。第二世代の UCS VIC 1225および 1227
アダプタはサポートされていません。
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•シスコのアダプタ間では、RoCE設定がサポートされています。シスコのアダプタとサード
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。

• CiscoUCSManager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 Managerでは、NVGRE、VXLAN、NetFlow、VMQ、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。

•リリース 2.2(4)から Cisco UCS Managerをダウングレードする前に RoCEをディセーブルに
しないと、ダウングレードは失敗します。

• Cisco UCSManagerは、RoCE対応の vNICに対してファブリックフェールオーバーをサポー
トしません。

イーサネットアダプタポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたイーサネットアダプタポリシーを

作成し、組織イーサネットポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # create eth-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

Accelerated RFSを設定します。
UCS-A /org/eth-policy # set arfs
accelaratedrfs {enabled | disabled}

ステップ 3   

（任意）

イーサネットの完了キューを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set
comp-queue count count

ステップ 4   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/eth-policy # set descr
description

ステップ 5   

説明にスペース、特殊文字、または

句読点が含まれている場合、説明を

引用符で括る必要があります。引用

符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

イーサネットのフェールオーバーを設定しま

す。

UCS-A /org/eth-policy # set
failovertimeout timeout-sec

ステップ 6   

（任意）

イーサネットの割り込みを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt
{coalescing-time sec |
coalescing-type {idle |min} | count
count | mode {intx |msi |msi-x}}

ステップ 7   

（任意）

NVGREを設定します。
UCS-A /org/eth-policy # set nvgre
adminstate {disabled | enabled}

ステップ 8   

（任意）

イーサネットのオフロードを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set offload
{large-receive | tcp-rx-checksum |
tcp-segment | tcp-tx-checksum}
{disabled | enabled}

ステップ 9   

（任意）

イーサネットアダプタポリシーのオーナーを

指定します。

UCS-A /org/eth-policy # set
policy-owner {local | pending}

ステップ 10   

（任意）

イーサネットの受信キューを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set
recv-queue {count count | ring-size
size-num}

ステップ 11   

（任意）

次のオプションを使用して、RDMA over
converged Ethernet（RoCE）を設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set
roceadminstate {disabled | enabled}
|memoryregions
number-of-memory-regions |

ステップ 12   

• adminstate：RoCEを有効または無効にし
ます。

queuepairs number-of-queue-pairs |
resourcegroups
number-of-resource-groups

• memoryregions：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 1～ 524288のメモリ領域で、最も近
い 2の乗数を整数として指定する必要が
あります。

• queuepairs：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、最も近
い 2の乗数を整数として指定する必要が
あります。

• resourcegroups：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。最適なパ
フォーマンスを得るためには、システム

のCPUコアの数以上の整数値を、最も近

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
335

ネットワーク関連ポリシーの設定

イーサネットアダプタポリシーの設定



目的コマンドまたはアクション

い 2の乗数として指定する必要がありま
す。

（任意）

RSSを設定します。
UCS-A /org/eth-policy # set rss
receivesidescaling {disabled |
enabled}

ステップ 13   

（任意）

イーサネットの送信キューを設定します。

UCS-A /org/eth-policy # set
trans-queue {count count | ring-size
size-num}

ステップ 14   

（任意）

VXLANを設定します。
UCS-A /org/eth-policy # set vxlan
adminstate {disabled | enabled}

ステップ 15   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/eth-policy #
commit-buffer

ステップ 16   

次の例は、イーサネットアダプタポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org
UCS-A /org* # create eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "This is an Ethernet adapter policy example."
UCS-A /org/eth-policy* # set failover timeout 300
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 64
UCS-A /org/eth-policy* # set offload large-receive disabled
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #

次の例は、RoCEを使用してイーサネットアダプタポリシーを設定し、トランザクションをコミッ
トします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org* # create eth-policy EthPolicy20
UCS-A /org/eth-policy* # set roce adminstate enable
UCS-A /org/eth-policy* # set roce memoryregions 131072
UCS-A /org/eth-policy* # set roce queuepairs 256
UCS-A /org/eth-policy* # set roce resourcegroups 32
UCS-A /org/eth-policy # commit buffer
UCS-A /org # show eth-policy EthPolicy20 detail expand

Eth Adapter Policy:
Name: EthPolicy20
Description:
Policy Owner: Local

ARFS:
Accelarated Receive Flow Steering: Disabled

Ethernet Completion Queue:
Count: 2

Ethernet Failback:
Timeout (sec): 5

Ethernet Interrupt:
Coalescing Time (us): 125
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Coalescing Type: Min
Count: 4
Driver Interrupt Mode: MSI-X

NVGRE:
NVGRE: Disabled

Ethernet Offload:
Large Receive: Enabled
TCP Segment: Enabled
TCP Rx Checksum: Enabled
TCP Tx Checksum: Enabled

Ethernet Receive Queue:
Count: 1
Ring Size: 512

ROCE:
RoCE: Enabled
Resource Groups: 32
Memory Regions: 131072
Queue Pairs: 256

VXLAN:
VXLAN: Disabled

Ethernet Transmit Queue:
Count: 1
Ring Size: 256

RSS:
Receive Side Scaling: Disabled

Linux オペレーティングシステムで MRQS 用の eNIC サポートをイネー
ブル化するためのイーサネットアダプタポリシーの設定

CiscoUCSManagerには、RedHat Enterprise Linuxバージョン 6.xおよび SUSELinux Enterprise Server
バージョン 11.xでのMultiple Receive Queue Support（MRQS）機能向けの eNICサポートが含まれ
ます。

手順

ステップ 1 イーサネットアダプタポリシーを作成します。

イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次のパラメータを使用します。

•送信キュー = 1

•受信キュー = n（最大 8）

•完了キュー =送信キューの数 +受信キューの数

•割り込み =完了キューの数 + 2

• Receive Side Scaling（RSS）= Enabled

•割り込みモード = Msi-X
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イーサネットアダプタポリシーの設定, （334ページ）を参照してください。

ステップ 2 eNICドライババージョン 2.1.1.35以降をインストールします。
『Cisco UCS Virtual Interface Card Drivers for Linux Installation Guide』を参照してください。

ステップ 3 サーバをリブートします。

NVGRE によるステートレスオフロードを有効化するためのイーサネッ
トアダプタポリシーの設定

Cisco UCS Managerでは、Windows Server 2012 R2オペレーティングシステムが実行されている
サーバに設置された Cisco UCS VIC 1340および Cisco UCS VIC 1380アダプタでのみ NVGREによ
るステートレスオフロードをサポートしています。NVGREによるステートレスオフロードは
NetFlow、usNICまたは VM-FEXでは使用できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたイーサネットアダプタポリシーを作成

し、組織イーサネットポリシーモードを開始しま

す。

UCS-A /org # create eth-policy
policy-name

ステップ 2   

NVGREによるステートレス
オフロードを有効にするに

ステップ 3   •送信キュー = 1

•受信キュー = n（最大 8）
は、次のオプションを設定で

きます。 •完了キュー =送信キューの数 +受信キューの
数

•割り込み =完了キューの数 + 2

• Generic Routing Encapsulation（GRE）を使用
したネットワーク仮想化 =有効

•割り込みモード = Msi-X

イーサネットアダプタポリシーの作成の詳細につ

いては、イーサネットアダプタポリシーの設定,
（334ページ）を参照してください。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/eth-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/
docs/unified_computing/ucs/sw/vic_drivers/install/

eNICドライババージョン
3.0.0.8以降をインストールし
ます。

ステップ 5   

Windows/b_Cisco_VIC_Drivers_for_Windows_
Installation_Guide.htmlを参照してください。

サーバをリブートします。ステップ 6   

次の例は、NVGREによるステートレスオフロードを有効にしてトランザクションをコミットす
るために、イーサネットアダプタポリシーを設定する方法について説明します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create eth-policy NVGRE
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "Ethernet adapter policy with stateless offloads"
UCS-A /org/eth-policy* # set nvgre adminstate enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 64
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue 1
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt mode mxi-x
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #

VXLAN によるステートレスオフロードを有効化するためのイーサネッ
トアダプタポリシーの設定

Cisco UCS Managerでは、VMWare ESXi Release 5.5以降のリリースのオペレーティングシステム
が実行されているサーバに設置された Cisco UCS VIC 1340および Cisco UCS VIC 1380アダプタで
のみ VXLANによるステートレスオフロードをサポートしています。VXLANによるステートレ
スオフロードは NetFlow、usNICまたは VM-FEXでは使用できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたイーサネットアダプタポリシーを作

成し、組織イーサネットポリシーモードを開始

します。

UCS-A /org # create eth-policy
policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

VXLANによるステートレスオ
フロードを有効にするには、次

のオプションを設定できます。

ステップ 3   •送信キュー = 1

•受信キュー = n（最大 8）

•完了キュー=送信キューの数+受信キューの
数

•割り込み =完了キューの数 + 2

• [Virtual Extensible LAN] =有効

•割り込みモード = Msi-X

イーサネットアダプタポリシーの作成の詳細に

ついては、イーサネットアダプタポリシーの設

定, （334ページ）を参照してください。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/eth-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/
docs/unified_computing/ucs/sw/vic_drivers/install/ESX/

eNICドライババージョン
2.1.2.59以降をインストールし
ます。

ステップ 5   

2-0/b_Cisco_VIC_Drivers_for_ESX_Installation_
Guide.htmlを参照してください。

サーバをリブートします。ステップ 6   

次の例は、VXLANによるステートレスオフロードを有効にしてトランザクションをコミットす
るために、イーサネットアダプタポリシーを設定する方法について説明します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create eth-policy VXLAN
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "Ethernet adapter policy with stateless offloads"
UCS-A /org/eth-policy* # set vxlan adminstate enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 64
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue 1
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt mode mxi-x
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #
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イーサネットアダプタポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したイーサネットアダプタポリシーを削

除します。

UCS-A /org # delete eth-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、EthPolicy19という名前のイーサネットアダプタポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定

デフォルトの vNIC 動作ポリシー
デフォルトの vNIC動作ポリシーにより、サービスプロファイルに対する vNICの作成方法を設定
できます。vNICSを手動で作成することもできますし、自動的に作成することもできます。

デフォルトの vNIC動作ポリシーを設定して、vNICの作成方法を定義することができます。次の
いずれかになります。

• [None]：サービスプロファイルにCiscoUCSManagerはデフォルトの vNICを作成しません。
すべての vNICを明示的に作成する必要があります。

• [HW Inherit]：サービスプロファイルが vNICを必要とし、何も明示的に定義されていない場
合、Cisco UCS Managerはサービスプロファイルに関連付けられたサーバにインストールさ
れたアダプタに基づいて必要な vNICを作成します。
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vNICのデフォルトの動作ポリシーを指定しない場合、[HW Inherit]がデフォルトで使用されま
す。

（注）

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

デフォルトのvNIC動作ポリシーモードを開始します。UCS-A/org # scope
vnic-beh-policy

ステップ 2   

デフォルトの vNIC動作ポリシーを指定します。次の
いずれかになります。

UCS-A/org/vnic-beh-policy #
set action {hw-inherit
[template_name name] |
none}

ステップ 3   

• hw-inherit：サービスプロファイルが vNICを必
要とし、何も明示的に定義されていない場合、

Cisco UCS Managerはサービスプロファイルに関
連付けられたサーバにインストールされたアダプ

タに基づいて必要な vNICを作成します。

hw-inheritを指定した場合は、vNICテンプレート
を指定して vNICを作成することもできます。

• none：Cisco UCS Managerはサービスプロファイ
ルにデフォルトの vNICを作成しません。すべて
の vNICを明示的に作成する必要があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/org/vnic-beh-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、デフォルトの vNIC動作ポリシーを hw-inheritに設定する方法を示します。
UCS-A # scope org /
UCS-A/org # scope vnic-beh-policy
UCS-A/org/vnic-beh-policy # set action hw-inherit
UCS-A/org/vnic-beh-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/vnic-beh-policy #
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LAN 接続ポリシーの設定

LAN および SAN 接続ポリシーについて
接続ポリシーは、ネットワーク上のサーバと LANまたは SAN間の接続およびネットワーク通信
リソースを決定します。これらのポリシーは、プールを使用してサーバにMACアドレス、WWN、
およびWWPNを割り当て、サーバがネットワークとの通信に使用する vNICおよび vHBAを識別
します。

これらの接続ポリシーは、サービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレート

に含まれ、複数のサーバを設定するために使用できるので、静的 IDを接続ポリシーで使用す
ることはお勧めしません。

（注）

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーにより、ネットワークまたはストレージ権限のないユーザがネットワークおよびス

トレージ接続をしているサービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレートを作

成および変更することが可能になります。ただし、ユーザは接続ポリシーを作成するための適切

なネットワークおよびストレージの権限が必要です。

接続ポリシーの作成に必要な権限

接続ポリシーは、他のネットワークおよびストレージ構成と同じ権限を必要とします。たとえば、

接続ポリシーを作成するには、次の権限の少なくとも 1つを有している必要があります。

• admin：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• ls-server：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• ls-network：LAN接続ポリシーを作成できます

• ls-storage：SAN接続ポリシーを作成できます

接続ポリシーをサービスプロファイルに追加するために必要な権限

接続ポリシーの作成後、ls-compute権限を持つユーザは、そのポリシーをサービスプロファイル
またはサービスプロファイルテンプレートに組み込むことができます。ただし、ls-compute権限
しかないユーザは接続ポリシーを作成できません。

サービスプロファイルと接続ポリシー間の相互作用

次のいずれかの方法により、サービスプロファイルに LANおよび SANの接続を設定できます。
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•サービスプロファイルで参照される LANおよび SAN接続ポリシー

•サービスプロファイルで作成されるローカル vNICおよび vHBA

•ローカル vNICおよび SAN接続ポリシー

•ローカル vHBAおよび LAN接続ポリシー

Cisco UCSでは、サービスプロファイルのローカル vNICおよび vHBA設定と接続ポリシー間の
相互排他性が維持されます。接続ポリシーとローカルに作成した vNICまたは vHBAを組み合わ
せて使用することはできません。サービスプロファイルに LAN接続ポリシーを含めると、既存
の vNIC設定がすべて消去されます。SAN接続ポリシーを含めた場合は、そのサービスプロファ
イル内の既存の vHBA設定がすべて消去されます。

LAN 接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モー

ドを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定されたLAN接続ポリシーを作成を作成し、組織LAN
接続ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
lan-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。-
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保

存された後にこの名前を変更することはできません。

（任意）

ポリシーに説明を追加します。どこでどのようにポリシー

が使用されるかについての情報を含めることを推奨しま

す。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy
# set descr policy-name

ステップ 3   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字またはス
ペースを使用できます。`（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=
（等号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引
用符）は使用できません。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy
# commit-buffer

ステップ 4   
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次の例では、LanConnect42という名前のLAN接続ポリシーを作成し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # set descr "LAN connectivity policy"
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

次の作業

この LAN接続ポリシーに 1つ以上の vNICおよび（または）iSCSI vNICを追加します。

LAN 接続ポリシー用の vNIC の作成
LAN接続ポリシーの作成, （344ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/をorg-nameとして入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したLAN接続ポリシーのLAN接続ポリシーモー
ドを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

指定された LAN接続ポリシー用の vNICを作成しま
す。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy #
create vnic vnic-name [eth-if
eth-if-name] [fabric {a | b}]

ステップ 3   

この名前には、1～16文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ

ジェクトが保存された後にこの名前を変更することは

できません。

vNICに使用するファブリックを指定します。ステッ
プ 3で vNICを作成したときにファブリックを指定し

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set fabric {a | a-b | b | b-a}

ステップ 4   

なかった場合は、このコマンドで指定するオプション

があります。

デフォルトのファブリックインターコネクトが使用

できない場合にこの vNICが第 2のファブリックイン
ターコネクトにアクセスできるようにする場合、a-b
（Aがプライマリ）または、b-a（Bがプライマリ）
を選択します。
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目的コマンドまたはアクション

次の状況下では、vNICのファブリック
フェールオーバーをイネーブルにしないで

ください。

（注）

• Cisco UCSドメインがイーサネットス
イッチモードで動作している場合、そ

のモードでは vNICファブリック
フェールオーバーがサポートされませ

ん。1つのファブリックインターコネ
クト上のすべてのイーサネットアップ

リンクが障害になった場合、vNICは他
のイーサネットアップリンクにフェー

ルオーバーしません。

•ファブリックフェールオーバーをサ
ポートしないアダプタ（Cisco UCS
82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter
など）があるサーバにこの vNICを関
連付ける予定がある場合。これを行っ

た場合、Cisco UCS Managerにより、
サービスプロファイルとサーバを関連

付けたときに設定エラーが生成されま

す。

vNICに使用するアダプタポリシーを指定します。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic

ステップ 5   

# set adapter-policy
policy-name

vNICの ID（MACアドレス）を指定します。次のい
ずれかのオプションを使用して識別を設定できます。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set identity {dynamic-mac

ステップ 6   

•一意のMACアドレスをnn:nn:nn:nn:nn:nn形式で
作成する。

{mac-addr | derived} |mac-pool
mac-pool-name}

•製造時にハードウェアに焼き付けられたMACア
ドレスを取得する。

• MACプールからMACアドレスを割り当てる。

このvNICで受け入れられる最大伝送単位、つまりパ
ケットサイズ。を指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set mtu size-num

ステップ 7   

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。
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目的コマンドまたはアクション

vNICに対応するQoSポリシーがある場合、
ここで指定したMTUは、関連付けられた
QoSシステムクラスで指定されたMTUと
同等以下でなければなりません。このMTU
値がQoSシステムクラスのMTU値を超え
ている場合、データ転送中にパケットがド

ロップされる可能性があります。

（注）

vNICによって使用されるネットワーク制御ポリシー
を指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set nw-control-policy
policy-name

ステップ 8   

vNICに相対順序を指定します。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic

ステップ 9   

# set order {order-num |
unspecified}

vNICによって使用される LANピングループを指定
します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set pin-group group-name

ステップ 10   

vNICによって使用されるサービスポリシーの品質を
指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set qos-policy policy-name

ステップ 11   

vNICによって使用される統計情報収集ポリシーを指
定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set stats-policy policy-name

ステップ 12   

ダイナミック vNIC接続ポリシーを vNICに使用する
ように指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set template-name
policy-name

ステップ 13   

指定された vConに vNICを割り当てます。CiscoUCS
Managerが自動で vNICを割り当てるようにするに
は、anyキーワードを使用します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 14   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic
# commit-buffer

ステップ 15   

次の例では、LanConnect42という名前の LAN接続ポリシー用の vNICを設定し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # create vnic vnic3 fabric a
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set fabric a-b
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set identity mac-pool MacPool3
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UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set mtu 8900
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set order 0
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set pin-group EthPinGroup12
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set template-name VnicConnPol3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set vcon any
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic #

次の作業

必要に応じて、LAN接続ポリシーに別の NICまたは iSCSI vNICを追加します。そうでない場合
は、サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートにポリシーをインクルー

ドします。

LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/をorg-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した LAN接続ポリシーの LAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

LAN接続ポリシーから指定された vNICを
削除します。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
delete vnic vnic-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、vnic3という名前の vNICを LanConnect42という名前の LAN接続ポリシーから削除
し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # delete vnic vnic3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

LAN 接続ポリシー用の iSCSI vNIC の作成
LAN接続ポリシーの作成, （344ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。
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はじめる前に

LAN接続ポリシーは、iSCSIデバイス用のオーバーレイvNICとして使用できるイーサネットvNIC
を含める必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/をorg-nameとして
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したLAN接続ポリシーのLAN接続ポリシー
モードを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

指定されたLAN接続ポリシーの iSCSI vNICを作
成します。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy
# create vnic-iscsi iscsi-vnic-name.

ステップ 3   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用でき
ます。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）は使用できま
すが、それ以外の特殊文字とスペースは使用で

きません。また、オブジェクトが保存された後

にこの名前を変更することはできません。

（任意）

この iSCSI vNIC用に作成した iSCSIアダプタポ
リシーを指定します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set iscsi-adaptor-policy
iscsi-adaptor-name

ステップ 4   

（任意）

iSCSI vNICによって使用される認証プロファイ
ルを設定します。設定する認証プロファイルが

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set auth-name
authentication-profile-name

ステップ 5   

すでに存在している必要があります。詳細につ

いては、認証プロファイルの作成,（629ページ）
を参照してください。

iSCSI vNICのMACアドレスを指定します。
MACアドレスは、Cisco UCS NIC
M51KR-Bアダプタ専用に設定されま
す。

（注）

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set identity { dynamic-mac
{dynamic-mac-address | derived } |
mac-pool mac-pool-name }

ステップ 6   

iSCSI発信側の名前または iSCSI発信側名の提供
元の IQNプール名を指定します。iSCSI発信側名
には最大 223文字を使用できます。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set iscsi-identity {initiator-name
initiator-name | initiator-pool-name
iqn-pool-name}

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

オーバーレイ vNICとして iSCSIデバイスで使用
される、イーサネットvNICを指定します。詳細

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# set overlay-vnic-name
overlay-vnic-name

ステップ 8   

については、サービスプロファイルの vNICの
設定, （712ページ）を参照してください。

iSCSIvNICに割り当てられたVLANのイーサネッ
トインターフェイスを作成します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# create eth-if

ステップ 9   

VLAN名を指定します。デフォルトのVLANは、
defaultです。CiscoUCSM81KR仮想インターフェ

UCS-A /org/ex/vnic-iscsi/eth-if # set
vlanname vlan-name

ステップ 10   

イスカードおよび Cisco UCS VIC-1240仮想イン
ターフェイスカードの場合、指定するVLANは
オーバレイ vNICのネイティブ VLANと同じで
ある必要があります。Cisco UCS M51KR-B
Broadcom BCM57711アダプタの場合、指定した
VLANは、オーバーレイ vNICに割り当てられた
どの VLANでも設定できます。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi
# commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、LanConnect42という名前の LAN接続ポリシー用の iSCSI vNICを設定し、トランザ
クションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # create vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set iscsi-adaptor-policy iscsiboot
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set auth-name initauth
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set iscsi-identity initiator-name iSCSI1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set overlay-vnic-name eth1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # create eth-if
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if* # set vlanname default
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if* # commit buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if

次の作業

必要に応じて、LAN接続ポリシーに別の iSCI vNICまたは vNICを追加します。そうでない場合
は、サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートにポリシーをインクルー

ドします。
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LAN 接続ポリシーからの iSCSI vNIC の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/をorg-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した LAN接続ポリシーの LAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

LAN接続ポリシーから指定された iSCSI
vNICを削除します。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
delete vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、iscsivnic3という名前の iSCSI vNICを LanConnect42という名前の LAN接続ポリシー
から削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # delete vnic-iscsi iscsivnic3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

LAN 接続ポリシーの削除
サービスプロファイルに含まれる LAN接続ポリシーを削除する場合、すべての vNICと iSCSI
vNICもそのサービスプロファイルから削除し、そのサービスプロファイルに関連付けられてい
るサーバの LANデータトラフィックを中断します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたLAN接続ポリシーを削除します。UCS-A /org # delete
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、LanConnectiSCSI42という名前の LAN接続ポリシーをルート組織から削除し、トラ
ンザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete lan-connectivity-policy LanConnectiSCSI42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

ネットワーク制御ポリシーの設定

ネットワーク制御ポリシー

このポリシーは Cisco UCSドメインのネットワーク制御を設定するもので、次の設定も含まれま
す。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）がイネーブルか、ディセーブルか

•エンドホストモードで使用できるアップリンクポートが存在しない場合の、仮想インター
フェイス（VIF）の動作方法

•関連付けられているボーダーポートの障害時に、リモートイーサネットインターフェイス、
vEthernetインターフェイス、または vFibreチャネルインターフェイスで Cisco UCS Manager
が実行するアクション

•ファブリックインターコネクトへのパケット送信時に複数の異なるMACアドレスをサーバ
が使用できるかどうか

• MAC登録を VNICごとに実行するか、またはすべての VLANに対して実行するか

Action on Uplink Fail

デフォルトでは、ネットワーク制御ポリシー内の Action on Uplink Failプロパティは、リンクダウ
ンの値を使用して設定されます。CiscoUCSM81KR仮想インターフェイスカードなどのアダプタ
の場合、このデフォルトの動作では、関連付けられたボーダポートに障害が発生した場合に、

Cisco UCS Managerに対して vEthernetまたは vFibreチャネルインターフェイスをダウンさせるよ
うに指示します。Cisco UCS CNAM72KR-Qや Cisco UCS CNAM72KR-Eなどの、イーサネットと
FCoEトラフィックの両方をサポートする VM-FEX非対応の統合型ネットワークアダプタを使用
する Cisco UCSシステムの場合、このデフォルトの動作では、関連付けられたボーダポートに障
害が発生した場合に、Cisco UCS Managerに対してリモートイーサネットインターフェイスをダ
ウンさせるように指示します。このシナリオでは、リモートイーサネットインターフェイスにバ

インドされている vFibreチャネルインターフェイスもダウンします。

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
352

ネットワーク関連ポリシーの設定

ネットワーク制御ポリシーの設定



この項に記載されているタイプの VM-FEX非対応の統合型ネットワークアダプタが実装に含
まれており、そのアダプタがイーサネットと FCoEの両方のトラフィックを処理することが予
想される場合は、警告の値を使用して [Action on Uplink Fail]プロパティを設定することをお勧
めします。ただし、この設定にすると、ボーダポートがダウンした場合に、イーサネットチー

ミングドライバでリンク障害を検出できなくなる場合があります。

（注）

MAC 登録モード

MACアドレスは、ネイティブ VLANでのみデフォルトでインストールされます。これにより、
ほとんどの実装で VLANポート数が最大になります。

トランキングドライバがホスト上で実行され、インターフェイスが無差別モードになってい

る場合、MAC登録モードをすべての VLANに設定することをお勧めします。
（注）

NIC チーミングとポートセキュリティ

NICチーミングはネットワークアダプタをグループ化して冗長性を実現する機能であり、ホスト
側で有効化されます。このチーミング（ボンディング）により、フェールオーバーやリンク全体

にわたるロードバランシングなど、さまざまな機能の実行が容易になります。NICチーミングが
有効なときにフェールオーバーや再設定などのイベントが発生すると、MACアドレスの競合や移
動が発生することがあります。

ポートセキュリティはファブリックインターコネクト側で有効化される機能であり、MACアド
レスの移動と削除を防ぎます。したがって、ポートセキュリティとNICチーミングを一緒に有効
にしないようにしてください。

ファブリックインターコネクト vEthernet インターフェイスの Link Layer Discovery
Protocol の設定

Cisco UCS Manager Release 2.2.4では、vEthernetインターフェイスで LLDPを有効化および無効化
できます。これらのLANアップリンクネイバーに関する情報も取得できます。この情報は、UCS
システムに接続されたLANのトポロジを学習するときと、ファブリックインターコネクト（FI）
からネットワークの接続性の問題を診断するときに便利です。UCSシステムの FIは、LAN接続
の場合は LANアップリンクスイッチに接続され、ストレージ接続の場合は SANアップリンクス
イッチに接続されます。Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）で Cisco UCSを使用する場
合、FIの LANアップリンクは ACIのリーフノードに接続されます。vEthernetインターフェイス
で LLDPを有効にすると、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）が vCenterを使用して
FIに接続されたサーバを識別するために役立ちます。

ネットワーク内のデバイスのディスカバリを許可するために、IEEE 802.1ab標準規格で定義され
ているベンダーニュートラルなデバイスディスカバリプロトコルである Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）がサポートされています。LLDPは、ネットワークデバイスがネットワーク上
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の他のデバイスに自分の情報をアドバタイズできるようにする単一方向のプロトコルです。LLDP
は、デバイスおよびそのインターフェイスの機能と現在のステータスに関する情報を送信します。

LLDPデバイスはこのプロトコルを使用して、他の LLDPデバイスからだけ情報を要求します。

vEthernetインターフェイスに対する LLDPは、サービスプロファイルの vNICに適用されるネッ
トワーク制御ポリシー（NCP）に基づいて有効化または無効化できます。

ネットワーク制御ポリシーの設定

Emulex統合型ネットワークアダプタ（N20-AE0102）用のMACアドレスベースのポートセキュ
リティはサポートされません。MACアドレスベースのポートセキュリティがイネーブルになっ
ている場合、ファブリックインターコネクトにより、最初にそれが学習したMACアドレスが含
まれるパケットにトラフィックが制限されます。これは、FCoE InitializationProtocolパケットで使
用される送信元MACアドレスか、イーサネットパケットのMACアドレスのうち、アダプタに
よって最初に送信されたほうになります。この設定により、FCoEパケットとEthernetパケットの
いずれかがドロップされることがあります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組

織モードを開始するには、/をorg-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたネットワーク制御ポリシーを作成し、

組織ネットワーク制御ポリシーモードを開始し

ます。

UCS-A /org # create nw-ctrl-policy
policy-name

ステップ 2   

Cisco Discovery Protocol（CDP）をディセーブル
またはイネーブルにします。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable
| enable} cdp

ステップ 3   

インターフェイスでの LLDPパケットの送信を
ディセーブルまたはイネーブルにします。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable
| enable} lldp transmit

ステップ 4   

インターフェイスでの LLDPパケットの受信を
ディセーブルまたはイネーブルにします。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable
| enable} lldp receive

ステップ 5   

エンドホストモードで使用可能なアップリンク

ポートがない場合に実行するアクションを指定し

ます。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
uplink-fail-action {link-down |
warning}

ステップ 6   

link-downキーワードを使用すると、ファブリッ
クインターコネクトでアップリンク接続が失わ

れた場合に vNICの動作ステータスが downに変
更され、vNICのファブリックフェールオーバー
が容易になります。warningキーワードを使用す
ると、アップリンクポートを使用できない場合
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目的コマンドまたはアクション

でもサーバ間の接続が維持され、ファブリック

インターコネクトでアップリンク接続が失われた

場合にファブリックフェールオーバーがディセー

ブルになります。デフォルトのアップリンク障害

処理は link-downダウンです。

アダプタ登録済みのMACアドレスを、インター
フェイスに関連付けられているネイティブVLAN

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
mac-registration-mode{all-host-vlans
| only-native-vlan

ステップ 7   

にのみ追加するか、インターフェイスに関連付け

られているすべての VLANに追加するか。次の
いずれかになります。

• [Only Native Vlan]：MACアドレスはネイ
ティブ VLANにのみ追加されます。デフォ
ルトではこのオプションが設定され、

port+VLANのカウントが最大になります。

• [AllHostVlans]：関連付けられているすべて
のVLANにMACアドレスが追加されます。
トランキングを使用するよう設定されてい

るが、無差別モードで実行されていない

VLANの場合、このオプションを選択しま
す。

組織ネットワーク制御ポリシーのMACセキュリ
ティモードを開始します

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # create
mac-security

ステップ 8   

トラフィック送信時のMACアドレスの偽装を許
可または拒否します。偽装MACアドレスが許可

UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security
# set forged-transmit {allow | deny}

ステップ 9   

されるとMACセキュリティはディセーブルに、
偽装MACアドレスが拒否されるとMACセキュ
リティはイネーブルになります。デフォルトで

は、偽装MACアドレスは許可されます（MAC
セキュリティはディセーブル）。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security
# commit-buffer

ステッ

プ 10   

次の例は、ncp5というネットワーク制御ポリシーを作成して、CDPをイネーブルにし、LLDPの
送受信をイネーブルにして、アップリンクフェールアクションを link-downに設定し、偽装MAC
アドレスを拒否して（MACセキュリティをイネーブル化）、トランザクションをコミットする方
法を示しています。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create nw-ctrl-policy ncp5
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UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable cdp
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable lldp transmit
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable lldp receive
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # set uplink-fail-action link-down
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # create mac-security
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # set forged-transmit deny
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # commit-buffer
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security #

ネットワーク制御ポリシーの詳細の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/を org-nameとし
て入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したネットワーク制御ポリシーの組織ネッ

トワーク制御ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope nw-ctrl-policy
{default | policy-name}

ステップ 2   

指定されたネットワーク制御ポリシーについて

の詳細を表示します。

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # show
detail

ステップ 3   

次に、ncp5という名前のネットワーク制御ポリシーの詳細を表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope nw-ctrl-policy ncp5
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # show detail

Network Control Policy:
Name: ncp5
CDP: Enabled
LLDP Transmit: Enabled
LLDP Receive: Enabled
Uplink fail action: Link Down
Adapter MAC Address Registration: Only Native Vlan
Policy Owner: Local
Description:

UCS-A /org/nw-ctrl-policy #

ネットワーク制御ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたネットワーク制御ポリシーを

削除します。

UCS-A /org # delete nwctrl-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、ncp5という名前のネットワーク制御ポリシーを削除し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete nwctrl-policy ncp5
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

マルチキャストポリシーの設定

マルチキャストポリシー

このポリシーは、インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）のスヌーピングおよび IGMP
クエリアの設定に使用されます。IGMPスヌーピングは、特定のマルチキャスト伝送に含まれる
べき VLANのホストを動的に決定します。1つ以上の VLANに関連付けることができるマルチ
キャストポリシーを作成、変更、削除できます。マルチキャストポリシーが変更されると、その

マルチキャストポリシーに関連付けられたすべてのVLANが再処理され変更が適用されます。プ
ライベート VLANの場合、プライマリ VLANにはマルチキャストポリシーを設定できますが、
Cisco NX-OS転送の実装により、プライマリ VLANに関連付けられている独立 VLANには設定で
きません。

デフォルトでは、IGMPスヌーピングが有効になり、IGMPクエリアが無効になります。IGMPス
ヌーピングを有効にすると、ファブリックインターコネクトはホストのみに IGMPクエリを送信
します。アップストリームネットワークには IGMPクエリを送信しません。アップストリームに
IGMPクエリを送信するには、次のいずれかを実行します。

• IGMPスヌーピングを有効にしたアップストリームファブリックインターコネクトで IGMP
クエリを設定します。

•アップストリームファブリックインターコネクトで IGMPスヌーピングを無効にします。

•ファブリックインターコネクトをスイッチモードに変更します。

マルチキャストポリシーには、次の制限事項およびガイドラインが適用されます。

• 6200シリーズファブリックインターコネクトでは、ユーザ定義のマルチキャストポリシー
をデフォルトのマルチキャストポリシーとともに割り当てることができます。

•グローバル VLANで許可されるのは、デフォルトのマルチキャストポリシーだけです。
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• Cisco UCSドメインに 6300シリーズと 6200シリーズのファブリックインターコネクトが含
まれている場合は、どのマルチキャストポリシーでも割り当てることができます。

•ファブリックインターコネクトおよび関連付けられた LANイッチで同じ IGMPスヌーピン
グ状態を使用することを強くお勧めします。たとえば、ファブリックインターコネクトで

IGMPスヌーピングが無効にされている場合は、関連付けられているすべてのLANスイッチ
でも無効にする必要があります。

マルチキャストポリシーの作成

マルチキャストポリシーは、ルート組織でのみ作成でき、サブ組織では作成できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

マルチキャストポリシーを指定されたポリ

シー名を作成し、組織マルチキャストポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create mcast-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを作成する方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

IGMP スヌーピングパラメータの設定
マルチキャストポリシーに対して IGMPスヌーピングをイネーブルまたはディセーブルにできま
す。デフォルトでは、IGMPスヌーピング状態はマルチキャストポリシーに対しイネーブルになっ
ています。また、マルチキャストポリシーに対し IGMPスヌーピングクエリアの状態と IPv4ア
ドレスを設定することもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

新しいマルチキャストポリシーを指定されたポ

リシー名で作成し、組織マルチキャストポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create mcast-policy
policy-name

ステップ 2   

IGMPスヌーピングクエリアをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトでは、

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querier{enabled | disabled}

ステップ 3   

IGMPスヌーピングクエリアは、マルチキャス
トポリシーに対しディセーブルになっていま

す。

IGMPスヌーピングクエリアの IPv4アドレスを
指定します。

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querierip IGMP snooping querier
IPv4 address

ステップ 4   

IGMPスヌーピングをイネーブルまたはディセー
ブルにします。デフォルトでは、IGMPスヌー

UCS-A /org/mcast-policy* # set
snooping{enabled | disabled}

ステップ 5   

ピングは、マルチキャストポリシーに対しイ

ネーブルになっています。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを作成および開始する方法を示しま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # set querier enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # set querierip 1.2.3.4
UCS-A /org/mcast-policy* # set snooping enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

マルチキャストポリシーパラメータの変更

既存のマルチキャストポリシーを変更して、IGMPスヌーピングまたは IGMPスヌーピングクエ
リアの状態を変更することができます。マルチキャストポリシーが変更されると、そのマルチ

キャストポリシーに関連付けられたすべての VLANが再処理され変更が適用されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

組織マルチキャストポリシーモードを開始し

ます。

UCS-A /org # scope mcast-policy
policy-name

ステップ 2   

IGMPスヌーピングクエリアをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトでは、

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querier{enabled | disabled}

ステップ 3   

IGMPスヌーピングクエリアは、マルチキャス
トポリシーに対しディセーブルになっていま

す。

IGMPスヌーピングクエリアの IPv4アドレス
を指定します。

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querierip IGMP snooping querier
IPv4 address

ステップ 4   

IGMPスヌーピングをイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトでは、IGMPス

UCS-A /org/mcast-policy* # set
snooping{enabled | disabled}

ステップ 5   

ヌーピングは、マルチキャストポリシーに対

しイネーブルになっています。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを作成する方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # set querier enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # set querierip 1.2.3.4
UCS-A /org/mcast-policy* # set snooping enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

VLAN マルチキャストポリシーの割り当て
VLANのマルチキャストポリシーをイーサネットアップリンクファブリックモードに設定でき
ます。独立 VLANのマルチキャストポリシーは設定できません。

はじめる前に

VLANを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクトの

イーサネットアップリンクファブリック

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric{a
| b}

ステップ 2   

イーサネットアップリンクファブリック

VLANモードを開始します。
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
vlan vlan-name

ステップ 3   

VLANのマルチキャストポリシーを割り当
てます。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # set
mcastpolicy policy-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLANを設定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope vlan vlan1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # set mcastpolicy policy1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

マルチキャストポリシーの削除

VLANにデフォルト以外の（ユーザ定義）マルチキャストポリシーを割り当て、そのマルチ
キャストポリシーを削除すると、関連付けられた VLANは削除済みポリシーが再作成される
まで、デフォルトのマルチキャストポリシーからマルチキャストポリシー設定を継承します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

指定されたポリシー名を持つマルチキャス

トポリシーを削除します。

UCS-A /org # delete mcast-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次の例では、policy1という名前のマルチキャストポリシーを削除する方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete mcast-policy policy1
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

LACP ポリシーの設定

LACP ポリシー
リンク集約は、複数のネットワーク接続を並列に組み合わせて、スループットを向上させ、冗長

性を実現します。LinkAggregationControl Protocol（LACP）は、それらのリンク集約グループにさ
らに利点をもたらします。Cisco UCS Managerでは、LACPポリシーを使用して LACPのプロパ
ティを設定することができます。

LACPポリシーには以下を設定できます。

•個別一時停止：LACPでアップストリームスイッチのポートを設定しない場合、ファブリッ
クインターコネクトは、すべてのポートをアップリンクイーサネットポートとして扱い、

パケットを転送します。ループを回避するために、LACPポートを一時停止状態にすること
ができます。LACPを使用してポートチャネルに個別一時停止を設定すると、そのポートチャ
ネルの一部であるポートがピアポートから PDUを受信しない場合、そのポートは一時停止
状態になります。

•タイマー値：rate-fastまたは rate-normalを設定できます。rate-fast設定では、ポートはピア
ポートから 1秒ごとに 1 PDUを受信します。このタイムアウトは 3秒です。rate-normal設定
では、ポートは 30秒ごとに 1 PDUを受信します。このタイムアウトは 90秒です。

システムの起動時に、デフォルトのLACPポリシーが作成されます。このポリシーを変更したり、
新規のポリシーを作成できます。また、複数のポートチャネルに 1つの LACPポリシーを適用す
ることもできます。

LACP ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

指定された lacpポリシーを作成します。UCS-A /org # create lacppolicypolicy
nam

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、lacpポリシーを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create lacppolicy lacp1
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

LACP ポリシーの編集

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1   

指定された lacpポリシーを開始しま
す。

UCS-A /org # scope lacppolicy
policy-name.

ステップ 2   

ポリシーに個々の一時停止を設定しま

す。

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name # set
suspend-individual true.

ステップ 3   

ポリシーの LACPレートを設定しま
す。

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name # set
lacp-rate fast.

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、lacpポリシーを変更し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A/org # scope lacppolicy policy-name
UCS-A /org/lacp policy policy-name# set suspend-individual true
UCS-A/prg/policy policy-name# set lacp-rate fast
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

LACP ポリシーのポートチャネルへの割り当て
デフォルトの lacpポリシーは、ポートチャネルにデフォルトで割り当てられます。ポートチャネ
ルに別の lacpポリシーを割り当てることができます。割り当てられたポリシーが存在しない場合
は、システムによりエラーが生成されます。エラーを取り除くために同じポリシーを作成できま

す。
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ポートチャネル、FCoEポートチャネルおよびイーサネットストレージのポートチャネルに
lacpポリシーを割り当てることができます。この手順では、ポートチャネルに lacpポリシー
を割り当てる方法について説明します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

ファブリックモードを開始します。UCS-A /eth-uplink # scope fabricステップ 2   

ポートチャネルモードを開始します。UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel

ステップ 3   

このポートチャネルに lacpポリシーを
指定します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
set lacp-policy-namepolicy-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムにコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/ fabric/port-channel
commit-buffer

ステップ 5   

次に、ポートチャネルに lacpポリシーを割り当てる例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A UCS-A/eth-uplink # scope fabric
UCS-A UCS-A/eth-uplink/facric # scope port-channel
UCS-A UCS-A/eth-uplink/port-channel# set lacp-policy-name
UCS-A UCS-A/eth-uplink/port-channel# commit-buffer

UDLD リンクポリシーの設定

UDLD の概要
UniDirectional LinkDetection（UDLD）は、光ファイバまたはツイストペアイーサネットケーブル
を通して接続されたデバイスからケーブルの物理設定をモニタリングしたり、単一方向リンクの

存在を検出できるようにするためのレイヤ 2プロトコルです。このプロトコルが単一方向リンク
を正常に識別してディセーブルにするには、接続されたすべてのデバイスでUDLDプロトコルが
サポートされている必要があります。UDLDは、単一方向リンクを検出するとそのリンクを単方
向としてマークします。単一方向リンクは、スパニングツリートポロジループをはじめ、さまざ

まな問題を引き起こす可能性があります。

UDLDは、レイヤ1メカニズムと連動してリンクの物理ステータスを判断します。レイヤ1では、
物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエーションによって処理されます。UDLDは、
ネイバーの IDの検知、誤って接続されたインターフェイスのシャットダウンなど、自動ネゴシ
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エーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエーションとUDLDの両方をイネー
ブルにすると、レイヤ 1と 2の検出機能が連動し、物理的および論理的な単一方向接続、および
他のプロトコルの誤動作を防止します。

ローカルデバイスが送信したトラフィックをネイバーが受信するにもかかわらず、ネイバーから

送信されたトラフィックをローカルデバイスが受信しない場合に、単一方向リンクが発生しま

す。

動作モード

UDLDは、2つの動作モードをサポートしています。通常（デフォルト）とアグレッシブです。
通常モードのUDLDは、光ファイバ接続におけるインターフェイスの誤接続に起因する単一方向
リンクを検出します。アグレッシブモードの UDLDは、光ファイバリンクやツイストペアリン
ク上の片方向トラフィックに起因する単一方向リンク、および光ファイバリンク上のインター

フェイスの誤接続に起因する単一方向リンクも検出できます。

通常モードのUDLDは、光ファイバインターフェイスの光ファイバが誤接続されている場合に単
一方向リンクを検出しますが、レイヤ1メカニズムは、この誤接続を検出しません。インターフェ
イスが正しく接続されていてもトラフィックが片方向である場合は、単一方向リンクを検出する

はずのレイヤ 1メカニズムがこの状況を検出できないため、UDLDは単一方向リンクを検出でき
ません。その場合、論理リンクは不明となり、UDLDはインターフェイスをディセーブルにしま
せん。UDLDが通常モードのときに、ペアの一方の光ファイバが切断されており、自動ネゴシエー
ションがアクティブであると、レイヤ 1メカニズムはリンクの物理的な問題を検出しないため、
リンクは稼働状態でなくなります。この場合は、UDLDは何のアクションも行わず、論理リンク
は不確定と見なされます。

デフォルトでは、UDLDアグレッシブモードはディセーブルになっています。UDLDアグレッシ
ブモードは、そのモードをサポートするネットワークデバイス間のポイントツーポイントのリン

ク上に限って設定してください。UDLDアグレッシブモードが有効になっている場合、UDLDネ
イバー関係が確立されている双方向リンク上のポートが UDLDパケットを受信しなくなると、
UDLDはネイバーとの接続の再確立を試み、影響を受けたポートを管理シャットダウンします。
アグレッシブモードの UDLDは、2つのデバイス間の障害発生が許されないポイントツーポイン
トリンクの単一方向リンクも検出できます。また、次のいずれかの問題が発生している場合に、

単一方向リンクも検出できます。

•光ファイバまたはツイストペアリンクのインターフェイスの片方で、トラフィックの送受信
ができない場合。

•光ファイバまたはツイストペアリンクのインターフェイスの片方がダウン状態で、もう片方
がアップ状態の場合。

•ケーブルのうち 1本の光ファイバが切断されている。

単一方向の検出方法

UDLDは 2つのメカニズムを使用して動作します。

•ネイバーデータベースメンテナンス
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UDLDは、すべてのアクティブインターフェイスで Helloパケット（別名アドバタイズメン
トまたはプローブ）を定期的に送信して、他のUDLD対応ネイバーについて学習し、各デバ
イスがネイバーに関しての最新情報を維持できるようにします。スイッチが helloメッセー
ジを受信すると、エージングタイム（ホールドタイムまたは存続可能時間）が経過するま

で、情報をキャッシュします。古いキャッシュエントリの期限が切れる前に、スイッチが新

しい helloメッセージを受信すると、古いエントリが新しいエントリで置き換えられます。

インターフェイスがディセーブルになりUDLDが実行中の場合、インターフェイスでUDLD
がディセーブルになった場合、またはスイッチがリセットされた場合、UDLDは、設定変更
によって影響を受けるインターフェイスの既存のキャッシュエントリをすべてクリアしま

す。UDLDは、ステータス変更の影響を受けるキャッシュの一部をフラッシュするようにネ
イバーに通知するメッセージを 1つまたは複数送信します。このメッセージは、キャッシュ
を継続的に同期するためのものです。

•イベントドリブン検出およびエコー

UDLDは検出メカニズムとしてエコーを利用します。UDLDデバイスが新しいネイバーを学
習するか、または同期していないネイバーから再同期要求を受信すると、接続のUDLDデバ
イス側の検出ウィンドウを再起動して、エコーメッセージを返送します。この動作はすべて

のUDLDネイバーに対して同様に行われるため、エコー送信側では返信エコーを受信するよ
うに待機します。

検出ウィンドウが終了し、有効な応答メッセージが受信されなかった場合、リンクは、UDLD
モードに応じてシャットダウンされることがあります。UDLDが通常モードにある場合、リ
ンクは不確定と見なされ、シャットダウンされない場合があります。UDLDがアグレッシブ
モードのときは、リンクは単一方向であると見なされ、インターフェイスはシャットダウン

されます。

通常モードにある UDLDが、アドバタイズまたは検出段階にあり、すべてのネイバーのキャッ
シュエントリが期限切れになると、UDLDはリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性
のあるネイバーとの再同期を行います。

アグレッシブモードをイネーブルにしていて、ポートのすべてのネイバーがアドバタイズまたは

検出段階で期限切れになると、UDLDはリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性のあ
るネイバーとの再同期を行います。高速な一連のメッセージの送受信後に、リンクステートが不

確定のままの場合、UDLDはポートをシャットダウンします。

UDLD 設定時の注意事項
次のガイドラインと推奨事項は、UDLDを設定する場合に該当します。

• UDLD対応インターフェイスを別のスイッチのUDLD非対応ポートに接続すると、そのUDLD
対応インターフェイスも単方向リンクを検出できなくなります。

•モード（通常またはアグレッシブ）を設定する場合、リンクの両側に同じモードを設定しま
す。

• UDLDは、UDLD対応デバイスに接続されているインターフェイスでのみ有効にする必要が
あります。次のインターフェイスタイプがサポートされます。
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◦イーサネットアップリンク

◦ FCoEアップリンク

◦イーサネットアップリンクポートチャネルメンバ

◦ FCoEアップリンクポートチャネルメンバ

リンクプロファイルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定された名前でリンクプロファイルを

作成し、リンクプロファイルモードを開

始します。

UCS-A /org # create eth-link-profile
link-profile-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/eth-link-profile #
commit-buffer

ステップ 3   

前のモードに戻ります。UCS-A /org/eth-link-profile # exitステップ 4   

指定したリンクプロファイルのリンクプ

ロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope eth-link-profile
link-profile-name

ステップ 5   

リンクプロファイルに指定した UDLDの
リンクポリシーを割り当てます。

UCS-A /org/eth-link-profile # set
udld-link-policy link-policy-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/eth-link-profile #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例では、LinkProfile1と呼ばれるリンクプロファイルを作成し、デフォルトの UDLDリンク
ポリシーを割り当てる方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # create eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile # exit
UCS-A /chassis/org # scope eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile # set udld-link-policy default
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile* # commit-buffer
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UDLD リンクポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

UDLDリンクポリシーを指定された名前
で作成し、UDLDリンクポリシーモード
を開始します。

UCS-A /org # create udld-link-policy
link-policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/udld-link-policy #
commit-buffer

ステップ 3   

前のモードに戻ります。UCS-A /org/udld-link-policy # exitステップ 4   

指定したUDLDリンクポリシーのUDLD
リンクポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope udld-link-policy
link-policy-name

ステップ 5   

UDLDリンクポリシーのモードを指定し
ます。

UCS-A /org/udld-link-policy # set
mode {aggressive | normal}

ステップ 6   

インターフェイスの UDLDをディセーブ
ルまたはイネーブルにします。

UCS-A /org/udld-link-policy # set
admin-state {disabled | enabled}

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/udld-link-policy #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例では、UDLDPol1と呼ばれるリンクプロファイルを作成し、モードをアグレッシブに設定
し、インターフェイスの UDLDをイネーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # create udld-link-policy UDLDPol1
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy # exit
UCS-A /chassis/org # scope udld-link-policy UDLDPol1
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy # set mode aggressive
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # set admin-state enabled
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy #
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UDLD システム設定の変更

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

現在の UDLDのシステム設定を表示します。UCS-A /org # show udld-policyステップ 2   

グローバル UDLDポリシーの UDLDポリシー
モードを開始します。

UCS-A /org # scope udld-policy
default

ステップ 3   

アドバタイズメントモードになっているポート

で UDLDプローブメッセージの時間間隔を秒
UCS-A /org/udld-policy # set
message-interval seconds

ステップ 4   

単位で指定します。7～ 60の整数を入力しま
す。デフォルトは 15秒です。

UDLDアグレッシブモードがイネーブルのとき
にディセーブルになっているポート上で実行す

UCS-A /org/udld-policy # set
recovery-action [reset | none]

ステップ 5   

るアクションを指定します。デフォルトはnone
です。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/udld-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、デフォルトの UDLDシステム設定を 30秒間隔で更新する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # show udld-policy

UDLD system settings:
Name Message interval (sec) Recovery action
---------- ---------------------- ---------------
default 15 None

UCS-A /chassis/org # scope udld-policy default
UCS-A /chassis/org/udld-policy # set message-interval 30
UCS-A /chassis/org/udld-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-policy #
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リンクプロファイルのポートチャネルイーサネットインターフェイ

スへの割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開

始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a | b}ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネッ

トアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-chan-id

ステップ 3   

指定したメンバーポートでイーサネット

サーバファブリック、ファブリックポー

トチャネルモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
scope member-port slot-id port-id

ステップ 4   

指定したリンクのプロファイルを割り当

てます。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port
# set eth-link-profile link-profile-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、リンクプロファイルLinkProfile1をポートチャネルイーサネットインターフェイス
に割り当てる方法を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 88
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # scope member-port 1 31
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port #
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リンクプロファイルのポートチャネル FCoE インターフェイスへの割
り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンク

モードを開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバ

チャネルアップリンクファブリッ

クモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b}ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファ

イバチャネルアップリンクファブ

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel
port-chan-id

ステップ 3   

リックポートチャネルモードを開

始します。

指定したメンバポートのファイバ

チャネルサーバファブリック、

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel # scope
fcoe-member-port slot-id port-id

ステップ 4   

ファブリックポートチャネルモー

ドを開始します。

指定したリンクのプロファイルを

割り当てます。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port
# set eth-link-profile link-profile-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、リンクプロファイル LinkProfile1をポートチャネル FCoEインターフェイスに割り
当てる方法を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 192
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel # scope fcoe-member-port 1 20
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port #
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リンクプロファイルのアップリンクイーサネットインターフェイス

への割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開始

します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   

指定されたアップリンクポートのインター

フェイスコマンドモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
interface slot-num port num

ステップ 3   

指定したリンクのプロファイルを割り当て

ます。

UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #
set eth-link-profile link-profile-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、リンクプロファイル LinkProfile1をアップリンクイーサネットインターフェイスに
割り当てる方法を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope interface 2 2
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #

リンクプロファイルのアップリンク FCoE インターフェイスへの割り
当て

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   

指定されたアップリンクポートのファイバ

チャネルインターフェイスコマンドモー

ドを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
fcoeinterface slot-num port num

ステップ 3   

指定したリンクのプロファイルを割り当て

ます。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface
# set eth-link-profile link-profile-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、リンクプロファイルLinkProfile1をアップリンクFCoEインターフェイスに割り当て
る方法を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoeinterface 2 2
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #

VMQ 接続ポリシーの設定

VMQ 接続ポリシー
Cisco UCSManagerでは、vNICに対し VMQ接続ポリシーを設定することができます。VMQによ
り、管理オペレーティングシステム全体のネットワークパフォーマンスが向上します。VMQvNIC
接続ポリシーを設定するには、次の作業を実行します。

• VMQ接続ポリシーの作成

•サービスプロファイルでのスタティック vNICの作成

• vNICへの VMQ接続ポリシーの適用

サーバのサービスプロファイルでVMQ vNICを設定する場合は、サーバ内の少なくとも 1つのア
ダプタがVMQをサポートしている必要があります。以下のアダプタのうち少なくとも1つがサー
バにインストールされていることを確認してください。

• UCS-VIC-M82-8P

• UCSB-MLOM-40G-01

• UCSC-PCIE-CSC-02
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以下は VMQでサポートされるオペレーティングシステムです。

• Windows 2012

• Windows 2012 R2

サービスプロファイルで 1度に適用できる vNIC接続ポリシーは 1つだけです。vNICに対して 3
つのオプション（ダイナミック、usNIC、VMQ接続ポリシー）のいずれか 1つを選択してくださ
い。サービスプロファイルでVMQvNICが設定されている場合は、次のように設定されているこ
とを確認してください。

• BIOSポリシーで [SRIOV]を選択する。

•アダプタポリシーで [Windows]を選択する。

VMQ 接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

この VMQ接続ポリシーの名前を指定し
ます。

UCS-A /org # create vmq-conn-policy
policy-name

ステップ 2   

VMQ接続ポリシーのキューカウントを
指定します。

UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set
queue-countqueue count

ステップ 3   

VMQ接続ポリシーの割り込み回数を指定
します。

UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set
interrupt-countinterrupt count

ステップ 4   

トランザクションをシステムにコミット

します。

UCS-A /org/vmq-conn-policy* #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、VMQ接続ポリシーを作成します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create vmq-conn-policy policy name
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set queue-count queue count (number)
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set interrupt-count queue count (number)
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # commit-buffer
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NetQueue

NetQueue について
NetQueueは、ネットワークアダプタに複数の受信キューを提供することによってトラフィックの
パフォーマンスを向上します。これらのキューにより、グループ化される個々の仮想マシンに関

連付けられたデータ割り込み処理が可能になります。

NetQueueは、VMware ESXiオペレーティングシステムを実行しているサーバでサポートされ
ます。

（注）

NetQueue の設定

手順

ステップ 1 仮想マシンキュー（VMQ）接続ポリシーを作成します。
ステップ 2 VMQ接続ポリシーを選択することにより、サービスプロファイルに NetQueueを設定します。

NetQueueを設定する場合は、次の事項を参考にしてください。

•デフォルトのリングサイズは受信 512、送信 256

•各 VNICの割り込み回数は VMQ数 X 2 + 2

割り込みの数は有効化されている NetQueueの数によって決まりま
す。

（注）

•ドライバは標準フレーム構成の場合、ポートあたり最大 16個の NetQueueをサポートしま
す。

VMwareは標準フレーム構成の場合、ポートあたり最大 8個の NetQueueを使用す
ることを推奨しています。

（注）

• NetQueueを有効にする必要があるのはMSIXシステムでのみです。

• 1 GB NICでは NetQueueを無効にする必要があります。

ステップ 3 NetQueueのアダプタポリシーでMSIXモードを有効にします。
ステップ 4 サービスプロファイルをサーバに関連付けます。
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第 20 章

アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワー
クの設定

この章は、次の項で構成されています。

• アップストリーム分離レイヤ 2ネットワーク, 377 ページ

• アップストリーム分離 L2ネットワークの設定に関するガイドライン, 378 ページ

• アップストリーム分離 L2ネットワークのピン接続に関する考慮事項, 380 ページ

• アップストリーム分離 L2ネットワークに関する Cisco UCSの設定, 382 ページ

• VLANへのポートおよびポートチャネルの割り当て, 383 ページ

• VLANからのポートおよびポートチャネルの削除, 384 ページ

• VLANに割り当てられたポートおよびポートチャネルの表示, 385 ページ

アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワーク
接続はしないものの、同一の Cisco UCSドメイン内に存在するサーバや仮想マシンがアクセスす
る必要がある 2つ以上のイーサネットクラウドがある場合、レイヤ 2ネットワークのアップスト
リーム分離（分離 L2ネットワーク）が必要です。たとえば、次のいずれかが必要な場合、分離
L2ネットワークを設定できます。

•パブリックネットワークおよびバックアップネットワークにアクセスするサーバまたは仮
想マシン

•マルチテナントシステムでは、同じCiscoUCSドメイン内に複数のカスタマー用のサーバま
たは仮想マシンが存在しており、それらは両方のカスタマーのために L2ネットワークにア
クセスする必要があります。
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デフォルトでは、Cisco UCS内のデータトラフィックは相互包含の原則で動作します。VLAN
およびアップストリームネットワークへのトラフィックはすべて、すべてのアップリンクポー

トとポートチャネルで伝送されます。アップストリーム分離レイヤ 2ネットワークをサポー
トしていないリリースからアップグレードする場合は、VLANに適切なアップリンクインター
フェイスを割り当てる必要があります。これを行わないと、VLANへのトラフィックがすべて
のアップリンクポートとポートチャネルに流れ続けます。

（注）

分離L2ネットワークのコンフィギュレーションは、選択的排除の原則で動作します。分離ネット
ワークの一部として指定されたVLANへのトラフィックは、そのVLANに特別に割り当てられた
ポートチャネルまたはアップリンクイーサネットポートだけを移動でき、他のすべてのアップ

リンクポートおよびポートチャネルから選択的に除外されます。ただし、アップリンクイーサ

ネットポートまたはポートチャネルが特別に割り当てられていないVLANへのトラフィックは、
分離 L2ネットワークへのトラフィックを伝送するものを含め、すべてのアップリンクポートま
たはポートチャネルを移動できます。

CiscoUCSでは、VLANはアップストリーム分離L2ネットワークを表します。分離L2ネットワー
ク向けのネットワークトポロジを設計する際は、アップリンクインターフェイスを VLANに割
り当て、逆にならないようにする必要があります。

サポートされているアップストリーム分離 L2ネットワークの最大数については、『Cisco UCS
Configuration Limits for Cisco UCS Manager Guide』を参照してください。

アップストリーム分離 L2 ネットワークの設定に関するガ
イドライン

アップストリーム分離 L2ネットワークの設定を計画する際は、次の事項を考慮してください。

イーサネットスイッチングモードはエンドホストモードでなければならない

Cisco UCSは、ファブリックインターコネクトのイーサネットスイッチングモードがエンドホス
トモードに設定されている場合にのみ、分離 L2ネットワークをサポートします。ファブリック
インターコネクトのイーサネットスイッチングモードがスイッチモードの場合、分離 L2ネット
ワークに接続できません。

ハイアベイラビリティのために対称構成を推奨

Cisco UCSドメインが 2つのファブリックインターコネクトによるハイアベイラビリティ構成で
ある場合は、両方のファブリックインターコネクトに同一のVLANセットを設定することを推奨
します。

VLAN の有効基準はアップリンクイーサネットポートとポートチャネルで同一

分離 L2ネットワークで使用する VLANは、アップリンクイーサネットポートまたはアップリン
クイーサネットポートチャネル向けに設定して、割り当てる必要があります。ポートまたはポー
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トチャネルに VLANが含まれていない場合、Cisco UCS Managerは VLANを無効と見なし、次の
操作を実行します。

•サーバの [Status Details]領域に設定に関する警告を表示します。

•ポートまたはポートチャネルの設定を無視し、そのVLANのすべてのトラフィックをドロッ
プします。

有効基準はアップリンクイーサネットポートとアップリンクイーサネットポートチャネル

で同一です。Cisco UCS Managerは 2つを区別しません。
（注）

重複 VLAN はサポート対象外

Cisco UCSは、分離L2ネットワーク内の重複VLANをサポートしません。各VLANが 1つのアッ
プストリーム分離 L2ドメインだけに接続するようにする必要があります。

各 vNIC は 1 つの分離 L2 ネットワークとのみ通信できる

1つの vNICは 1つの分離 L2ネットワークとのみ通信できます。サーバが複数の分離 L2ネット
ワークと通信する必要がある場合は、それらのネットワークにそれぞれ vNICを設定する必要が
あります。

複数の分離 L2ネットワークと通信するには、2つ以上の vNICをサポートする Cisco VICアダプ
タをサーバに搭載する必要があります。

アプライアンスポートにはアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルと同じ VLAN
を設定する必要がある

分離 L2ネットワークと通信するアプライアンスポートの場合は、最低 1つのアップリンクイー
サネットポートまたはポートチャネルが同じネットワーク内にあり、それがアプライアンスポー

トで使用される VLANに割り当てられていることを確認する必要があります。アプライアンス
ポートのトラフィックを伝送するすべての VLANを含んでいるアップリンクイーサネットポー
トやポートチャネルを Cisco UCS Managerが識別できないと、ピン接続障害が発生し、アプライ
アンスポートはダウン状態になります。

たとえば、Cisco UCSドメインには、IDが 500、名前が vlan500のグローバル VLANが含まれて
います。vlan500はアップリンクイーサネットポートでグローバル VLANとして作成されます。
ただし、Cisco UCSManagerはアプライアンスポートにこのVLANを伝播しません。vlan500をア
プライアンスポートに設定するには、IDが 500で vlan500という名前を持つ別のVLANをアプラ
イアンスポートに作成する必要があります。この複製VLANは、CiscoUCSManager CLIの [LAN]
タブの [Appliances]ノード、または Cisco UCS Manager GUI内の eth-storageスコープで作成でき
ます。VLANの重複チェックを求めるプロンプトが表示されたときに重複を受け入れると、Cisco
UCS Managerによってアプライアンスポートの複製 VLANが作成されます。
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デフォルトの VLAN 1 はアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルで明示的に設定
できない

Cisco UCS Managerは、すべてのアップリンクポートとポートチャネルにデフォルトの VLAN 1
を暗黙的に割り当てます。他の VLANが設定されていない場合でも、Cisco UCSはデフォルトの
VLAN 1を使用してすべてのアップリンクポートとポートチャネルへのデータトラフィックを扱
います。

Cisco UCSドメインにVLANが設定された後も、デフォルトのVLAN 1はすべてのアップリン
クポートとポートチャネルに暗黙的に残ります。デフォルトの VLAN 1は、アップリンク
ポートやポートチャネルに明示的に割り当てることができず、それらから削除することもで

きません。

（注）

特定のポートまたはポートチャネルにデフォルトのVLAN1を割り当てようとすると、CiscoUCS
Managerは Update Failed障害を生成します。

したがって、Cisco UCSドメインに分離 L2ネットワークを設定する場合は、そのサーバへのすべ
てのデータトラフィックをすべてのアップリンクイーサネットポートとポートチャネルで伝送

し、すべてのアップストリームネットワークに送信するのでない限り、どの vNICにもデフォル
ト VLAN 1を設定しないでください。

両方の FI の VLAN を同時に割り当てる必要がある

グローバル VLANにポートを割り当てると、両方のファブリックインターコネクトの VLANに
明示的に割り当てられていないすべてのポートからVLANが削除されます。両方のFIのポートを
同時に設定する必要があります。1番目のFIにのみポートを設定すると、2番目のFIのトラフィッ
クが中断されます。

アップストリーム分離 L2 ネットワークのピン接続に関す
る考慮事項

アップストリーム分離L2ネットワークと通信するには、ピン接続を適切に設定する必要がありま
す。ソフトピン接続とハードピン接続のどちらを実装しているかにかかわらず、VLANメンバー
シップの不一致によって、1つ以上の VLANのトラフィックがドロップされることになります。

ソフトピン接続

ソフトピン接続は Cisco UCSでのデフォルト動作です。ソフトピン接続の実装を計画する場合
は、LANピングループを作成して vNICのピンターゲットを指定する必要はありません。代わり
に、Cisco UCSManagerがVLANメンバーシップの条件に基づいて、vNICをアップリンクイーサ
ネットポートまたはポートチャネルにピン接続します。

ソフトピン接続の場合、Cisco UCS Managerは、すべてのアップリンクイーサネットポートと
ポートチャネルの VLANメンバーシップに対して、vNICのデータトラフィックを検証します。
分離 L2ネットワークが設定されている場合は、vNIC上のすべての VLANに割り当てられている
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アップリンクイーサネットポートやポートチャネルを Cisco UCSManagerが検出できる必要があ
ります。アップリンクイーサネットポートやポートチャネルが vNICのすべての VLANに設定
されていない場合、Cisco UCS Managerは次の動作を実行します。

•リンクをダウンさせます。

• vNICのすべての VLANのトラフィックをドロップします。

•次のエラーを発生させます。

◦ Link Down

◦ VIF Down

Cisco UCS Managerは、VLAN設定に関するエラーや警告を発生させません。

たとえば、サーバ上の vNICに VLAN 101、102、103が設定されているとします。インターフェ
イス 1/3がVLAN 102にだけ割り当てられています。インターフェイス 1/1および 1/2はVLANに
明示的に割り当てられていないため、VLAN 101と 103のトラフィックで利用できます。この設
定の結果として、CiscoUCSドメインには、vNICが設定された3つのVLANすべてへのトラフィッ
クを伝送可能な境界ポートインターフェイスが含まれません。その結果、Cisco UCS Managerは
vNICをダウンさせ、vNICの 3つの VLANすべてのトラフィックをドロップし、Link Downおよ
び VIF Downエラーを発生させます。

ハードピン接続

ハードピン接続は、LANピングループを使用して、分離 L2ネットワーク用のトラフィックにピ
ン接続ターゲットを指定すると発生します。また、ピン接続ターゲットであるアップリンクイー

サネットポートやポートチャネルが、適切な分離 L2ネットワークと通信できるように設定され
ている必要があります。

ハードピン接続の場合、Cisco UCS Managerは、すべてのアップリンクイーサネットポートと
ポートチャネルの VLANメンバーシップに対して、vNICのデータトラフィックを検証します。
また、LANピングループの設定を検証して、VLANとアップリンクイーサネットポートまたは
ポートチャネルが含まれていることを確認します。いずれかの点で検証に失敗した場合、Cisco
UCS Managerは次の動作を実行します。

•重大度が「警告」の Pinning VLAN Mismatchエラーを発生させます。

• VLANへのトラフィックをドロップします。

•他の VLANへのトラフィックが継続して流れるようにするため、リンクはダウンさせませ
ん。

たとえば、VLAN177を使用するアップストリーム分離L2ネットワークにハードピン接続を設定
する場合は、次の手順を実行します。

•分離 L2ネットワークへのトラフィックを伝送するアップリンクイーサネットポートまたは
ポートチャネルを持つ LANピングループを作成します。

•サービスプロファイルで、VLAN 177と LANピングループを持つ少なくとも 1つの vNIC
を設定します。
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• LANピングループに含まれるアップリンクイーサネットポートまたはポートチャネルに
VLAN 177を割り当てます

この設定が前述の 3つのポイントのいずれかで失敗した場合、Cisco UCSManagerはVLAN 177へ
の VLANミスマッチについて警告し、その VLANへのトラフィックだけをドロップします。

ソフトピン接続の設定が変更され、その結果、vNIC VLANが分離 L2アップリンクで解決さ
れなくなった場合は、警告ダイアログボックスが表示されます。警告ダイアログボックスで

は、設定の続行または取り消しを選択できます。不適切な設定を続行すると、サーバのトラ

フィックパフォーマンスが低下します。

（注）

アップストリーム分離 L2 ネットワークに関するCisco UCS
の設定

アップストリーム分離L2ネットワークと接続するCiscoUCSドメインを設定する場合、次のすべ
てのステップを完了する必要があります。

はじめる前に

この設定を開始する前に、分離 L2ネットワーク設定をサポートするために、ファブリックイン
ターコネクトのポートが適切にケーブル接続されていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSがアップストリーム分離 L2ネット
ワークと通信できるようにするために、イーサ

イーサネットエンドホストモードの

両方のファブリックインターコネク

ステップ 1   

ネットスイッチングモードはエンドホストモー

ドである必要があります。

トに対しイーサネットスイッチング

モードを設定します。

「イーサネットスイッチングモードの設定」を

参照してください。

ポートおよびポートチャネルの設定, （71ペー
ジ）を参照してください。

分離 L2ネットワークのトラフィッ
クを伝送するために必要なポートお

よびポートチャネルを設定します。

ステップ 2   

（任意）

LANピングループの設定, （301ページ）を参
照してください。

該当するアップリンクイーサネット

ポートまたはポートチャネルのトラ

フィックをピン接続するために必要

なLANピングループを設定します。

ステップ 3   

これらはネームド VLANまたはプライベート
VLANにすることができます。クラスタ設定で

1つ以上の VLANを作成します。ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

は、VLANマネージャでVLANを作成すること
を推奨します。また、それらのVLANがアップ
リンクイーサネットモードで両方のファブリッ

クインターコネクトにアクセスできるようにす

るために、共通/グローバルコンフィギュレー
ションを使用することを推奨します。

VLANs, （273ページ）を参照してください。

このステップが完了した場合、それらの VLAN
のトラフィックは、割り当てられたポート、ポー

分離 L2ネットワークの VLANに目
的のポートまたはポートチャネルを

割り当てます。

ステップ 5   

トチャネル、またはその両方のトランクを介し

てのみ送信できます。

VLANへのポートおよびポートチャネルの割り
当て, （383ページ）

1つ以上のvNICテンプレートを使用して、また
はサービスプロファイルのネットワークオプ

vNICが適切な VLANにトラフィッ
クを送信できるようにするために、

ステップ 6   

ションを設定するときに、この設定を完了でき

ます。

分離 L2ネットワークと通信する必
要があるすべてのサーバのサービス

プロファイルに、正しい LAN接続
設定を含める必要があります。

サービスプロファイル,（693ページ）を参照し
てください。

VLAN へのポートおよびポートチャネルの割り当て

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したVLANでイーサネットアップリンク
VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

ステップ 2   

指定されたアップリンクイーサネットポート

に指定した VLANを割り当てます。
UCS-A /eth-uplink/vlan # create
member-port fabric-interconnect
slot-id port-id

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたアップリンクイーサネットポート

チャネルに指定された VLANを割り当てま
す。

UCS-A /eth-uplink/vlan # create
member-port-channel
fabric-interconnect
member-port-chan-id

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

ポートまたはポートチャネルを 1つ以上の
VLANに割り当てると、他のすべての VLAN
から削除されます。

次の例は、ファブリックインターコネクトAのVLAN100というネームドVLANにアップリンク
イーサネットポートを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan VLAN100
UCS-A /eth-uplink/vlan # create member-port a 2
UCS-A /eth-uplink/vlan # create member-port a 4
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

VLAN からのポートおよびポートチャネルの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定した VLANでイーサネットアップリンク VLAN
モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

ステップ 2   

指定したアップリンクイーサネットメンバーポート

割り当てを VLANから削除します。
UCS-A /eth-uplink/vlan # delete
member-port
fabric-interconnect slot-id
port-id

ステップ 3   

指定したアップリンクイーサネットポートチャネル

割り当てを VLANから削除します。
UCS-A /eth-uplink/vlan # delete
member-port-channel
fabric-interconnect
member-port-chan-id

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

すべてのポートまたはポートチャネルイン

ターフェイスを VLANから削除すると、
VLANはデフォルトの動作に戻り、その
VLAN上のデータトラフィックはすべての
アップリンクポートとポートチャネル上で伝

送されます。Cisco UCSドメインでの設定に
応じて、このデフォルトの動作により、Cisco
UCSManagerでそのVLANのトラフィックが
ドロップされることがあります。これを避け

るには、少なくとも 1つのインターフェイス
をVLANに割り当てるか、VLANを削除する
ことをお勧めします。

重要

次に、ファブリックインターコネクトAのアップリンクイーサネットポート 2とMyVLANとい
う名前のVLANの間のアソシエーションを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan MyVLAN
UCS-A /eth-uplink/vlan # delete member-port a 2
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

VLAN に割り当てられたポートおよびポートチャネルの
表示

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定した VLANでイーサネットアップリ
ンク VLANモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

ステップ 2   

指定したVLANに割り当てられているメン
バーポートを示します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # show
member-port [detail | expand]

ステップ 3   

指定したVLANに割り当てられているメン
バーポートチャネルを表示します。

UCS-A /eth-uplink/vlan # show
member-port-channel [detail |
expand]

ステップ 4   

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
385

アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワークの設定
VLAN に割り当てられたポートおよびポートチャネルの表示



目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink/vlan #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、MyVLANという名前の VLANに割り当てられているアップリンクイーサネットポートの
詳細を表示する例を示します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan MyVLAN
UCS-A /eth-uplink/vlan # show member-port detail
Member Port:

Fabric ID: A
Slot ID: 1
Port ID: 2
Mark Native Vlan: No

UCS-A /eth-uplink/vlan #
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第 21 章

ネームド VSAN の設定

この章は、次の項で構成されています。

• ネームド VSAN, 387 ページ

• ネームド VSANのファイバチャネルアップリンクトランキング, 388 ページ

• VSANに関するガイドラインおよび推奨事項, 388 ページ

• 両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルアップリンクモード）, 390 ページ

• 両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルストレージモード）, 392 ページ

• 1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルアップリンクモード）, 393 ページ

• 1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VSANの作成（ファイバ
チャネルストレージモード）, 395 ページ

• ネームド VSANの削除, 396 ページ

• ネームド VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDの変更, 397 ページ

• ストレージ VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDの変更, 398 ページ

• ファイバチャネルアップリンクのトランキングのイネーブル化またはディセーブル化, 399
ページ

ネームド VSAN
ネームド VSANは、所定の外部 SANへの接続を作成します。VSANは、ブロードキャストトラ
フィックを含む、その外部 SANへのトラフィックを切り離します。1つのネームドVSANのトラ
フィックは、別のネームド VSANにトラフィックが存在していることを認識しますが、そのトラ
フィックの読み取りまたはアクセスはできません。
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ネームドVLANと同様、VSAN IDに名前を割り当てると、抽象レイヤが追加されます。これによ
り、ネームドVSANを使用するサービスプロファイルに関連付けられたすべてのサーバをグロー
バルにアップデートすることができます。外部SANとの通信を維持するために、サーバを個別に
再設定する必要はありません。同じ VSAN IDを使用して、複数のネームド VSANを作成できま
す。

クラスタ構成内のネームド VSAN

クラスタ構成では、1つのファブリックインターコネクトのファイバチャネルアップリンクポー
ト、または両方のファブリックインターコネクトのファイバチャネルアップリンクポートにア

クセスできるように、ネームド VSANを設定できます。

ネームド VSAN と FCoE VLAN ID

それぞれのネームド VSANに FCoE VLAN IDを設定する必要があります。このプロパティによっ
て、VSANとそのファイバチャネルパケットの送信に使用する VLANを指定します。

Cisco UCS CNAM72KR-Qや Cisco UCS CNAM72KR-Eなどの FIP対応統合型ネットワークアダプ
タの場合は、FCoEVLANIDのネイティブVLANではないネームドVLANを使ってネームドVSAN
を設定する必要があります。この設定により、FCoEトラフィックが確実にこれらのアダプタを通
過できるようになります。

次の設定例では、ファブリック Aにマッピングされた vHBAと vNICを含むサービスプロファイ
ルが、FIP対応の統合型ネットワークアダプタに関連付けられます。

• vNICは VLAN 10を使用するように設定されています。

• VLAN 10は、vNICのネイティブ VLANとして指定されています。

• vHBAは VSAN 2を使用するように設定されています。

•したがって、VLAN10をFCoEVLANIDとしてVSAN2に設定することはできません。VSAN
2はファブリック Aに設定されている他の VLANにマッピングできます。

ネームド VSAN のファイバチャネルアップリンクトラン
キング

各ファブリックインターコネクトのネームド VSANにファイバチャネルアップリンクトランキ
ングを設定できます。ファブリックインターコネクトのトランキングをイネーブルにすると、そ

のファブリックインターコネクトのすべてのファイバチャネルアップリンクポートで、Cisco
UCSドメインのすべてのネームド VSANが許可されます。

VSAN に関するガイドラインおよび推奨事項
次のガイドラインと推奨事項は、ストレージVSANを含め、すべてのネームドVSANに適用され
ます。
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VSAN 4079 は予約済み VSAN ID です。

VSANを 4079に設定しないでください。この VSANは予約されており、FCスイッチモードや
FCエンドホストモードでは使用できません。

ID 4079でネームドVSANを作成すると、Cisco UCSManagerはそのVSANをエラーと見なし、障
害を生成します。

FC スイッチモードのネームド VSAN 用に予約された VSAN 範囲

Cisco UCSドメイン FCスイッチモードを使用する予定の場合は、IDが 3040～ 4078の範囲にあ
る VSANを設定しないでください。

ファブリックインターコネクトが FCスイッチモードで動作するように設定されている場合、そ
の範囲内の VSANは動作しません。Cisco UCS Managerはその VSANをエラーと見なし、障害を
生成します。

FC エンドホストモードのネームド VSAN 用に予約された VSAN 範囲

Cisco UCSドメイン FCエンドホストモードを使用する予定の場合は、IDが 3840～ 4079の範囲
にある VSANを設定しないでください。

Cisco UCSドメイン内に次の状況が存在する場合、その範囲内の VSANは動作しません。

•ファブリックインターコネクトが FCエンドホストモードで動作するように設定されてい
る。

• Cisco UCSドメインにファイバチャネルトランキングまたは SANポートチャネルが設定さ
れている。

これらの設定が存在する場合、Cisco UCS Managerは次の操作を実行します。

1 3840～ 4079の IDを持つすべての VSANを使用不能にします。

2 動作しない VSANに対して障害を生成します。

3 デフォルトの VSANにすべての非動作 VSANを転送します。

4 非動作 VSANに関連付けられたすべての vHBAをデフォルトの VSANに転送します。

ファイバチャネルトランキングを無効にして、既存の SANポートチャネルのいずれかを削除す
ると、Cisco UCS Managerは 3840～ 4078の範囲の VSANを動作状態に戻し、関連付けられてい
る vHBAをそれらの VSANに復元します。

FC スイッチモードのネームド VSAN ID の範囲に関する制約事項

Cisco UCSドメインで FCスイッチモードの使用を計画している場合は、3040～ 4078の範囲に
VSANを設定しないでください。

FCスイッチモードで動作するファブリックインターコネクトがアップストリームスイッチとし
てMDSに接続されている場合、Cisco UCS Managerで 3040～ 4078の範囲に設定され、ポート
VSANとして割り当てられた VSANは、MDSで作成できません。この設定では、ポート VSAN
の不一致が発生する可能性があります。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
389

ネームド VSAN の設定
VSAN に関するガイドラインおよび推奨事項



FCoE VLAN ID に関するガイドライン

SANクラウドの FCoE VLANと LANクラウドの VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の FCoE VLANと VLANで同じ IDを使用すると、その FCoE VLANを使用している
すべての vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN IDと重なる IDが設定されたすべてのVLAN上でイーサネットトラフィックがド
ロップされます。

（注）

VLAN4048はユーザが設定可能です。ただし、CiscoUCSManagerでは、VLAN4048が次のデフォ
ルト値に使用されます。4048をVLANに割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要があり
ます。

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEストレージポートのネイティブVLAN
は、デフォルトでVLAN 4048を使用します。デフォルト FCoEVSANが、アップグレード前
にVLAN1を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていないVLAN ID
に変更する必要があります。たとえば、デフォルトを4049に変更することを検討します（そ
の VLAN IDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォルト VSAN用の FCoE VLANは、デ
フォルトで VLAN 4048を使用します。FCoEストレージポートネイティブ VLANは VLAN
4049を使用します。

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な

ネームド VSAN の作成（ファイバチャネルアップリンク
モード）

SANクラウドの FCoE VLANと LANクラウドの VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の FCoE VLANと VLANで同じ IDを使用すると、その FCoE VLANを使用している
すべての vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN IDと重なる IDが設定されたすべてのVLAN上でイーサネットトラフィックがド
ロップされます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアク

ション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアク

ション

指定された VSANを作成し、VSANの名前、VSAN IDおよ
び FCoE VLAN IDを指定し、ファイバチャネルアップリン
ク VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink #
create vsan vsan-name
vsan-id fcoe-id

ステップ 2   

• CiscoUCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoEス
トレージポートのネイティブ VLANは、デフォルトで
VLAN4048を使用します。デフォルトFCoEVSANが、
アップグレード前にVLAN1を使用するように設定され
ていた場合は、使用または予約されていない VLAN ID
に変更する必要があります。たとえば、デフォルトを

4049に変更することを検討します（そのVLAN IDが使
用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォ
ルト VSAN用の FCoE VLANは、デフォルトで VLAN
4048を使用します。FCoEストレージポートネイティ
ブ VLANは VLAN 4049を使用します。

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分割
を設定します。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
set fc-zoning {disabled
| enabled}

ステップ 3   

• disabled：アップストリームスイッチがファイバチャネ
ルゾーン分割を設定および制御します。または、ファ

イバチャネルゾーン分割がこの VSANで実行されませ
ん。

• enabled：CiscoUCSManagerがファイバチャネルゾーン
分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /fc-uplink/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、両方のファブリックインターコネクト用のネームド VSANを作成し、VSANに
accountingという名前を付け、VSAN ID 2112を割り当て、FCoE VLAN ID 4021を割り当て、Cisco
UCS Manager-basedファイバチャネルゾーン分割について VSANをイネーブルにし、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink* # create vsan accounting 2112 4021
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/vsan #
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両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な

ネームド VSAN の作成（ファイバチャネルストレージ
モード）

SANクラウドの FCoE VLANと LANクラウドの VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の FCoE VLANと VLANで同じ IDを使用すると、その FCoE VLANを使用している
すべての vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN IDと重なる IDが設定されたすべてのVLAN上でイーサネットトラフィックがド
ロップされます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファイバチャネルストレージモードを開始します。UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定された VSANを作成し、VSANの名前、VSAN IDお
よびFCoEVLANIDを指定し、ファイバチャネルストレー
ジ VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-storage # create
vsan vsan-name vsan-id
fcoe-id

ステップ 2   

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoE
ストレージポートのネイティブ VLANは、デフォル
トで VLAN 4048を使用します。デフォルト FCoE
VSANが、アップグレード前にVLAN1を使用するよ
うに設定されていた場合は、使用または予約されてい

ないVLANIDに変更する必要があります。たとえば、
デフォルトを 4049に変更することを検討します（そ
の VLAN IDが使用されていない場合）。

• CiscoUCSリリース2.0の新規インストール後：デフォ
ルトVSAN用のFCoEVLANは、デフォルトでVLAN
4048を使用します。FCoEストレージポートネイティ
ブ VLANは VLAN 4049を使用します。

メンバポートを作成し、ポートタイプ、ファブリック、

スロット IDおよびポート IDかを指定します。
UCS-A /fc-storage/vsan #
create member-port {fc |
fcoe} {a | b} slot-id port-id

ステップ 3   

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分
割を設定します。

UCS-A /fc-storage/vsan #
set fc-zoning {disabled |
enabled}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• disabled：アップストリームスイッチがファイバチャ
ネルゾーン分割を設定および制御します。または、

ファイバチャネルゾーン分割がこの VSANで実行さ
れません。

• enabled：CiscoUCSManagerがファイバチャネルゾー
ン分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /fc-storage/vsan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、ネームド VSANを作成し、VSANに financeという名前を付け、VSAN ID 3955を割
り当て、FCoE VLAN ID 4021を割り当て、メンバポートを作成してメンバポート A、スロット 1
ポート 40に割り当て、Cisco UCS Manager-basedファイバチャネルゾーン分割について VSANを
イネーブルにし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage/ # create VSAN finance 3955 4021
UCS-A /fc-storage/vsan # create member-port fcoe a 1 40
UCS-A /fc-storage/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能な
ネームド VSAN の作成（ファイバチャネルアップリンク
モード）

SANクラウドの FCoE VLANと LANクラウドの VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の FCoE VLANと VLANで同じ IDを使用すると、その FCoE VLANを使用している
すべての vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN IDと重なる IDが設定されたすべてのVLAN上でイーサネットトラフィックがド
ロップされます。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアク

ション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクト（Aまたは B）の
ファイバチャネルアップリンクファブリックインターコ

ネクトモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   

指定された VSANを作成し、VSANの名前、VSAN IDおよ
び FCoEVLAN IDを指定し、ファイバチャネルアップリン
ク VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric #
create vsan vsan-name
vsan-id fcoe-id

ステップ 3   

• Cisco UCSリリース 2.0へのアップグレード後：FCoE
ストレージポートのネイティブVLANは、デフォルト
で VLAN 4048を使用します。デフォルト FCoE VSAN
が、アップグレード前に VLAN 1を使用するように設
定されていた場合は、使用または予約されていない

VLAN IDに変更する必要があります。たとえば、デ
フォルトを 4049に変更することを検討します（その
VLAN IDが使用されていない場合）。

• CiscoUCSリリース 2.0の新規インストール後：デフォ
ルト VSAN用の FCoE VLANは、デフォルトで VLAN
4048を使用します。FCoEストレージポートネイティ
ブ VLANは VLAN 4049を使用します。

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分割
を設定します。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
set fc-zoning {disabled |
enabled}

ステップ 4   

• disabled：アップストリームスイッチがファイバチャ
ネルゾーン分割を設定および制御します。または、

ファイバチャネルゾーン分割がこの VSANで実行さ
れません。

• enabled：Cisco UCS Managerがファイバチャネルゾー
ン分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/fc-uplink/fabric/vsan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、ファブリックインターコネクト A用のネームド VSANを作成し、VSANに finance
という名前を付け、VSAN ID 3955を割り当て、FCoE VLAN ID 2221を割り当て、Cisco UCS
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Manager-basedファイバチャネルゾーン分割について VSANをイネーブルにし、トランザクショ
ンをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create vsan finance 3955 2221
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能な
ネームド VSAN の作成（ファイバチャネルストレージ
モード）

SANクラウドの FCoE VLANと LANクラウドの VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の FCoE VLANと VLANで同じ IDを使用すると、その FCoE VLANを使用している
すべての vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN IDと重なる IDが設定されたすべてのVLAN上でイーサネットトラフィックがド
ロップされます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファイバチャネルストレージモードを開始します。UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックインターコネクトのファイバチャ

ネルストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage #scope
fabric {a | b}

ステップ 2   

指定されたVSANを作成し、VSANの名前、VSAN IDお
よび FCoE VLAN IDを指定し、ファイバチャネルスト
レージ VSANモードを開始します。

UCS-A /fc-storage/fabric
#create vsan vsan-name
vsan-id fcoe-id

ステップ 3   

• CiscoUCSリリース2.0へのアップグレード後：FCoE
ストレージポートのネイティブ VLANは、デフォ
ルトでVLAN4048を使用します。デフォルト FCoE
VSANが、アップグレード前にVLAN 1を使用する
ように設定されていた場合は、使用または予約され

ていない VLAN IDに変更する必要があります。た
とえば、デフォルトを 4049に変更することを検討
します（そのVLANIDが使用されていない場合）。

• Cisco UCSリリース 2.0の新規インストール後：デ
フォルトVSAN用の FCoE VLANは、デフォルトで
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目的コマンドまたはアクショ

ン

VLAN4048を使用します。FCoEストレージポート
ネイティブ VLANは VLAN 4049を使用します。

指定された VSANのメンバポートを作成します。UCS-A
/fc-storage/fabric/vsan

ステップ 4   

#create member-port {fc |
fcoe} {a | b} slot-id port-id

次のように、VSANに対するファイバチャネルゾーン分
割を設定します。

UCS-A /fc-storage/vsan # set
fc-zoning {disabled |
enabled}

ステップ 5   

• disabled：アップストリームスイッチがファイバチャ
ネルゾーン分割を設定および制御します。または、

ファイバチャネルゾーン分割がこの VSANで実行
されません。

• enabled：Cisco UCS Managerがファイバチャネル
ゾーン分割を設定し、制御します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/fc-storage/fabric/vsan
#commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、ファブリック Aにネームド VSANを作成し、VSANに financeという名前を付け、
VSANID3955を割り当て、FCoEVLANID2221を割り当て、メンバポートを作成してメンバポー
ト A、スロット 1ポート 40に割り当て、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage/ # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric # create VSAN finance 3955 2221
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan # create member-port a 1 40
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan/member-port #

ネームド VSANの削除
Cisco UCSManagerに、削除するVSANと同じVSAN IDを持つネームドVLANが含まれている場
合、この IDを持つネームド VSANがすべて削除されるまで、この VSANはファブリックイン
ターコネクト設定から削除されません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定されたネームドVSANを削除します。UCS-A /fc-uplink # delete vsan
vsan-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink # commit-bufferステップ 3   

次に、ネームド VSANを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # delete vsan finance
UCS-A /fc-uplink* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #

ネームド VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変
更

SANクラウドの FCoE VLANと LANクラウドの VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の FCoE VLANと VLANで同じ IDを使用すると、その FCoE VLANを使用している
すべての vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN IDと重なる IDが設定されたすべてのVLAN上でイーサネットトラフィックがド
ロップされます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定されたネームド VSANの VSANモード
が開始されます。

UCS-A /fc-uplink # scope vsan
vsan-name

ステップ 2   

ファイバチャネル接続に使用される VLAN
に割り当てられた固有識別情報を設定しま

す。

UCS-A /fc-uplink/vsan # set
fcoe-vlan fcoe-vlan-id

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、financeというネームド VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDを 4000に変更
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fcoe-vlan 4000
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/vsan #

ストレージ VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の
変更

SANクラウドの FCoE VLANと LANクラウドの VLANの IDは違っている必要があります。
VSAN内の FCoE VLANと VLANで同じ IDを使用すると、その FCoE VLANを使用している
すべての vNICとアップリンクポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN IDと重なる IDが設定されたすべてのVLAN上でイーサネットトラフィックがド
ロップされます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

ファイバチャネル接続に使用される VLAN
に割り当てられた固有識別情報を設定しま

す。

UCS-A /fc-storage #set
fcoe-storage-native-vlan fcoe-id

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-storage #commit-bufferステップ 3   

次の例は、financeというストレージ VSANの FCoEネイティブ VLANの VLAN IDを 4000に変更
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # set fcoe-storage-native-vlan 4000
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UCS-A /fc-storage* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage #

ファイバチャネルアップリンクのトランキングのイネー

ブル化またはディセーブル化

ファブリックインターコネクトがファイバチャネルエンドホストモードに設定されている場

合、ファイバチャネルアップリンクトランキングをイネーブルにすると、IDが 3840～ 4079
の範囲にあるすべての VSANが動作不能になります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a |
b }

ステップ 2   

アップリンクのトランキングをイネーブル

またはディセーブルにします。

UCS-A /fc-uplink/fabric # set
uplink-trunking {enabled | disabled
}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのファイバチャネルアップリンクのトランキングをイネーブルにし、ト
ランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # set uplink-trunking enabled
UCS-A /fc-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric #
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第 22 章

SAN ピングループの設定

この章は、次の項で構成されています。

• SANピングループ, 401 ページ

• SANピングループの設定, 402 ページ

• FCoEピングループの設定, 403 ページ

SAN ピングループ
Cisco UCSでは、SANピングループを使用して、サーバ上の vHBAからのファイバチャネルト
ラフィックがファブリックインターコネクト上のアップリンクファイバチャネルポートへピン

接続されます。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できます。

ファイバチャネルスイッチモードでは、SANピングループは不適切です。既存の SANピン
グループはすべて無視されます。

（注）

ピン接続をサーバに設定するには、SANピングループを vHBAポリシーに含める必要がありま
す。その後、vHBAポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービスプロファイルに取り込ま
れます。vHBAからのすべてのトラフィックは、I/Oモジュールを経由して、指定されたアップリ
ンクファイバチャネルへ移動します。

同じピングループを複数の vHBAポリシーに割り当てられます。したがって、vHBAごとに手動
でトラフィックをピン接続する必要はありません。

既存の SANピングループのターゲットインターフェイスを変更すると、そのピングループ
を使用するすべての vHBAのトラフィックが中断されます。ファイバチャネルプロトコルで
トラフィックを再びピン接続するために、ファブリックインターコネクトからログインとロ

グアウトが実行されます。

重要
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SAN ピングループの設定
2つのファブリックインターコネクトを持つシステムでピングループとの関連付けができるのは
のは、1つのファブリックインターコネクト、または両方のファブリックインターコネクトだけ
です。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

ファイバチャネル（SAN）のピングループを指
定された名前で作成し、ファイバチャネルアッ

プリンクのピングループモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # create
pin-group pin-group-name

ステップ 2   

（任意）

ピングループに説明を加えます。

UCS-A /fc-uplink/pin-group # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

（任意）

指定したファブリックとポートにファイバチャ

ネルピンターゲットを設定します。

UCS-A /fc-uplink/pin-group # set
target {a | b | dual} port
slot-num/ port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fc-uplink/pin-group #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、fcpingroup12という名前のSANピングループを作成し、ピングループに説明を加え、
スロット 2のポート 1にピングループのターゲットを設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # create pin-group fcpingroup12
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # set descr "This is my pin group #12"
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # set target a port 2/1
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/pin-group #

次の作業

ピングループは、vHBAテンプレートにインクルードします。
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FCoE ピングループの設定
FCoEピングループを作成して、ピングループターゲットとして FCoEアップリンクポートを指
定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

FCoEピングループを指定された名前で作
成し、FCoEアップリンクのピングループ
モードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # create pin-group
fcoepingroup

ステップ 2   

このピングループのターゲットとしてFCoE
ポート 1/8を設定します。

UCS-A /fc-uplink/pin-group # set
target a fcoe-port 1/8

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/pin-group #
commit-buffer

ステップ 4   

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # create pin-group fcoepingroup
UCS-A /fc-uplink/pin-group* #set target a fcoe-port 1/8
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/pin-group #
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第 23 章

WWN プールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• WWNプール, 405 ページ

• WWNプールの作成, 406 ページ

• WWNプールの削除, 409 ページ

WWN プール
ワールドワイド名（WWN）のプールは、Cisco UCSドメイン内のファイバチャネル vHBAで使
用されるWWNの集合です。次の独立したプールを作成します。

• vHBAに割り当てられるWWノード名

• vHBAに割り当てられるWWポート名

• WWノード名とWWポート名の両方

WWNプールは、20:00:00:00:00:00:00:00～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内のWWNNまたはWWPNだけをイ
ンクルードできます。その他のWWN範囲はすべて予約されています。SANファブリックで
Cisco UCS WWNNとWWPNを確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXのWWNプレフィックスを使用することをお勧めします。

重要

サービスプロファイルでWWNプールを使用する場合は、サービスプロファイルに関連付けられ
たサーバで使用されるWWNを手動で設定する必要はありません。複数のテナントを実装するシ
ステムでは、WWNプールを使用して、各組織で使用されるWWNを制御できます。

WWNをブロック単位でプールに割り当てます。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
405



WWNN プール

WWNNプールは、WWノード名だけを含むWWNプールです。サービスプロファイルにWWNN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールからWWNNが割り当てられま
す。

WWPN プール

WWPNプールは、WWポート名だけを含むWWNプールです。サービスプロファイルにWWPN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバの各vHBA上のポートには、そのプールからWWPN
が割り当てられます。

WWxN プール

WWxNプールは、WWノード名およびWWポート名の両方を含むWWNプールです。ノードご
とにWWxNプールで作成されるポート数を指定できます。プールサイズは、ports-per-node+ 1の
倍数である必要があります。たとえば、ノードごとに 7つのポートを指定する場合、プールサイ
ズは 8の倍数である必要があります。ノードごとに 63のポートを指定する場合、プールサイズ
は 64の倍数である必要があります。

WWNNまたはWWPNプールを選択するたびにWWxNプールを使用できます。WWxNプールを
割り当てるには、その前にWWxNプールを作成する必要があります。

• WWNNプールの場合、WWxNプールは [WWNN Assignment]ドロップダウンリストにオプ
ションとして表示されます。

• WWPNプールの場合は、[WWPN Assignment]ドロップダウンリストから [Derived]を選択し
ます。

WWN プールの作成

WWNプールは、20:00:00:00:00:00:00:00～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内のWWNNまたはWWPNだけをイ
ンクルードできます。その他のWWN範囲はすべて予約されています。SANファブリックで
Cisco UCS WWNNとWWPNを確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXのWWNプレフィックスを使用することをお勧めします。

重要

最後の 4桁が 00:01のWWNNプールでは、vHBAは初期化されず、lunlistコマンドからの出力は
なく、[Waiting for Flogi]エラーが表示されます。このエラーは、WWPNが 00:01で終わるWWNN
と同じブロック内にある場合に発生します。WWNNとWWPNのアドレスが重複しないようにす
るには、一意のWWNアドレスを使用することを推奨します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定された名前と目的でWWNプールを作成し、組織
WWNプールモードを開始します。次のいずれかにな
ります。

UCS-A /org # create wwn-pool
wwn-pool-name
{node-and-port-wwn-assignment
| node-wwn-assignment |
port-wwn-assignment}

ステッ

プ 2   

• node-and-port-wwn-assignment：ワールドワイド
ノード名（WWNN）およびワールドワイドポー
ト名（WWPN）の両方を含むWWxNプールを作
成します。

• node-wwn-assignment：WWNNのみを含む
WWNNプールを作成します。

• port-wwn-assignment：WWPNのみを含むWWPN
プールを作成します。

この名前には、1～32文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ

ジェクトが保存された後で、この名前を変更すること

はできません。

（任意）

WWNプールの説明を記入します。
UCS-A /org/wwn-pool # set descr
description

ステッ

プ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/wwn-pool # set
assignmentorder {default |
sequential}

ステッ

プ 4   • default：Cisco UCS Managerはプールからランダ
ムな IDを選択します。

• sequential：CiscoUCSManagerはプールから最も
小さい使用可能 IDを選択します。

WWxNプールの場合、このプール内の各ノード名に
割り当てることができるポートの最大数。デフォルト

値は 3-ports-per-nodeです。

UCS-A /org/wwn-pool # set
max-ports-per-node
{15-ports-per-node |
3-ports-per-node |

ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクション

WWxNプールのプールサイズは、ノードご
とのポートに 1を加えた数の倍数である必
要があります。たとえば、7-ports-per-node
を指定する場合、プールサイズは 8の倍数
である必要があります。63-ports-per-node
を指定する場合、プールサイズは 64の倍
数である必要があります。

（注）31-ports-per-node |
63-ports-per-node |
7-ports-per-node}

WWNブロック（範囲）を作成し、組織WWNプール
ブロックモードを開始します。アドレス範囲の最初

UCS-A /org/wwn-pool # create
block first-wwn last-wwn

ステッ

プ 6   
と最後のWWNを nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn形式で指定
する必要があります。WWN間はスペースで区切りま
す。

WWNプールには、複数のWWNブロック
を含めることができます。複数のWWNブ
ロックを作成するには、組織WWNプール
モードから複数の create blockコマンドを入
力します。

（注）

組織WWNプールブロックモードを終了します。UCS-A /org/wwn-pool/block # exitステッ

プ 7   

WWNNまたはWWPNプール用の単一イニシエータ
を作成し、組織WWNプールイニシエータモードを

UCS-A /org/wwn-pool # create
initiator wwn wwn

ステッ

プ 8   
開始します。イニシエータを nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn
形式を使用して指定する必要があります。

WWNNまたはWWPNプールは複数のイニ
シエータを含むことができます。複数のイ

ニシエータを作成するには、組織WWNプー
ルモードから複数の create initiatorコマン
ドを入力します。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/wwn-pool/initiator #
commit-buffer

ステッ

プ 9   

次に、sanpoolという名前のWWNNプールを作成し、プールの説明を記入し、プールに使用され
るWWNとイニシエータのブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create wwn-pool sanpool node-wwn-assignment
UCS-A /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWNN pool"
UCS-A /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:01
UCS-A /org/wwn-pool/block* # exit
UCS-A /org/wwn-pool* # create initiator 23:00:00:05:AD:1E:02:00
UCS-A /org/wwn-pool/initiator* # commit-buffer
UCS-A /org/wwn-pool/initiator #
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次に、sanpoolという名前のWWxNプールを作成し、プールの説明を記入し、ノードあたりのポー
ト数を7を指定し、プールに使用される8個のWWNからなるブロックを指定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create wwn-pool sanpool node-and-port-wwn-assignment
UCS-A /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWxN pool"
UCS-A /org/wwn-pool* # set max-ports-per-node 7-ports-per-node
UCS-A /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:08
UCS-A /org/wwn-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/wwn-pool/block #

次の作業

• WWPNプールは、vHBAテンプレートにインクルードします。

• WWNNプールはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

• WWxNプールはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

WWN プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Managerは、そのプールの vNICまたは vHBAに割り当てられ
たアドレスは再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次の

いずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたWWNプールを削除します。UCS-A /org # delete wwn-pool
pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、pool4という名前のWWNプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete wwn-pool pool4
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UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 24 章

ストレージ関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• vHBAテンプレートの設定, 411 ページ

• ファイバチャネルアダプタポリシーの設定, 417 ページ

• デフォルトの vHBA動作ポリシーの設定, 421 ページ

• SAN接続ポリシーの設定, 422 ページ

vHBA テンプレートの設定

vHBA テンプレート
このテンプレートは、サーバ上のvHBAによるSANへの接続方法を定義するポリシーです。これ
は、vHBA SAN接続テンプレートとも呼ばれます。

このポリシーを有効にするには、このポリシーをサービスプロファイルに含める必要がありま

す。

vHBA テンプレートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameに /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

vHBAテンプレートを作成し、組織 vHBAテンプ
レートモードを開始します。

UCS-A /org # create
vhba-templ vhba-templ-name
[fabric {a | b}] [fc-if
vsan-name]

ステップ 2   

（任意）

vHBAテンプレートの説明を指定します。
UCS-A /org/vhba-templ # set
descr description

ステップ 3   

（任意）

vHBAに使用するファブリックを指定します。ス
テップ 2で vHBAテンプレートを作成したときに

UCS-A /org/vhba-templ # set
fabric {a | b}

ステップ 4   

ファイブリックを指定しなかった場合、このコマン

ドでファブリックを指定するオプションを使用でき

ます。

（任意）

vHBAテンプレートに使用する（VSANという名前
の）ファイバチャネルインターフェイスを指定し

UCS-A /org/vhba-templ # set
fc-if vsan-name

ステップ 5   

ます。ステップ 2で vHBAテンプレートを作成した
ときにファイバチャネルインターフェイスを指定

しなかった場合、このコマンドでファイバチャネ

ルインターフェイスを指定するオプションを使用

できます。

vHBAがサポートするファイバチャネルフレーム
ペイロードの最大サイズ（バイト数）を指定しま

す。

UCS-A /org/vhba-templ # set
max-field-size size-num

ステップ 6   

vHBAテンプレートに対し使用するピングループを
指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
pin-group group-name

ステップ 7   

vHBAテンプレートに対し使用するQoSポリシーを
指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
qos-policy mac-pool-name

ステップ 8   

vHBAテンプレートに対し使用するサーバおよび
サーバコンポーネント統計情報しきい値ポリシー

を指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
stats-policy policy-name

ステップ 9   

vHBAテンプレートのアップデートタイプを指定し
ます。テンプレートのアップデート時にこのテンプ

UCS-A /org/vhba-templ # set
type {initial-template |
updating-template}

ステップ 10   

レートから作成されたvHBAインスタンスが自動的
にアップデートされないようにする場合は、

initial-templateキーワードを使用します。それ以外
の場合は、vHBAテンプレートのアップデート時に
すべてのvHBAインスタンスがアップデートされる
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目的コマンドまたはアクション

ようにするために updating-templateキーワードを
使用します。

vHBAテンプレートに対し使用するWWPNプール
を指定します。

UCS-A /org/vhba-templ # set
wwpn-pool pool-name

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/vhba-templ #
commit-buffer

ステップ 12   

次に、vHBAテンプレートを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create vhba template VhbaTempFoo
UCS-A /org/vhba-templ* # set descr "This is a vHBA template example."
UCS-A /org/vhba-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vhba-templ* # set fc-if accounting
UCS-A /org/vhba-templ* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/vhba-templ* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/vhba-templ* # set qos-policy policy34foo
UCS-A /org/vhba-templ* # set stats-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/vhba-templ* # set type updating-template
UCS-A /org/vhba-templ* # set wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/vhba-templ* # commit-buffer
UCS-A /org/vhba-templ #

冗長性テンプレートのペア

vNICと vHBAテンプレートのペアを作成すると、特定のサーバに属する vNICまたは vHBAを分
類できます。たとえば、vNICや vHBAのテンプレートを作成し、プライマリテンプレートとし
て指定した上で、また vNICや vHBAの別のテンプレートを作成し、セカンダリテンプレートと
して指定できます。2つのテンプレートをリンクし、プライマリテンプレートで定義する属性を
共有するペアを作成できます。セカンダリテンプレートは、プライマリテンプレートから属性を

継承し、プライマリテンプレートへ加えられるすべての変更はテンプレートペアのセカンダリ

テンプレートに伝達され、反映されます。また、ペアの各テンプレート固有の（共有されていな

い）構成すべてを変更できます。

ペアを作成するときは、テンプレート（たとえばプライマリテンプレート）をファブリック A
に、他のテンプレート（たとえばセカンダリテンプレート）をファブリックBに割り当てること
ができます。この機能により、1つ以上のテンプレートを使用して vNICまたは vHBAペアを個別
に設定する必要がなくなります。

テンプレートのペアを使用して作成できる vNICと vHBAのペアの数はアダプタの機能のみによ
り制限されます。

1回限りのプロビジョニングには、[Initial Template]タイプを使用してください。

プライマリテンプレートが共有される構成の冗長ペアを変更できるよう [Updating Template]タイ
プを使用します。次に示す共有構成を参照してください。
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vHBA テンプレートペアの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

プライマリ vHBAテンプレートを作成します。UCS-A/ org # create
vhba-templ vhba-primary .

ステップ 1   

テンプレートタイプを更新中に設定します。これは、

共有される構成のプライマリvNICテンプレートで設
UCS-A/ # org vhba-templ set
type updating-template

ステップ 2   

定をピア vHBAテンプレートに行います。次に示す
共有構成を参照してください。

プライマリ vHBAテンプレートのファブリックを指
定します。プライマリ vHBAテンプレートにファブ

UCS-A/ # org vhba-templ [set
fabric {a | b}] .

ステップ 3   

リックAを指定すると、セカンダリvHBAテンプレー
トはファブリック Bである必要があり、その逆の組
み合わせも同様です。

冗長テンプレートタイプをプライマリテンプレート

として設定します。以下の [Redundancy Type]の説明
を参照してください。

UCS-A/ # org vhba-templ set
redundancy-type primary.

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/ # org vhba-templ
commit-buffer

ステップ 5   

セカンダリ vHBAテンプレートを作成します。UCS-A/ # org
vhba-templcreate vhba-templ
vhba-secondary.

ステップ 6   

セカンダリまたはピア冗長タイプを設定します。UCS-A/ # org vhba-templ set
redundancy-type secondary.

ステップ 7   

以下に [Redundancy Type]のリストを示します。

[Primary]：セカンダリvHBAテンプレートと共有可能
な構成を作成します。プライマリ vHBAテンプレー
トで共有される変更は、セカンダリvHBAテンプレー
トに自動的に同期されます。

[Secondary]：すべての共有される構成は、プライマリ
テンプレートから継承されます。

[No Redundancy]：レガシー vHBAテンプレートの動
作です。

次に、共有される構成を示します。

• VSANS

• [Template Type]
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目的コマンドまたはアクション

• [Maximum Data Field Size]

• QoSポリシー

• [Stats Threshold Policy]

次に、共有されない構成を示します。

•ファブリック ID

ファブリック IDは相互に排他的であ
る必要があります。プライマリテンプ

レートをファブリックAに割り当てる
と、プライマリテンプレートとの同期

の一環として、ファブリックBがセカ
ンダリテンプレートに自動的に割り当

てられます。

（注）

• WWPNプール

•説明

• [Pin Group Policy]

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/ # org vhba-templ
commit-buffer

ステップ 8   

プライマリvHBAテンプレートを冗長ペアテンプレー
トとして設定します。

UCS-A/ # org vhba-templ vhba
primary

ステップ 9   

プライマリ vhbaテンプレートにアクセスします。UCS-A/ # org vhba-templ
scope vhba template vhba
primary.

ステップ 10   

セカンダリ vHBAテンプレートをプライマリ vHBA
テンプレートのピアとして設定します。

UCS-A/ # org vhba-templ set
redundancy
peer-template-name
vhba-secondary.

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/ # org vhba-templ
commit-buffer

ステップ 12   

次に、vHBA冗長性テンプレートペアを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A /org* # create vhba-template vhba-primary
UCS-A /org/vhba-templ* # set type updating-template
UCS-A /org/vhba-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vhba-templ* # set redundancy-type primary
UCS-A /org/vhba-templ* # commit-buffer
UCS-A /org/vhba-templ* # create vhba-template vhba-secondary

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
415

ストレージ関連ポリシーの設定

vHBA テンプレートペアの作成



UCS-A /org/vhba-templ* # set redundancy-peer vhba-primary
UCS-A /org/vhba-templ* # commit-buffer

次の作業

vHBA冗長性テンプレートペアを作成したら、冗長性テンプレートペアを使用し、同じ組織また
は下部組織内でサービスプロファイルの冗長性 vHBAペアを作成できます。

vHBA テンプレートペアの取り消し
[Primary]または [Secondary]テンプレートにピアテンプレートが設定されないように、[Peer
Redundancy Template]を変更して vHBAテンプレートペアを取り消すことができます。vHBAテ
ンプレートペアを取り消すと、対応する vHBAペアも取り消されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

テンプレートペアから元に戻すvHBAテンプ
レートの名前を指定します。

UCS-A /org # scope vhba-templ
template1.

ステップ 1   

テンプレートペアリングの実行に使用される

ピアプライマリまたはセカンダリ冗長テンプ

レート間のペアリングを取り消します。

UCS-A /org/ vhba-templ # set
redundancy-type no redundancy.

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/vhba-templ* #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、テンプレートペアリングを元に戻す例を示します。

UCS-A /org # scope vhba-templ template1
UCS-A /org/vhba-templ # set redundancy-type no-redundancy
UCS-A /org/vhba-templ* # commit buffer

vHBA テンプレートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したvHBAテンプレートを削除します。UCS-A /org # delete vhba-templ
vhba-templ-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、VhbaTempFooという名前の vHBAテンプレートを削除し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vhba template VhbaTempFoo
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

ファイバチャネルアダプタポリシーの設定

イーサネットおよびファイバチャネルアダプタポリシー

このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制

御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。

•キュー

•割り込み処理

•パフォーマンス拡張

• RSSハッシュ

• 2つのファブリックインターコネクトがあるクラスタ構成におけるフェールオーバー
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ファイバチャネルアダプタポリシーの場合は、Cisco UCS Managerで表示される値が QLogic
SANsurferなどのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。たとえば、
次の値は、SANsurferと Cisco UCS Managerで明らかに異なる場合があります。

（注）

•ターゲットごとの最大 LUN：SANsurferの最大 LUNは 256であり、この数値を超える値
は表示されません。Cisco UCS Managerでサポートされている最大 LUN数はこれよりも
大きくなっています。

•リンクダウンタイムアウト：SANsurferでは、リンクダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。Cisco UCS Managerでは、この値をミリ秒で設定します。したがっ
て、Cisco UCS Managerで 5500ミリ秒と設定された値は、SANsurferでは 5秒として表示
されます。

•最大データフィールドサイズ：SANsurferで許可される値は 512、1024、および 2048で
す。Cisco UCS Managerでは、あらゆるサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Managerで 900と設定された値は、SANsurferでは 512として表示されます。

• LUN Queue Depth：LUNキューデプス設定はWindowsシステムの FCアダプタポリシー
で使用できます。キューデプスとは、HBAが 1回の伝送で送受信できる LUNごとのコ
マンドの数です。Windows Storportドライバは、これに対するデフォルト値として、物理
ミニポートに 20、仮想ミニポートに 250を設定します。この設定により、アダプタのす
べての LUNの初期キューデプスを調整します。この値の有効範囲は 1～ 254です。デ
フォルトの LUNキューデプスは 20です。この機能は、Cisco UCS Managerバージョン
3.1(2)以降でのみ使用できます。

• IO TimeOut Retry：指定されたタイムアウト時間内にターゲットデバイスが I/O要求に応
答しない場合、FCアダプタは、タイマーの期限が切れると、保留中のコマンドを破棄し
て同じ IOを再送信します。この値に対する FCアダプタの有効範囲は 1～ 59秒です。デ
フォルトの IOリトライタイムアウトは 5秒です。この機能は、Cisco UCS Managerバー
ジョン 3.1(2)以降でのみ使用できます。

オペレーティングシステム固有のアダプタポリシー

デフォルトでは、Cisco UCSは、イーサネットアダプタポリシーとファイバチャネルアダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー

ティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこれらのポ

リシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求しま

す。ベンダーが提供しているサポートリストで必須設定の詳細を確認できます。
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該当するオペレーティングシステムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま

す。シスコのテクニカルサポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し

ないでください。

ただし、（デフォルトのWindowsのアダプタポリシーを使用する代わりに）Windows OSの
イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次の式を使用してWindowsで動作する値
を計算します。

重要

完了キュー =送信キュー +受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2)以上である 2のべき乗の最小値

たとえば、送信キューが 1で受信キューが 8の場合、

完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2)以上の 2のべき乗の最小値 = 16

ファイバチャネルアダプタポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたファイバチャネルアダプタポ

リシーを作成し、組織ファイバチャネル

ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create fc-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/fc-policy # set descr
description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、ま

たは句読点が含まれている場合、

説明を引用符で括る必要があり

ます。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）

（任意）

ファイバチャネルエラー回復を設定しま

す。

UCS-A /org/fc-policy # set
error-recovery {fcp-error-recovery
{disabled | enabled} |
link-down-timeout timeout-msec |

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

port-down-io-retry-count retry-count |
port-down-timeout timeout-msec}

（任意）

ドライバ割り込みモードを設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set interrupt
mode {intx |msi |msi-x}}

ステップ 5   

（任意）

ファイバチャネルポートを設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set port
{io-throttle-count throttle-count |
max-luns max-num}

ステップ 6   

（任意）

ファイバチャネルポートのファブリック

ログイン（FLOGI）を設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set port-f-logi
{retries retry-count | timeout
timeout-msec}

ステップ 7   

（任意）

ファイバチャネルのポートツーポートロ

グイン（PLOGI）を設定します。

UCS-A /org/fc-policy # set port-p-logi
{retries retry-count | timeout
timeout-msec}

ステップ 8   

（任意）

ファイバチャネルの受信キューを設定しま

す。

UCS-A /org/fc-policy # set recv-queue
{count count | ring-size size-num}

ステップ 9   

（任意）

ファイバチャネルの SCSI I/Oを設定しま
す。

UCS-A /org/fc-policy # set scsi-io
{count count | ring-size size-num}

ステップ 10   

（任意）

ファイバチャネルの送信キューを設定しま

す。

UCS-A /org/fc-policy # set trans-queue
ring-size size-num}

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/fc-policy # commit-bufferステップ 12   

次の例は、ファイバチャネルアダプタポリシーを設定し、トランザクションをコミットます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create fc-policy FcPolicy42
UCS-A /org/fc-policy* # set descr "This is a Fibre Channel adapter policy example."
UCS-A /org/fc-policy* # set error-recovery error-detect-timeout 2500
UCS-A /org/fc-policy* # set port max-luns 4
UCS-A /org/fc-policy* # set port-f-logi retries 250
UCS-A /org/fc-policy* # set port-p-logi timeout 5000
UCS-A /org/fc-policy* # set recv-queue count 1
UCS-A /org/fc-policy* # set scsi-io ring-size 256
UCS-A /org/fc-policy* # set trans-queue ring-size 256
UCS-A /org/fc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/fc-policy #
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ファイバチャネルアダプタポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたファイバチャネルアダプタポリ

シーを削除します。

UCS-A /org # delete fc-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、FcPolicy42という名前のファイバチャネルアダプタポリシーを削除し、トランザク
ションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete fc-policy FcPolicy42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

デフォルトの vHBA 動作ポリシーの設定

デフォルトの vHBA 動作ポリシー
デフォルトの vHBA動作ポリシーにより、サービスプロファイルに対する vHBAの作成方法を設
定できます。vHBAsを手動で作成するか、自動的に作成されるようにするかを選択できます。

デフォルトの vHBA動作ポリシーを設定して、vHBAの作成方法を定義することができます。次
のいずれかになります。

• [None]：Cisco UCS Managerサービスプロファイルにデフォルトの vHBAを作成しません。
すべての vHBAを明示的に作成する必要があります。

• [HW Inherit]：サービスプロファイルが vHBAを必要とし、何も明示的に定義されていない
場合、Cisco UCS Managerはサービスプロファイルに関連付けられたサーバにインストール
されたアダプタに基づいて必要な vHBAを作成します。

vHBAのデフォルト動作ポリシーを指定しない場合、[none]がデフォルトで使用されます。（注）
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デフォルトの vHBA 動作ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

デフォルトの vHBA動作ポリシーモードを開始しま
す。

UCS-A/org # scope
vhba-beh-policy

ステップ 2   

デフォルトの vHBA動作ポリシーを指定します。次の
いずれかになります。

UCS-A/org/vhba-beh-policy
# set action {hw-inherit
[template_name name] |
none}

ステップ 3   

• hw-inherit：サービスプロファイルが vHBAを必
要とし、何も明示的に定義されていない場合、

Cisco UCS Managerはサービスプロファイルに関
連付けられたサーバにインストールされたアダプ

タに基づいて必要な vHBAを作成します。

hw-inheritを指定した場合は、vHBAテンプレー
トを指定してvHBAを作成することもできます。

• none：Cisco UCS Managerはサービスプロファイ
ルにデフォルトのvHBAを作成しません。すべて
の vHBAを明示的に作成する必要があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A/org/vhba-beh-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、デフォルトの vHBA動作ポリシーを hw-inheritに設定する方法を示します。
UCS-A # scope org /
UCS-A/org # scope vhba-beh-policy
UCS-A/org/vhba-beh-policy # set action hw-inherit
UCS-A/org/vhba-beh-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/vhba-beh-policy #

SAN 接続ポリシーの設定

LAN および SAN 接続ポリシーについて
接続ポリシーは、ネットワーク上のサーバと LANまたは SAN間の接続およびネットワーク通信
リソースを決定します。これらのポリシーは、プールを使用してサーバにMACアドレス、WWN、
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およびWWPNを割り当て、サーバがネットワークとの通信に使用する vNICおよび vHBAを識別
します。

これらの接続ポリシーは、サービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレート

に含まれ、複数のサーバを設定するために使用できるので、静的 IDを接続ポリシーで使用す
ることはお勧めしません。

（注）

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーにより、ネットワークまたはストレージ権限のないユーザがネットワークおよびス

トレージ接続をしているサービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレートを作

成および変更することが可能になります。ただし、ユーザは接続ポリシーを作成するための適切

なネットワークおよびストレージの権限が必要です。

接続ポリシーの作成に必要な権限

接続ポリシーは、他のネットワークおよびストレージ構成と同じ権限を必要とします。たとえば、

接続ポリシーを作成するには、次の権限の少なくとも 1つを有している必要があります。

• admin：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• ls-server：LANおよび SAN接続ポリシーを作成できます

• ls-network：LAN接続ポリシーを作成できます

• ls-storage：SAN接続ポリシーを作成できます

接続ポリシーをサービスプロファイルに追加するために必要な権限

接続ポリシーの作成後、ls-compute権限を持つユーザは、そのポリシーをサービスプロファイル
またはサービスプロファイルテンプレートに組み込むことができます。ただし、ls-compute権限
しかないユーザは接続ポリシーを作成できません。

サービスプロファイルと接続ポリシー間の相互作用

次のいずれかの方法により、サービスプロファイルに LANおよび SANの接続を設定できます。

•サービスプロファイルで参照される LANおよび SAN接続ポリシー

•サービスプロファイルで作成されるローカル vNICおよび vHBA

•ローカル vNICおよび SAN接続ポリシー

•ローカル vHBAおよび LAN接続ポリシー
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Cisco UCSでは、サービスプロファイルのローカル vNICおよび vHBA設定と接続ポリシー間の
相互排他性が維持されます。接続ポリシーとローカルに作成した vNICまたは vHBAを組み合わ
せて使用することはできません。サービスプロファイルに LAN接続ポリシーを含めると、既存
の vNIC設定がすべて消去されます。SAN接続ポリシーを含めた場合は、そのサービスプロファ
イル内の既存の vHBA設定がすべて消去されます。

SAN 接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モー

ドを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたSAN接続ポリシーを作成を作成し、組織ネッ
トワーク制御ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
san-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。-
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文
字とスペースは使用できません。また、オブジェクトが

保存された後にこの名前を変更することはできません。

（任意）

ポリシーに説明を追加します。どこでどのようにポリシー

が使用されるかについての情報を含めることを推奨しま

す。

UCS-A
/org/lan-connectivity-policy #
set descr policy-name

ステップ 3   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字または
スペースを使用できます。`（アクセント記号）、\（バッ
クスラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、
=（等号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重
引用符）は使用できません。

サーバが UUIDまたはWWNNを取得する方法を指定し
ます。次のいずれかを実行できます。

UCS-A /org/service-profile #
set identity {dynamic-uuid
{uuid | derived} |

ステップ 4   

•一意の UUIDを nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn
形式で作成する。

dynamic-wwnn {wwnn |
derived} | uuid-pool
pool-name | wwnn-pool
pool-name} •製造時にハードウェアに焼き付けられたUUIDを取

得する。

• UUIDプールを使用する。

•一意のWWNNを hh : hh : hh : hh : hh : hh : hh : hh形
式で作成する
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目的コマンドまたはアクション

•製造時にハードウェアに焼き付けられたWWNNを
取得する。

• WWNNプールを使用する。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/lan-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、SanConnect242という名前のSAN接続ポリシーを作成し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # set descr "SAN connectivity policy"
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # set identity wwnn-pool SanPool7
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

次の作業

この SAN接続ポリシーに 1つ以上の vHBAおよび（または）イニシエータグループを追加しま
す。

SAN 接続ポリシー用の vHBA の作成
SAN接続ポリシーの作成, （424ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組

織モードを開始するには、/を org-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した SAN接続ポリシーの SAN接続ポリシー
モードを開始します。

UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy
policy-name

ステップ 2   

指定したSAN接続ポリシー用のvHBAを作成し、
vHBAモードを開始します。

UCS-A /org/san-connectivity-policy
# create vhba vhba-name [fabric
{a | b}] [fc-if fc-if-name]

ステップ 3   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用でき
ます。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）は使用できま
すが、それ以外の特殊文字とスペースは使用でき
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目的コマンドまたはアクション

ません。また、オブジェクトが保存された後にこ

の名前を変更することはできません。

vHBAに対し使用するアダプタポリシーを指定し
ます。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set adapter-policy policy-name

ステップ 4   

vHBAのWWPNを指定します。UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #

ステップ 5   

次のいずれかのオプションを使用してストレージ

IDを設定できます。
set identity {dynamic-wwpn
{wwpn | derived} | wwpn-pool
wwn-pool-name} •一意のWWPNを hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh形

式で作成します。

WWPNは、20:00:00:00:00:00:00:00～
20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFまたは
50:00:00:00:00:00:00:00～
5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内で指定で
きます。

WWPNに Cisco MDSファイバチャネルス
イッチと互換性を持たせる場合は、WWPN
テンプレート 20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使
用します。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWPNからWWPN取得する。

• WWNプールからWWPNを割り当てる。

vHBAがサポートするファイバチャネルフレー
ムペイロードの最大サイズ（バイト数）を指定

します。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set max-field-size size-num

ステップ 6   

256～ 2112の範囲の整数を入力します。デフォ
ルトは 2048です。

vHBAの PCIスキャン順序を指定します。UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #

ステップ 7   

set order {order-num |
unspecified}

ファイバチャネルターゲットに対する永続的な

バインディングをディセーブルまたはイネーブル

にします。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set pers-bind {disabled | enabled}

ステップ 8   

vHBAに使用する SANピングループを指定しま
す。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set pin-group group-name

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

vHBAに対し使用する QoSポリシーを指定しま
す。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set qos-policy policy-name

ステップ 10   

vHBAに使用する統計情報しきい値ポリシーを指
定します。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set stats-policy policy-name

ステップ 11   

vHBAに使用する vHBAテンプレートを指定しま
す。vHBAに vHBAテンプレートを使用する場合

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set template-name policy-name

ステップ 12   

は、手順4、7、および8などのvHBAテンプレー
トに含まれていないすべての設定を完了する必要

があります。

vHBAを 1つまたはすべての仮想ネットワークイ
ンターフェイス接続に割り当てます。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 13   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/vhba #
commit-buffer

ステップ 14   

次の例では、SanConnect242という名前のSAN接続ポリシー用のvHBAを設定し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # create vhba vhba3 fabric a
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set identity wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set order 0
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set pers-bind enabled
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set template-name SanConnPol3
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set vcon any
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba #

次の作業

必要に応じて、SAN接続ポリシーに別のvHBAまたはイニシエータグループを追加します。そう
でない場合は、サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートにポリシーを

インクルードします。
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SAN 接続ポリシーからの vHBA の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/をorg-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した SAN接続ポリシーの SAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

SAN接続ポリシーから指定された vHBAを
削除します。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
delete vHBA vhba-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、vHBA3という名前の vHBAを SanConnect242という名前の SAN接続ポリシーから
削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete vHBA vHBA3
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

SAN 接続ポリシー用のイニシエータグループの作成
SAN接続ポリシーの作成, （424ページ）から続行した場合、ステップ 3でこの手順を開始しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の

設定モードに入

UCS-A# scope org org-nameス

テッ

プ 1   ります。ルート

組織モードを開

始するには、/を
org-nameとして
入力します。
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目的コマンドまたはアクション

指定した SAN接
続ポリシーの

UCS-A /org # scope san-connectivity-policy policy-nameス

テッ

プ 2   SAN接続ポリ
シーモードを開

始します。

ファイバチャネ

ルゾーン分割の

UCS-A /org/san-connectivity-policy # create initiator-group group-namefcス

テッ

プ 3   指定イニシエー

タグループを作

成し、イニシ

エータグループ

モードを開始し

ます。

この名前には、1
～ 16文字の英数
字を使用できま

す。-（ハイフ
ン）、_（アン
ダースコア）、:
（コロン）、お

よび .（ピリオ
ド）は使用でき

ますが、それ以

外の特殊文字と

スペースは使用

できません。ま

た、オブジェク

トが保存された

後にこの名前を

変更することは

できません。

イニシエータグ

ループの指定

UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group # create initiator vhba-nameス

テッ

プ 4   vHBAイニシエー
タを作成しま

す。

必要に応じて、

この手順を繰り

返しグループに2
番めの vHBAを
追加します。
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目的コマンドまたはアクション

SAN接続ポリ
シーに指定した

UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group # set
storage-connection-policy policy-name

ス

テッ

プ 5   ストレージ接続

ポリシーを関連

付けます。
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目的コマンドまたはアクション

この手

順は、

SAN接
続ポリ

シーに

関連付

ける既

存のス

トレー

ジ接続

ポリ

シーを

関連付

けると

仮定し

ていま

す。行

うに

は、ス

テップ

10に進
みま

す。代

わり

に、こ

のポリ

シーの

ローカ

ルスト

レージ

定義を

作成す

る場合

は、ス

テップ

6に進
みま

す。

（注）

指定された

WWPNを持つス
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def #
create storage-target wwpn

ス

テッ

プ 6   トレージター

ゲットエンドポ
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目的コマンドまたはアクション

イントを作成

し、ストレージ

ターゲットモー

ドを開始しま

す。

ターゲットエン

ドポイントとの

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-path {a | b}

ス

テッ

プ 7   通信に使用する

ファブリックイ

ンターコネクト

を指定します。

ターゲットエン

ドポイントとの

UCS-A
/org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-vsan vsan

ス

テッ

プ 8   通信に使用する

VSANを指定しま
す。

トランザクショ

ンをシステムの

UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group # commit-bufferス

テッ

プ 9   設定にコミット

します。

次の例では、SanConnect242という名前の SAN接続ポリシーに対し 2つのイニシエータを持つ
initGroupZone1という名前のイニシエータグループを設定し、scPolicyZone1という名前のローカ
ルストレージ接続ポリシー定義を設定し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # create initiator-group initGroupZone1 fc
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # set zoning-type sist
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create storage-connection-def
scPolicyZone1
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def* # create
storage-target
20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target*
# set
target-path a
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target*
# set
target-vsan default
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group #

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
432

ストレージ関連ポリシーの設定

SAN 接続ポリシー用のイニシエータグループの作成



次の作業

必要に応じて、SAN接続ポリシーに他のイニシエータグループまたはvHBAを追加します。そう
でない場合は、サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートにポリシーを

インクルードします。

SAN 接続ポリシーからのイニシエータグループの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した SAN接続ポリシーの SAN接続ポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

SAN接続ポリシーから指定されたイニシエー
タグループを削除します。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
delete initiator-group group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、initGroup3という名前のイニシエータグループを SanConnect242という名前の SAN
接続ポリシーから削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete initiator-group initGroup3
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

SAN 接続ポリシーの削除
サービスプロファイルに含まれるSAN接続ポリシーを削除する場合、すべてのvHBAもそのサー
ビスプロファイルから削除し、そのサービスプロファイルに関連付けられているサーバの SAN
データトラフィックを中断します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたSAN接続ポリシーを削除します。UCS-A /org # delete
san-connectivity-policy policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、SanConnect52という名前のSAN接続ポリシーをルート組織から削除し、トランザク
ションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete san-connectivity-policy SanConnect52
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 25 章

ファイバチャネルゾーン分割の設定

この章は、次の項で構成されています。

• ファイバチャネルゾーン分割に関する情報, 435 ページ

• Cisco UCS Managerでのファイバチャネルゾーン分割のサポート, 436 ページ

• Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分割に関するガイドラインおよび推奨
事項, 439 ページ

• Cisco UCS Managerファイバチャネルゾーン分割の設定, 439 ページ

• 両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な VSANからの管理対象外ゾーンの
削除, 441 ページ

• 1つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なVSANからの管理対象外ゾーンの削
除, 442 ページ

• ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの設定, 443 ページ

ファイバチャネルゾーン分割に関する情報
ファイバチャネルゾーン分割によって、ファイバチャネルファブリックを 1つ以上のゾーンに
区切ることができます。各ゾーンでは、VSANで相互通信できるファイバチャネルイニシエータ
とファイバチャネルターゲットのセットが定義されます。ゾーン分割により、ホストとストレー

ジデバイスまたはユーザグループ間のアクセス制御を設定することができます。

ゾーン分割がもたらすアクセス制御とデータトラフィック制御によって以下が可能になります。

• SANネットワークセキュリティの強化

•データの損失や破損の防止

•パフォーマンス問題の軽減
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ゾーンに関する情報

ゾーンは複数のゾーンメンバから構成されており、次のような特性を備えています。

•ゾーンのメンバ同士はアクセスできますが、異なるゾーンのメンバ同士はアクセスできませ
ん。

•ゾーンのサイズを変更できます。

•デバイスは複数のゾーンに所属できます。

• 1つの物理ファブリックに最大 8,000ゾーンを収容できます。

ゾーンセットに関する情報

各ゾーンセットは、1つまたは複数のゾーンから構成されます。ゾーンセットを使用して、ファ
イバチャネルファブリック内でアクセス制御を実行することができます。また、ゾーンセット

には次のような利点があります。

•アクティブにできるのは、常に 1つのゾーンセットだけです。

•ゾーンセット内のすべてのゾーンは、ファブリック内のスイッチ全体で単一のエンティティ
としてアクティブまたは非アクティブにできます。

• 1つのゾーンを複数のゾーンセットのメンバにできます。

•ゾーン内の各スイッチは最大 500のゾーンセットを持つことができます。

Cisco UCS Managerでのファイバチャネルゾーン分割の
サポート

Cisco UCSManagerは、スイッチベースのファイバチャネルゾーン分割とCisco UCSManagerベー
スのファイバチャネルゾーン分割をサポートしています。同じ Cisco UCSドメイン内ではゾー
ン分割タイプを組み合わせて設定できません。次のゾーン分割タイプのいずれかを使って Cisco
UCSドメインを設定できます。

• Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分割：この設定は、直接接続ストレー
ジとローカルゾーン分割の組み合わせです。ファイバチャネルまたはFCoEのストレージは
ファブリックインターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、Cisco UCSローカルゾーン
分割を使用して Cisco UCS Managerで実行されます。既存のファイバチャネルまたは FCoE
のアップリンク接続を無効にする必要があります。現時点では、Cisco UCSは、UCSローカ
ルゾーン分割機能の利用において、アクティブなファイバチャネル/FCoEアップリンク接続
をサポートしていません。

•スイッチベースのファイバチャネルゾーン分割：この設定は、直接接続ストレージとアッ
プリンクゾーン分割の組み合わせです。ファイバチャネルまたはFCoEのストレージはファ
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ブリックインターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、MDSまたは Nexus 5000スイッ
チを介して Cisco UCSドメインの外部から実行されます。この設定では、Cisco UCSドメイ
ンでのローカルゾーン分割はサポートされません。

ゾーン分割は VSAN単位で設定されます。ファブリックレベルでゾーン分割を有効にするこ
とはできません。

（注）

Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分割
Cisco UCS Managerベースのゾーン分割の場合、Cisco UCS Managerは、このタイプのゾーン分割
で設定されたすべての VSANのゾーンの作成やアクティブ化など、Cisco UCSドメインのファイ
バチャネルゾーン分割の設定を制御します。このタイプのゾーン分割は、ローカルゾーン分割、

または直接接続ストレージとローカルゾーン分割の組み合わせとも呼ばれます。

VSANがアップストリームスイッチの VSANと通信するよう設定され、ファイバチャネル
ポートまたはFCoEアップリンクポートを含んでいる場合は、CiscoUCSManagerベースのゾー
ン分割を実行できません。

（注）

サポートされているファイバチャネルゾーン分割モード

Cisco UCS Managerベースのゾーン分割は、次のタイプのゾーン分割をサポートしています。

•単一のイニシエータと単一のターゲット：Cisco UCS Managerは、vHBAとストレージポー
トの組み合わせごとに 1つのゾーンを自動作成します。各ゾーンには 2つのメンバが含まれ
ます。ゾーンの数がサポートされる最大数を超える見込みがない場合は、このタイプのゾー

ン分割を設定することをお勧めします。

•単一のイニシエータと複数のターゲット：Cisco UCSManagerは、vHBAごとに 1つゾーンを
自動作成します。ゾーンの数がサポートされている最大値に到達またはそれを超えると予想

される場合は、このタイプのゾーン分割を設定することを推奨します。

vHBA イニシエータグループ
vHBAイニシエータグループによって、サービスプロファイル内のすべての vHBAのファイバ
チャネルゾーン分割設定を決定します。Cisco UCS Managerにはデフォルトの vHBAイニシエー
タグループが含まれていません。ゾーン内のサーバに割り当てるサービスプロファイルで vHBA
イニシエータグループを作成する必要があります。

vHBAイニシエータグループでの設定により、以下が決定されます。

•イニシエータグループに含める vHBA（vHBAイニシエータとも呼ばれる）。
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•ファイバチャネルストレージ接続ポリシー。これには、関連する VSANおよびストレージ
アレイ上のファイバチャネルターゲットポートが含まれます。

•グループに含める vHBAに対して設定するファイバチャネルゾーン分割のタイプ。

ファイバチャネルストレージ接続ポリシー

ファイバチャネルストレージ接続ポリシーには、Cisco UCS Managerベースのファイバチャネル
ゾーン分割の設定に使用される、ストレージアレイ上の一連のターゲットストレージポートが

含まれています。このポリシーは、組織またはイニシエータグループの下に作成できます。

これらのゾーン内のストレージアレイは、ファブリックインターコネクトに直接接続している必

要があります。ファイバチャネルストレージ接続ポリシーに組み込むこれらのアレイのターゲッ

トストレージポートには、ファイバチャネルストレージポートまたは FCoEストレージポート
を使用できます。ポートのWWNを使用して、ポートをポリシーに追加し、ファイバチャネル
ゾーンのポートを識別します。

Cisco UCS Managerはデフォルトのファイバチャネルストレージを作成しません。（注）

ファイバチャネルアクティブゾーンセット設定

ファイバチャネルゾーン分割が有効になっている各 VSANでは、Cisco UCS Managerは自動的に
1つのゾーンセットと複数のゾーンを設定します。ゾーンメンバーシップは、相互通信が許可さ
れたイニシエータとターゲットのセットを指定します。CiscoUCSManagerは自動的にそのゾーン
セットをアクティブにします。

Cisco UCS Managerは、ユーザ設定の vHBAイニシエータグループとそれらの関連したファイバ
チャネルストレージ接続ポリシーを処理し、ファイバチャネルイニシエータとターゲット間の

必要な接続を決定します。CiscoUCSManagerは、次の情報を使用し、イニシエータとターゲット
間のペアワイズゾーンメンバーシップを構築します。

• vHBAイニシエータのポートWWNは、vHBAイニシエータグループから作成されます。

•ストレージアレイのポートWWNは、ストレージ接続ポリシーから作成されます。

スイッチベースのファイバチャネルゾーン分割

スイッチベースのゾーン分割の場合、Cisco UCSドメインはアップストリームスイッチからゾー
ン分割設定を継承します。CiscoUCSManagerでは、ゾーン分割の設定に関する情報を設定したり
表示したりできません。VSANに対してスイッチベースのゾーン分割を適用するには、CiscoUCS
Managerでその VSANのゾーン分割を無効にする必要があります。
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Cisco UCS Managerベースのファイバチャネルゾーン分
割に関するガイドラインおよび推奨事項

ファイバチャネルゾーン分割の設定を計画する際は、次のガイドラインおよび推奨事項を考慮し

てください。

ファイバチャネルスイッチングモードは Cisco UCS Manager設定用のスイッチモードでなければ
ならない

Cisco UCS Managerにファイバチャネルゾーン分割を処理させる場合は、ファブリックインター
コネクトがファイバチャネルスイッチモードである必要があります。エンドホストモードでは

ファイバチャネルゾーン分割を設定できません。

ハイアベイラビリティのために対称構成を推奨

Cisco UCSドメインが 2つのファブリックインターコネクトによるハイアベイラビリティ構成で
ある場合は、両方のファブリックインターコネクトに同一のVSANセットを設定することを推奨
します。

Cisco UCS Managerファイバチャネルゾーン分割の設定

この手順は、Cisco UCS Managerにより制御されるファイバチャネルゾーン分割に対し Cisco
UCSドメインを設定するのに必要な手順の概要を示します。次のすべてのステップを完了する
必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

まだ完了してない場合は、Cisco UCSドメイン内の
ファブリックインターコネクトの接続を、外付けファ

ステッ

プ 1   
イバチャネルスイッチ（MDSなど）から切り離し
てください。

この機能は現在、Cisco UCS
Manager GUIでは使用できませ

Cisco UCSドメインにまだ外部ファイバチャネルス
イッチによって管理されたゾーンが含まれる場合は、

ステッ

プ 2   
ん。このステップは、Cisco UCSこれらのゾーンを削除するために、影響を受けたす

Manager CLIで実行する必要があ
ります。

べての VSANで
clear-unmanaged-fc-zone-allclear-unmanaged-fc-zone-all
コマンドを実行します。
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目的コマンドまたはアクション

エンドホストモードではファイ

バチャネルゾーン分割を設定で

きません。

ファイバチャネルスイッチモードの両方のファブ

リックインターコネクトでファイバチャネルスイッ

チングモードを設定します。

ステッ

プ 3   

ファイバチャネルスイッチング

モードの設定, （69ページ）を
参照してください。

ポートおよびポートチャネルの

設定, （71ページ）を参照して
ください。

ファイバチャネルゾーンのトラフィック転送に必要

なファイバチャネルと FCoEストレージポートを設
定します。

ステッ

プ 4   

クラスタ設定では、ファイバチャ

ネルゾーンに含める VSANを
1つ以上の VSANを作成し、ファイバチャネルゾー
ンのトラフィック転送に必要なすべての VSANで、
ファイバチャネルのゾーン分割を有効にします。

ステッ

プ 5   
ファイバチャネルストレージ

モードで作成し、両方のファブ

リックインターコネクトにアク

セスできるようにすることを推奨

します。

ネームド VSANの設定, （387
ページ）を参照してください。

必要に応じて、この手順を実行し

てサービスプロファイルにファ

1つ以上のファイバチャネルストレージ接続ポリシー
を作成します。

ステッ

プ 6   
イバチャネルゾーン分割を設定

することができます。

ファイバチャネルストレージ接

続ポリシーの作成,（443ページ）
を参照してください。

この設定を完了するには、次の手

順を完了します。

ファイバチャネルゾーン経由で通信する必要がある

サーバに対してサービスプロファイルまたはサービ

ステッ

プ 7   
スプロファイルテンプレートにゾーン分割を設定し

ます。
• VHBAに割り当てられた
VSAN（複数の場合あり）の
ゾーン分割を有効にします。

• 1つ以上のvHBAイニシエー
タグループを設定します。
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両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な

VSAN からの管理対象外ゾーンの削除
外部ファイバチャネルスイッチを切断した後、そのスイッチによって管理されていたファイバ

チャネルゾーンが Cisco UCSドメインからクリアされていない場合があります。この手順では、
Cisco UCSドメインの各VSANからこれらのゾーンを削除して、ファイバチャネルゾーン分割を
Cisco UCSに設定できます。

はじめる前に

まだ完了してない場合は、Cisco UCSドメイン内のファブリックインターコネクトの接続を、外
付けファイバチャネルスイッチ（MDSなど）から切り離してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックインターコネクトのファイ

バチャネルアップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink #scope fabric
{a | b}

ステップ 2   

指定されたネームドVSANのVSANモードが開始
されます。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
vsan vsan-name

ステップ 3   

指定されたネームドVSANからすべての管理対象
外ファイバチャネルゾーンをクリアします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
clear-unmanaged-fc-zones-all

ステップ 4   

必要に応じて、ステップ2から4を繰り返し、バッ
ファをコミットする前に、指定したファブリック

インターコネクトにアクセス可能なすべてのVSAN
から管理対象外のゾーンを削除することができま

す。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、管理対象外のゾーンをファブリックインターコネクトAにアクセス可能なネームド
VSANから削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan # clear-unmanaged-fc-zones-all
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #
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1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能な
VSAN からの管理対象外ゾーンの削除

外部ファイバチャネルスイッチを切断した後、そのスイッチによって管理されていたファイバ

チャネルゾーンが Cisco UCSドメインからクリアされていない場合があります。この手順では、
Cisco UCSドメインの各VSANからこれらのゾーンを削除して、ファイバチャネルゾーン分割を
Cisco UCSに設定できます。

はじめる前に

まだ完了してない場合は、Cisco UCSドメイン内のファブリックインターコネクトの接続を、外
付けファイバチャネルスイッチ（MDSなど）から切り離してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定されたネームド VSANの VSANモードが開始
されます。

UCS-A /fc-uplink # scope vsan
vsan-name

ステップ 2   

指定されたネームド VSANからすべての管理対象
外ファイバチャネルゾーンをクリアします。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
clear-unmanaged-fc-zones-all

ステップ 3   

必要に応じて、ステップ 2と 3を繰り返し、バッ
ファをコミットする前に、両方のファブリックイ

ンターコネクトにアクセス可能なすべての VSAN
から管理対象外のゾーンを削除することができま

す。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fc-uplink/vsan #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、管理対象外のゾーンをネームド VSANから削除し、トランザクションをコミットす
る方法を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/vsan # clear-unmanaged-fc-zones-all
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #
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ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの設定

ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ストレージ接続ポリシーを指定されたポリ

シー名で作成し、組織ストレージ接続ポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create
storage-connection-policy policy-name

ステップ 2   

UCS-A /org # set zoning-type {none | simt
| sist}

ステップ 3   • [None]：Cisco UCSManagerはファイバ
チャネルゾーン分割を設定しません。

• [Single Initiator Single Target]：Cisco UCS
Managerは、vHBAとストレージポー
トの組み合わせごとに 1つのゾーンを
自動作成します。各ゾーンには 2つの
メンバが含まれます。ゾーンの数がサ

ポートされる最大数を超える見込みが

ない場合は、このタイプのゾーン分割

を設定することをお勧めします。

• [Single Initiator Multiple Targets]：Cisco
UCSManagerは、vHBAごとに 1つゾー
ンを自動作成します。ゾーンの数がサ

ポートされている最大値に到達または

それを超えると予想される場合は、こ

のタイプのゾーン分割を設定すること

を推奨します。

指定されたWWPNを持つストレージター
ゲットエンドポイントを作成し、ストレー

ジターゲットモードを開始します。

UCS-A /org/storage-connection-policy #
create storage-target wwpn

ステップ 4   

ターゲットエンドポイントとの通信に使用

するファブリックインターコネクトを指定

します。

UCS-A
/org/storage-connection-policy/storage-target
# set target-path {a | b}

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ターゲットエンドポイントとの通信に使用

する VSANを指定します。
UCS-A
/org/storage-connection-policy/storage-target
# set target-vsan vsan

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/storage-connection-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例では、ファブリックインターコネクト Aとデフォルト VSANを使用して scPolicyZone1と
いう名前のルート組織でファイバチャネルストレージ接続ポリシーを設定し、トランザクション

をコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create storage-connection-policy scPolicyZone1
UCS-A /org/storage-connection-policy* set zoning-type sist
UCS-A /org/storage-connection-policy* # create storage-target 20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/storage-connection-policy/storage-target* # set target-path a
UCS-A /org/storage-connection-policy/storage-target* # set target-vsan default
UCS-A /org/storage-connection-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-connection-policy #

ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたストレージ接続ポリシーを削除し

ます。

UCS-A /org # delete
storage-connection-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、ルート組織から scPolicyZone1という名前のストレージ接続ポリシーを削除し、トラ
ンザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete san-connectivity-policy scPolicyZone1
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 26 章

サーバ関連プールの設定

この章は、次の項で構成されています。

• サーバプールの設定, 445 ページ

• UUID接尾辞プール設定, 447 ページ

• IPプール設定, 449 ページ

サーバプールの設定

サーバプール

サーバプールは複数のサーバで構成されています。これらのサーバは通常、同じ特性を持ってい

ます。これらの特性は、シャーシ内の位置であったり、サーバタイプ、メモリ容量、ローカルス

トレージ、CPUのタイプ、ローカルドライブ設定などの属性だったりします。サーバを手動で
サーバプールに割り当てることも、サーバプールポリシーとサーバプールポリシー資格情報を

使用して割り当てを自動化することもできます。

システムが組織を通じて、マルチテナント機能を実装している場合、特定の組織で使用されるサー

バプールを 1つ以上、指定できます。たとえば、CPUを 2個搭載したサーバをすべて含むプール
をマーケティング組織に割り当て、メモリのサイズが 64GBのサーバをすべて、財務組織に割り
当てることができます。

サーバプールには、システム内のどのシャーシにあるサーバでも入れることができます。1つの
サーバは複数のサーバプールに属することができます。
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サーバプールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した名前のサーバプールを作成し、組織サー

バプールモードを開始します。

UCS-A /org # create server-pool
server-pool-name

ステップ 2   

サーバプールのサーバを作成します。UCS-A /org/server-pool # create
server chassis-num/slot-num

ステップ 3   

サーバプールには複数のサーバを含め

ることができます。プールに複数のサー

バを作成するには、組織サーバプール

モードで複数の create serverコマンドを
入力する必要があります。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/server-pool #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例に、ServPool2という名前のサーバプールを作成し、そのサーバプール用に 2つのサーバ
を作成して、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create server-pool ServPool2
UCS-A /org/server-pool* # create server 1/1
UCS-A /org/server-pool* # create server 1/4
UCS-A /org/server-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/server-pool #

サーバプールの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバプールを削除します。UCS-A /org # delete server-pool
server-pool-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、ServPool2という名前のサーバプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete server-pool ServPool2
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

UUID 接尾辞プール設定

UUID 接尾辞プール
UUID接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOSUUIDの集まりです。UUIDの
接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。残りの桁で構成される UUID接尾辞は変数です。
UUID接尾辞プールは、競合を避けるため、その特定のプールを使用するサービスプロファイル
に関連付けられたサーバごとに、これらの変数値が固有であることを保証します。

サービスプロファイルでUUID接尾辞プールを使用する場合は、サービスプロファイルに関連付
けられたサーバの UUIDを手動で設定する必要はありません。

UUID 接尾辞プールの作成

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モード

を開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定されたプール名でUUID接尾辞プールを作成し、組織
の UUID接尾辞プールモードを開始します。

UCS-A /org # create
uuid-suffix-pool pool-name

ステップ 2   

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できます。-
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保存

された後で、この名前を変更することはできません。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

UUIDサフィックスプールの説明を記入します。
UCS-A
/org/uuid-suffix-pool #set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含

まれている場合、説明を引用符で括る必要があ

ります。引用符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A
/org/uuid-suffix-pool # set

ステップ 4   

• default：Cisco UCSManagerはプールからランダムな
IDを選択します。

assignmentorder {default
| sequential}

• sequential：CiscoUCSManagerはプールから最も小さ
い使用可能 IDを選択します。

UUIDサフィックスブロック（範囲）を作成し、組織UUID
サフィックスプールブロックモードを開始します。

UCS-A
/org/uuid-suffix-pool #
create block first-uuid
last-uuid

ステップ 5   

nnnn-nnnnnnnnnnnn形式を使用してブロック内の最初と最
後のUUIDサフィックスを指定する必要があります。UUID
サフィックス間はスペースで区切ります。

UUIDサフィックスプールには、複数の UUID
サフィックスブロックを含めることができま

す。複数のブロックを作成するには、組織UUID
接尾辞プールモードから複数の create blockコ
マンドを入力する必要があります。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/uuid-suffix-pool/block
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、pool4という名前の UUIDサフィックスプールを作成し、プールの説明を記入し、プール
に使用される UUIDサフィックスブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create uuid-suffix-pool pool4
UCS-A /org/uuid-suffix-pool* # set descr "This is UUID suffix pool 4"
UCS-A /org/uuid-suffix-pool* # create block 1000-000000000001 1000-000000000010
UCS-A /org/uuid-suffix-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/uuid-suffix-pool/block #

次の作業

UUID接尾辞プールはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。
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UUID 接尾辞プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Managerは、そのプールの vNICまたは vHBAに割り当てられ
たアドレスは再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次の

いずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたUUIDサフィックスプールを削除
します。

UCS-A /org # delete
uuid-suffix-pool pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、pool4という名前の UUIDサフィックスプールを削除し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete uuid-suffix-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

IP プール設定

IP プール
IPプールは、用途が初期設定されていない IPアドレスの集合です。Cisco UCSManagerで IPv4ま
たは IPv6アドレスプールを作成して以下を行うことができます。

•
•サービスプロファイルが関連付けられているサーバのデフォルトの管理 IPプール ext-mgmt
の置き換え。CiscoUCSManagerは、サーバ上のCisco IntegratedManagementController（CIMC）
で終端する外部アクセス用に、IPプールの各 IPアドレスブロックを予約します。サービス
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プロファイルが関連付けられていない場合は、CIMC用の ext-mgmt IPプールを使用して IP
アドレスを取得する必要があります。

• CIMC用の管理インバンドまたはアウトオブバンド IPアドレスの置き換え。

Cisco UCS Managerでは iSCSIブート IPv6プールを作成できません。（注）

Cisco UCS Managerで IPv4アドレスプールを作成して以下を行うことができます。

•デフォルトの iSCSIブート IPプール iscsi-initiator-poolの置き換え。Cisco UCS Managerは、
指定された IPプールの各 IPアドレスブロックを予約します。

•管理 IPアドレスと iSCSIブート IPアドレス両方の置き換え。

サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IP
アドレスが、IPプールに含まれていてはなりません。

（注）

インバンド IP プールの作成
IPv4および IPv6アドレスのブロックを持つインバンド IPプールを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/をorg-nameとして入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された名前で IPプールを作成し、組織 IPプール
モードを開始します。

UCS-A /org # create ip-pool
pool-name

ステップ 2   

この名前には、1～32文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の
特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ

ジェクトが保存された後で、この名前を変更するこ

とはできません。

（任意）

IPプールの説明を記入します。
UCS-A /org/ip-pool # set descr
description

ステップ 3   

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
450

サーバ関連プールの設定

インバンド IP プールの作成



目的コマンドまたはアクション

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）

IPアドレスブロック（範囲）を作成し、組織 IPプー
ルブロックモードを開始します。アドレス範囲の最

UCS-A /org/ip-pool # create
block first-ip-addr last-ip-addr
gateway-ip-addr subnet-mask

ステップ 4   

初と最後の IPアドレス、ゲートウェイ IPアドレス、
およびサブネットマスクを指定します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/ip-pool/block #
commit-buffer

ステップ 5   

組織 IPプールブロックモードを終了します。UCS-A /org/ip-pool/block #
exit

ステップ 6   

IPv6アドレスブロックを作成し、組織 IPv6プール
ブロックモードを開始します。アドレス範囲の最初

UCS-A /org/ip-pool # create
ip6block first-ip6-addr
last-ip6-addr gateway-ip6-addr
prefix

ステップ 7   

と最後の IPv6アドレス、ゲートウェイ IPv6アドレ
ス、およびネットワークプレフィックスを指定する

必要があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/org/ip-pool/ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 8   

次の例では、inband-defaultという名前のインバンド IPプールを作成し、IPv4アドレスのブロック
を作成し、IPv6アドレスのブロックを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create ip-pool inband_default
UCS-A /org/ip-pool* # create block 192.168.100.10 192.168.100.100 192.168.100.1 255.255.255.0
UCS-A /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block # exit
UCS-A /org/ip-pool # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block #

次の作業

IPプールはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。
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IP プールへのブロックの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したプールの組織 IPプールモードを開始しま
す。

UCS-A /org # scope ip-pool
pool-name

ステップ 2   

IPアドレスブロック（範囲）を作成し、組織 IPプー
ルブロックモードを開始します。アドレス範囲の最

UCS-A /org/ip-pool # create
block first-ip-addr last-ip-addr
gateway-ip-addr subnet-mask

ステップ 3   

初と最後の IPアドレス、ゲートウェイ IPアドレス、
およびサブネットマスクを指定します。

IPプールには、複数の IPブロックを含め
ることができます。複数のブロックを作成

するには、組織 IPプールモードから複数
の create blockコマンドを入力します。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A /org/ip-pool/block #
commit-buffer

ステップ 4   

IPv4ブロックコンフィギュレーションモードを終了
します。

UCS-A /org/ip-pool/block # exitステップ 5   

IPv6アドレスのブロック（範囲）を作成し、組織 IP
プール IPv6ブロックモードを開始します。アドレス

UCS-A /org/ip-pool # create
ipv6-block first-ip6-addr
last-ip6-addr gateway-ip6-addr
prefix

ステップ 6   

範囲の最初と最後の IPv6アドレス、ゲートウェイ
IPv6アドレス、およびネットワークプレフィックス
を指定する必要があります。

IPv6プールには、複数の IPブロックを含
めることができます。複数の IPv6ブロッ
クを作成するには、組織 IPプールモード
から複数の create ipv6-blockコマンドを入
力します。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/ip-pool/ ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 7   
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この例では、IPv4および IPv6アドレスのブロックを pool4という名前の IPプールに追加し、トラ
ンザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # create block 192.168.100.1 192.168.100.200 192.168.100.10 255.255.255.0
UCS-A /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block #exit
UCS-A /org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* commit-buffer

IP プールからのブロックの削除
プールからアドレスブロックを削除すると、Cisco UCSManagerはそのブロックの中の vNICまた
は vHBAに割り当てられたアドレスを再割り当てしません。削除されたブロックのすべての割り
当て済みブロックは、次のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残りま
す。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

IPv6アドレスブロックは、vNICまたは vHBAには適用できません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。

ルート組織モードを開始するには、/を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したプールの組織 IPプールモードを
開始します。

UCS-A /org # scope ip-poolpool-nameステップ 2   

IPv4または IPv6アドレスの指定されたブ
ロック（範囲）を削除します。

UCS-A /org/ip-pool # delete
{ip-block|ipv6-block}
{first-ip-addr|first-ip6-addr}{last-ip-addr|
last-ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool # commit-bufferステップ 4   
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この例では、pool4という名前の IPプールから IPアドレスブロックを削除し、トランザクション
をコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete block 192.168.100.1 192.168.100.200
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #

この例では、pool4という名前の IPプールから IPv6アドレスブロックを削除し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete ipv6-block 2001::1 2001::10
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #

IP プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Managerは、そのプールの vNICまたは vHBAに割り当てられ
たアドレスは再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次の

いずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された IPプールを削除します。UCS-A /org # delete ip-pool
pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、pool4という名前の IPプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete ip-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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第 27 章

管理 IP アドレスの設定

この章は、次の項で構成されています。

• 管理 IPアドレス, 455 ページ

• ブレードサーバの管理 IPアドレスの設定, 456 ページ

• ラックサーバの管理 IPアドレスの設定, 459 ページ

• サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートでの管理 IPアドレスの設
定, 462 ページ

• 管理 IPプールの設定, 463 ページ

管理 IP アドレス
Cisco UCSドメインの各サーバには 1つ以上の管理 IPアドレスが必要です。これらの IPアドレス
は、Cisco Integrated Management Controller（CIMC）に割り当てられたり、サーバに関連付けられ
たサービスプロファイルに割り当てられます。CiscoUCSManagerは、CIMCで終端する外部アク
セスに対してこれらの IPアドレスを使用します。この外部アクセスは、次のいずれかのサービス
を経由することが可能です。

• KVMコンソール

• Serial over LAN

• IPMIツール

サーバのCIMCにアクセスするための管理 IPアドレスとして、アウトオブバンド（OOB）アドレ
ス（このアドレスから管理ポート経由で、トラフィックがファブリックインターコネクトを通

過）、またはインバンドアドレス（このアドレスからファブリックアップリンクポート経由で、

トラフィックがファブリックインターコネクトを通過）を使用できます。サーバの CIMCにアク
セスする最大 6つの IPアドレスを設定できます（2つはアウトオブバンド（OOB）アドレス、他
の 4つはインバンドアドレス）。

以下の管理 IPアドレスを設定できます。
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•サーバに直接割り当てられるスタティック OOB IPv4アドレス

•グローバル ext-mgmtプールからサーバに割り当てられる OOB IPv4アドレス

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルから取得するインバンド IPv4アドレス

•管理 IPプールから取り込まれ、サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプ
レートに割り当てられるインバンド IPv4アドレス

•サーバに直接割り当てられるスタティックインバンド IPv6アドレス

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルから取得するインバンド IPv6アドレス

サーバの各CIMCおよびサーバに関連付けられたサービスプロファイルに、複数の管理 IPアドレ
スを割り当てることができます。その場合は、それぞれ異なる IPアドレスを使用する必要があり
ます。

サービスプロファイルに関連付けられた管理 IPアドレスはそのサービスプロファイルとともに
移動します。別のサーバにサービスプロファイルを移行するときに KVMまたは SoLセッション
がアクティブな場合、CiscoUCSManagerはセッションを終了させ、移行完了後もそのセッション
を再開しません。管理 IPアドレスは、サービスプロファイルを作成または変更するときに設定し
ます。

Cisco UCSドメイン内のサーバまたはサービスプロファイルにすでにスタティック IPアドレ
スが割り当てられている場合、サーバまたはサービスプロファイルにそのスタティック IPア
ドレスを割り当てることはできません。そのような設定を試みると、Cisco UCS Managerは IP
アドレスがすでに使用中であることを警告し、設定を拒否します。

（注）

ARP要求は、インバンド IPアドレスが設定された各サーバからゲートウェイ IPアドレスに毎秒
送信されます。これは、現在のファブリックインターコネクトを使用したインバンドトラフィッ

ク用の接続が動作しているかを確認し、動作していない場合は他のファブリックインターコネク

トに対してフェールオーバーを開始するためです。インバンド用に選択されたパスとフェールオー

バー処理は、サーバのデータトラフィックから完全に独立しています。

ブレードサーバの管理 IP アドレスの設定

ブレードサーバにスタティック IP アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server chassis-id/
blade-id

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

シャーシサーバCIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理 IP
アドレスを作成します。

UCS-A /chassis/server/cimc # create
ext-static-ip

ステップ 3   

サーバに割り当てられるスタティック

IPv4アドレスを指定します。
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# set addr ip-addr

ステップ 4   

IPアドレスが使用するデフォルトゲート
ウェイを指定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# set default-gw ip-addr

ステップ 5   

IPアドレスのサブネットマスクを指定し
ます。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# set subnet ip-addr

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1にスタティック管理 IPアドレスを設定し、スタティック IPv4
アドレスを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、サブネットマスクを設定し、トランザク

ションをコミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create ext-static-ip
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set addr 192.168.10.10
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set default-gw 192.168.10.1
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set subnet 255.255.255.0
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip #

ブレードサーバにスタティック IPv6 アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id/
blade-id

ステップ 1   

シャーシサーバCIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理

IPv6アドレスを作成します。
UCS-A /chassis/server/cimc # create
ext-static-ip6

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

サーバに割り当てられるスタティック

IPv6アドレスを指定します。
UCS-A
/chassis/server/cimc/ext-static-ip6 # set
addr ipv6-addr

ステップ 4   

IPv6アドレスが使用するデフォルトゲー
トウェイを指定します。

UCS-A
/chassis/server/cimc/ext-static-ip6 # set
default-gw ip6-addr

ステップ 5   

IPv6アドレスのネットワークプレフィッ
クスを指定します。

UCS-A
/chassis/server/cimc/ext-static-ip6 # set
prefix ip6-addr

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/chassis/server/cimc/ext-static-ip6 #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1にスタティック管理 IPv6アドレスを設定し、スタティック IPv6
アドレスを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、ネットワークプレフィックスを設定し、

トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create ext-static-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set addr 2001:888::10
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set default-gw 2001:888::100
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # set prefix 64
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ext-static-ip #

ブレードサーバに管理 IP プールを使用させる設定
スタティック管理 IPアドレスを削除すると、指定サーバを管理 IPプールに戻します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id/
blade-id

ステップ 1   

シャーシサーバ CIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

外部スタティック IPv4または IPv6アドレ
スを削除し、管理IPプールにブレードサー
バを戻します。

UCS-A /chassis/server/cimc # delete
{ext-static-ip | ext-static-ip6}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server/cimc/ #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1のスタティック管理 IPアドレスを削除し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # delete ext-static-ip
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ #

次の例は、シャーシ 1のサーバ 1のスタティック管理 IPv6アドレスを削除し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # delete ext-static-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/ #

ラックサーバの管理 IP アドレスの設定

ラックサーバにスタティック IP アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理 IP
アドレスを作成します。

UCS-A /server/cimc # create
ext-static-ip

ステップ 3   

サーバに割り当てられるスタティックIPv4
アドレスを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip # set
addr ip-addr

ステップ 4   

IPアドレスが使用するデフォルトゲート
ウェイを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip # set
default-gw ip-addr

ステップ 5   

IPアドレスのサブネットマスクを指定し
ます。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip # set
subnet ip-addr

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ラックサーバ 1にスタティック管理 IPアドレスを設定し、スタティック IPv4アドレ
スを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、サブネットマスクを設定し、トランザクション

をコミットします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # create ext-static-ip
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # set addr 192.168.10.10
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # set default-gw 192.168.10.1
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # set subnet 255.255.255.0
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #

ラックサーバにスタティック IPv6 アドレスを使用させる設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /server # scope cimcステップ 2   

指定されたサーバのスタティック管理IPv6
アドレスを作成します。

UCS-A /server/cimc # create
ext-static-ip6

ステップ 3   

サーバに割り当てられるスタティックIPv6
アドレスを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6 # set
addr ip6-addr

ステップ 4   

IPアドレスが使用するデフォルトゲート
ウェイを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6 # set
default-gw ip6-addr

ステップ 5   

IPv6アドレスのネットワークプレフィッ
クスを指定します。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6 # set
prefix ip6-addr

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #
commit-buffer

ステップ 7   
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次の例は、ラックサーバ 1にスタティック管理 IPv6アドレスを設定し、スタティック IPv4アド
レスを設定し、デフォルトゲートウェイを設定し、ネットワークプレフィックスを設定し、トラ

ンザクションをコミットします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # create ext-static-ip6
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # set addr 2001::8999
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # set default-gw 2001::1
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # set prefix 64
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip6* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ext-static-ip #

ラックサーバに管理 IP プールを使用させる設定
スタティック管理 IPアドレスを削除すると、指定サーバを管理 IPプールに戻します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始しま

す。

UCS-A# scope server blade-idステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /server # scope cimcステップ 2   

外部スタティック IPv4または IPv6アドレ
スを削除し、管理 IPプールにラックサー
バを戻します。

UCS-A /server/cimc # delete
{ext-static-ip | ext-static-ip6}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server/cimc/ #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ラックサーバ 1のスタティック管理 IPアドレスを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # delete ext-static-ip
UCS-A /server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ #

次の例は、ラックサーバ 1のスタティック管理 IPv6アドレスを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope cimc
UCS-A /server/cimc # delete ext-static-ip6
UCS-A /server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc/ #
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サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテ

ンプレートでの管理 IP アドレスの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ルート組織モードを開始するには、org-nameに
/と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステッ

プ 2   

管理 IPv4または IPv6アドレスをサービスプロ
ファイルに割り当てる方法を指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
ext-mgmt-ip-state {none | ext-pooled-ip
|
ext-pooled-ip6|ext-static-ip|ext-static-ip6}

ステッ

プ 3   

次のオプションを使用して管理 IPアドレスポ
リシーを設定できます。

• [None]：サービスプロファイルに IPアド
レスは割り当てられません。

• [Pooled]：サービスプロファイルに管理
IPv4または IPv6プールから IPアドレスが
割り当てられます。

• [Static]：サービスプロファイルに設定済
みのスタティック IPv4または IPv6アドレ
スが割り当てられます。

サービスプロファイルテンプ

レートでは

ext-management-ip-stateを static
に設定することはサポートされ

ておらず、設定するとエラーが

発生します。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステッ

プ 4   

次に、accountingというサービスプロファイルの管理 IPアドレスポリシーを static IPv4に設定
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
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UCS-A /org/service-profile # set ext-mgmt-ip-state ext-static-ip
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業

管理 IPアドレスを staticに設定する場合、スタティック IPアドレスを使用するようにサーバを設
定します。

管理 IP プールの設定

管理 IP プール
デフォルトの管理 IPプール IP Pool ext-mgmtは、外部の IPv4および IPv6アドレスの集合です。
Cisco UCS Managerは、サーバの CIMCで終端する外部アクセスのために、管理 IPプールに IPア
ドレスの各ブロックを予約しています。

デフォルトでは、IP Pool ext-mgmtを使用して CIMCアウトバウンド管理 IPアドレスを設定しま
す。静的 IPアドレスがこのプールからサーバに割り当てられてしまうと、この IPプールを変更
できません。静的 IPアドレスから CIMCのアウトバウンド管理 IPアドレスを設定する場合は、
デフォルトの管理 IPプールから IPアドレスを削除できます。

個別のアウトオブバンド IPv4アドレスプール、およびインバンド IPv4または IPv6アドレスプー
ルを設定できます。IPv4と IPv6アドレスブロックの両方を含むインバンドプールを設定できま
す。

サーバ CIMCに IPv4アドレスのみを含む IPプールをインバンド IPv6ポリシーとして割り当
てたり、IPv6アドレスのみを含む IPプールをインバンド IPv4ポリシーとして割り当てること
を回避するために、それぞれが IPv4または IPv6アドレスのみを持つ個別のインバンドアドレ
スプールを設定することを推奨します。

ヒント

管理 IPプールの IPアドレスを使用するようにサービスプロファイルとサービスプロファイルテ
ンプレートを設定できます。管理 IPプールを使用するようサーバを設定することはできません。

管理 IPプール内のすべての IPアドレスは、同じ IPv4サブネットに含まれるか、ファブリックイ
ンターコネクトの IPアドレスと同じ IPv6ネットワークプレフィックスが付けられている必要が
あります。

サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IP
アドレスが、管理 IPプールに含まれていてはなりません。

（注）
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管理 IP プールの IP アドレスブロックの設定
サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IPア
ドレスが、管理 IPプールに含まれていてはなりません。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

組織 IPプールモードを開始します。UCS-A /org # scope ip-pool
ext-mgmt

ステップ 2   

管理 IPプールの作成（または削除）はで
きません。既存のデフォルトプールに入

る（スコープを設定する）ことだけが可能

です。

（注）

（任意）

管理 IPプールに説明を記入します。この説明は管理
IPプールのすべてのアドレスブロックに適用されま
す。

UCS-A /org/ip-pool # set descr
description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマン
ド出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/ip-pool # set
assignmentorder {default |
sequential}

ステップ 4   

• default：Cisco UCS Managerはプールからラン
ダムな IDを選択します。

• sequential：Cisco UCS Managerはプールから最
も小さい使用可能 IDを選択します。

IPアドレスブロック（範囲）を作成し、組織 IPプー
ルブロックモードを開始します。アドレス範囲の最

UCS-A /org/ip-pool # create
block first-ip-addr last-ip-addr
gateway-ip-addr subnet-mask

ステップ 5   

初と最後の IPアドレス、ゲートウェイ IPアドレス、
およびサブネットマスクを指定します。

IPプールには、複数の IPブロックを含め
ることができます。複数のブロックを作成

するには、組織 IPプールモードから複数
の create blockコマンドを入力します。

（注）

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
464

管理 IP アドレスの設定
管理 IP プールの IP アドレスブロックの設定



目的コマンドまたはアクション

プライマリDNSとセカンダリDNSの IPアドレスを
指定します。

UCS-A /org/ip-pool/block # set
primary-dns ip-addrress
|secondary-dns ip-address

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/ip-pool/ ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 7   

IPv4ブロックコンフィギュレーションモードを終了
します。

UCS-A /org/ip-pool/block # exitステップ 8   

IPv6アドレスのブロック（範囲）を作成し、組織 IP
プール IPv6ブロックモードを開始します。アドレス

UCS-A /org/ip-pool # create
ipv6-block first-ip6-addr
last-ip6-addr gateway-ip6-addr
prefix

ステップ 9   

範囲の最初と最後の IPv6アドレス、ゲートウェイ
IPv6アドレス、およびネットワークプレフィックス
を指定する必要があります。

IPv6プールには、複数の IPブロックを含
めることができます。複数の IPv6ブロッ
クを作成するには、組織 IPプールモード
から複数の create ipv6-blockコマンドを入
力します。

（注）

プライマリDNSとセカンダリDNSの IPv6アドレス
を指定します。

UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block
# set primary-dns ip6-address
secondary-dns ip6-address

ステップ 10   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block
# commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、管理 IPプールの IPv4アドレスブロックを設定し、プライマリおよびセカンダリ
IPv4アドレスを指定し、IPv6ブロックを作成し、プライマリおよびセカンダリ IPv6アドレスを指
定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool ext-mgmt-ip
UCS-A /org/ip-pool* # set descr "This is a management ip pool example."
UCS-A /org/ip-pool* # create block 192.168.100.1 192.168.100.200 192.168.100.10 255.255.255.0
UCS-A /org/ip-pool/block* # set primary-dns 192.168.100.1 secondary-dns 192.168.100.20
UCS-A /org/ip-pool/block* commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block exit
UCS-A /org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /org/ip-pool/ipv6- block* set primary-dns 2001:888::11 secondary-dns 2001:888::12
UCS-A /org/ip-pool/ipv6- block* commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/ipv6- block #UCS-A /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block #

次の例では、管理 IPプールの IPv6アドレスブロックを設定し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org #scope ip-pool ext-mgmt-ip
UCS-A /org/ip-pool* # set descr "This is a management IPv6 pool example."
UCS-A /org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
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UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/ipv6-block* #

次の作業

1つ以上のサービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートを設定し、管理 IP
プールから CIMC IPアドレスを取得します。

管理 IP プールからの IP アドレスブロックの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

管理 IPプールを入力します。UCS-A /org # scope ip-pool ext-mgmtステップ 2   

IPv4または IPv6アドレスの指定された
ブロック（範囲）を削除します。

UCS-A /org/ip-pool # delete
{ip-block|ipv6-block}
{first-ip-addr|first-ip6-addr}{last-ip-addr|
last-ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool # commit-bufferステップ 4   

次に、管理 IPプールから IPアドレスブロックを削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool ext-mgmt
UCS-A /org/ip-pool # delete block 192.168.100.1 192.168.100.200
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #

次に、管理 IPプールから IPv6アドレスブロックを削除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete ipv6-block 2001::1 2001::10
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #
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第 28 章

サーバ関連ポリシーの設定

この章は、次の項で構成されています。

• BIOSの設定, 467 ページ

• CIMCセキュリティポリシー, 535 ページ

• ローカルディスク設定ポリシーの設定, 541 ページ

• スクラブポリシーの設定, 556 ページ

• DIMMエラー管理の設定, 560 ページ

• Serial over LANポリシーの設定, 562 ページ

• サーバ自動構成ポリシーの設定, 565 ページ

• サーバディスカバリポリシーの設定, 567 ページ

• サーバ継承ポリシーの設定, 570 ページ

• サーバプールポリシーの設定, 572 ページ

• サーバプールポリシーの資格情報の設定, 574 ページ

• vNIC/vHBA配置ポリシーの設定, 589 ページ

• CIMCマウント vMedia, 604 ページ

BIOS の設定

サーバ BIOS 設定
Cisco UCSでは、Cisco UCSドメイン内のサーバ上の BIOS設定をグローバルに変更する方法が 2
通り用意されています。サーバまたはサーバの集合のニーズに合う特定の BIOS設定グループを
含む BIOSポリシーを 1つ以上作成するか、特定のサーバプラットフォームに対するデフォルト
の BIOS設定を使用できます。
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BIOSポリシーおよびサーバプラットフォームのデフォルトのBIOS設定のいずれを使用しても、
Cisco UCS Managerによって管理されているサーバの BIOS設定を微調整できます。

データセンターのニーズに応じて、一部のサービスプロファイルについては BIOSポリシーを設
定し、同じ Cisco UCSドメイン内の他のサービスプロファイルについては BIOSのデフォルトを
使用したり、そのいずれかのみを使用したりできます。また、Cisco UCS Managerを使用して、
サーバの実際の BIOS設定を表示し、それらが現在のニーズを満たしているかどうかを確認でき
ます。

Cisco UCS Managerは、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定による BIOS設定の変更
をCisco IntegratedManagement Controller（CIMC）バッファにプッシュします。これらの変更は
バッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。

設定するサーバでBIOS設定のサポートを確認することをお勧めします。RASメモリのミラー
リングモードなどの一部の設定は、すべてのCiscoUCSサーバでサポートされているわけでは
ありません。

（注）

メイン BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できるメインサーバ BIOS設
定の一覧を示します。

説明名前

1つ以上の BIOS設定を変更した後、サーバをリブート
するタイミング。

yes：この設定を有効にした場合、サーバのサービスプ
ロファイルのメンテナンスポリシーに従ってサーバがリ

ブートされます。たとえば、メンテナンスポリシーで

ユーザの確認応答が必要な場合、サーバはリブートされ

ず、ユーザが保留中のアクティビティを確認するまで

BIOSの変更は適用されません。

no：この設定を有効にしない場合、BIOSの変更は、別
のサーバ設定変更の結果であれ手動リブートであれ、次

回のサーバのリブート時まで適用されません。

[Reboot on BIOS Settings Change]

set reboot-on-update
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説明名前

BIOSが Power On Self-Test（POST）中に表示する内容。
次のいずれかになります。

• [disabled]：BIOSはブート中にすべてのメッセージ
とオプション ROM情報を表示します。

• [enabled]：BIOSはロゴ画面を表示しますが、ブー
ト中にメッセージやオプション ROM情報を表示し
ません。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Quiet Boot]

set quiet-boot-config quiet-boot

POST中にサーバで重大なエラーが発生した場合の処理。
次のいずれかになります。

• [disabled]：BIOSは、サーバの起動を試行し続けま
す。

• [enabled]：POST中に重大なエラーが発生した場合、
BIOSはサーバのブート試行を一時停止し、Error
Managerを開きます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Post Error Pause]

set post-error-pause-config
post-error-pause

予期しない電力損失後に電力が復帰したときにサーバが

どのように動作するかを決定します。次のいずれかにな

ります。

• [stay-off]：手動で電源をオンにするまでサーバの電
源がオフになります。

• [last-state]：サーバの電源がオンになり、システムが
最後の状態を復元しようとします。

• [reset]：サーバの電源がオンになり、自動的にリセッ
トされます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Resume Ac On Power Loss]

set resume-ac-on-power-loss-config
resume-action
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説明名前

前面パネルの電源ボタンとリセットボタンがサーバに

よって無視されるかどうかを決定します。次のいずれか

になります。

• [disabled]：前面パネルの電源ボタンとリセットボタ
ンはアクティブであり、サーバに影響を与えるため

に使用できます。

• [enabled]：電源ボタンとリセットボタンはロック
アウトされます。サーバをリセットしたり、電源を

オンにしたりできるのは、CIMC GUIからだけで
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Front Panel Lockout]

set front-panel-lockout-config
front-panel-lockout

一貫したデバイスの命名によって、一貫した方法でイー

サネットインターフェイスに名前を付けることができま

す。これによりイーサネットインターフェイスの名前

は、より統一され、識別しやすくなり、アダプタや他の

設定に変更が加えられても永続的に保持されます。

一貫したデバイスの命名をイネーブルにするかどうか。

次のいずれかになります。

• [disabled]：一貫したデバイスの命名は BIOSポリ
シーでディセーブルになっています。

• [enabled]：一貫したデバイスの命名はBIOSポリシー
でイネーブルになっています。これにより、イーサ

ネットインターフェイスに一貫した方法で命名でき

ます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Consistent Device Naming]

set consistent-device-name-control
cdn-name

プロセッサの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できるプロセッサ BIOS設定
の一覧を示します。

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
470

サーバ関連ポリシーの設定

サーバ BIOS 設定



説明名前

プロセッサで Intel Turbo Boost Technologyを使用するか
どうか。このテクノロジーでは、仕様よりも低い電力、

温度、または電圧でプロセッサが動作していると、自動

的にそのプロセッサの周波数が上がります。次のいずれ

かになります。

• [disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。

• [enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technologyが利用されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Turbo Boost]

set intel-turbo-boost-config turbo-boost

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technologyを使用
するかどうか。このテクノロジーでは、プロセッサの電

圧やコア周波数をシステムが動的に調整できます。この

テクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発生量が

減少する可能性があります。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサの電圧または周波数を動的に
調整しません。

• [enabled]：プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep
Technologyが使用され、サポートされているすべて
のスリープ状態でさらに電力を節約することが可能

になります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Enhanced Intel Speedstep]

set enhanced-intel-speedstep-config
speed-step
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説明名前

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technologyを使用す
るかどうか。このテクノロジーでは、マルチスレッドソ

フトウェアアプリケーションのスレッドを各プロセッサ

内で並列に実行できます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでのハイパースレッディング
を禁止します。

• [enabled]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Hyper Threading]

set hyper-threading-config
hyper-threading

CPUあたりのパッケージの論理プロセッサコアの状態を
設定します。この設定を無効にすると、Intel Hyper
Threadingテクノロジーも無効になります。次のいずれか
になります。

• [all]：すべての論理プロセッサコアの多重処理を有
効にします。

• [1～ n]：サーバで実行可能な CPUあたりの論理プ
ロセッサコアの数を指定します。多重処理を無効に

して、サーバで実行される CPUあたりの論理プロ
セッサコアを 1個のみにするには、[1]を選択しま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Core Multi Processing]

set core-multi-processing-config
multi-processing
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説明名前

サーバのメモリ領域を分類し、アプリケーションコード

を実行可能な場所を指定します。この分類の結果、悪意

のあるワームがバッファにコードを挿入しようとした場

合、プロセッサでコードの実行をディセーブルにしま

す。この設定は、損害、ワームの増殖、および特定クラ

スの悪意のあるバッファオーバーフロー攻撃を防止する

のに役立ちます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。

• [enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Execute Disabled Bit]

set execute-disable bit

プロセッサで Intel Virtualization Technologyを使用するか
どうか。このテクノロジーでは、1つのプラットフォー
ムで、複数のオペレーティングシステムとアプリケー

ションをそれぞれ独立したパーティション内で実行でき

ます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでのバーチャライゼーション
を禁止します。

• [enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
システムをそれぞれ独立したパーティション内で実

行できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションを変更した場合は、設定を有効

にするためにサーバの電源を再投入する必要が

あります。

（注）

[Virtualization Technology (VT)]

set intel-vt-config vt
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説明名前

プロセッサで、インテルハードウェアプリフェッチャ

が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリか

ら取得し、統合 2次キャッシュに入れることを許可する
かどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：ハードウェアプリフェッチャは使用しま
せん。

• [enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出
されたときにプリフェッチャを使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この値を指定するには、CPUPerformanceを
[Custom]に設定する必要があります。[Custom]
以外の値の場合は、このオプションよりも、選

択されたCPUパフォーマンスプロファイルの
設定が優先されます。

（注）

[Hardware Pre-fetcher]

set processor-prefetch-config
hardware-prefetch

プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数

または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。

次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。

• [enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の
両方を取得します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この値を指定するには、CPUPerformanceを
[Custom]に設定する必要があります。[Custom]
以外の値の場合は、このオプションよりも、選

択されたCPUパフォーマンスプロファイルの
設定が優先されます。

（注）

[Adjacent Cache Line Pre-fetcher]

set processor-prefetch-config
adjacent-cache-line-prefetch

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
474

サーバ関連ポリシーの設定

サーバ BIOS 設定



説明名前

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいず

れかになります。

• [disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を
予測しようとせず、明示的に要求された行のみを取

得します。

• [enabled]：DCU Prefetcherでキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ

内の次の行を事前に取得します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DCU Streamer Pre-fetch]

set processor-prefetch-config
dcu-streamer-prefetch

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいず

れかになります。

• [disabled]：プロセッサでキャッシュデータをプリ
ロードしません。

• [enabled]：DCU IP Prefetcherで最も関連性が高いと
判断されたデータを含む L1キャッシュをプリロー
ドします。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DCU IP Pre-fetcher]

set processor-prefetch-config
dcu-ip-prefetch

プロセッサで、データを I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュに入れることにより、I/Oパフォーマンス
を向上させることができます。この設定はキャッシュミ

スを減らすのに役立ちます。次のいずれかになります。

• [disabled]：データは I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュには入れられません。

• [enabled]：データは I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュに入れられます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Direct Cache Access]

set direct-cache-access-config access
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説明名前

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入ることが

できるかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：システムは、アイドル時にも高パフォー
マンス状態を維持します。

• [enabled]：システムは DIMMや CPUなどのシステ
ムコンポーネントへの電力を低減できます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Processor C State]

set processor-c-state-config c-state

C1に入ってプロセッサが最低周波数に遷移できるように
します。この設定は、サーバをリブートするまで有効に

なりません。次のいずれかになります。

• [disabled]：CPUは C1状態でも引き続き最大周波数
で動作します。

• [enabled]：CPUは最小周波数に移行します。このオ
プションでは、C1状態での最大電力量が削減され
ます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Processor C1E]

set processor-c1e-config c1e
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説明名前

プロセッサからオペレーティングシステムに C3レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C3レポートを送信しま
せん。

• [acpi-c2]：プロセッサは Advanced Configuration and
Power Interface（ACPI）C2フォーマットを使用して
C3レポートを送信します。

• [acpi-c3]：ACPIC3フォーマットを使用してプロセッ
サから C3レポートを送信します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

Cisco UCS B440 Serverの場合、[BIOS Setup]メニューで
これらのオプションに対して [enabled]と [disabled]が使
用されます。[acpi-c2]または [acpi-c2]を指定すると、こ
のサーバではそのオプションの BIOS値に [enabled]が設
定されます。

[Processor C3 Report]

set processor-c3-report-config
processor-c3-report

プロセッサからオペレーティングシステムに C6レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C6レポートを送信しま
せん。

• [enabled]：プロセッサから C6レポートを送信しま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Processor C6 Report]

set processor-c6-report-config
processor-c6-report

プロセッサからオペレーティングシステムに C7レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C7レポートを送信しま
せん。

• [enabled]：プロセッサから C7レポートを送信しま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

Processor C7 Report

set processor-c7-report-config
processor-c7-report
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説明名前

CMCIの生成を有効にします。[Processor CMCI]フィールド

サーバの CPUパフォーマンスプロファイルを設定しま
す。次のいずれかになります。

• [enterprise]：M3サーバに対して、すべてのプリ
フェッチャとデータの再利用がイネーブルになりま

す。M1およびM2サーバについては、データの再
利用とDCUIPプリフェッチャはイネーブルになり、
他のすべてのプリフェッチャはディセーブルになり

ます。

• [high-throughput]：データの再利用と DCU IPプリ
フェッチャはイネーブルになり、他のすべてのプリ

フェッチャはディセーブルになります。

• [hpc]：プリフェッチャはすべてイネーブルになり、
データの再利用はディセーブルになります。 この

設定はハイパフォーマンスコンピューティングと

も呼ばれます。

[CPU Performance]

set cpu-performance-config
cpu-performance

平均修復時間（MTRR）変数の数を選択できます。次の
いずれかになります。

• [auto-max]：BIOSはプロセッサのデフォルト値を使
用します。

• [8]：BIOSはMTRR変数に指定された数を使用しま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Max Variable MTRR Setting]

set max-variable-mtrr-setting-config
processor-mtrr
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説明名前

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）アーキ
テクチャタイプを設定できます。次のいずれかになりま

す。

• [xapic]：標準の xAPICアーキテクチャを使用しま
す。

• [x2apic]：拡張 x2APICアーキテクチャを使用してプ
ロセッサの 32ビットアドレス指定能力をサポート
します。

• [auto]：検出された xAPICアーキテクチャを自動的
に使用します。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Local X2 APIC]

set local-x2-apic-config localx2-apic

次のオプションの CPU電源管理設定を指定できます。

• Enhanced Intel Speedstep Technology

• Intel Turbo Boost Technology

• Processor Power State C6

[Power Technology]は次のいずれかになります。

• [disabled]：サーバで CPU電源管理は実行されず、
前述の BIOSパラメータの設定が無視されます。

• Energy_Efficient：前述の BIOSパラメータに最適な
設定が決定され、これらのパラメータの個々の設定

は無視されます。

• [performance]：サーバは前述の BIOSパラメータの
パフォーマンスを自動的に最適化します。

• [custom]：前述の BIOSパラメータの個々の設定が
使用されます。これらの BIOSパラメータのいずれ
かを変更する場合は、このオプションを選択する必

要があります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Power Technology]

set processor-energy-config
cpu-power-management
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説明名前

システムパフォーマンスまたはエネルギー効率がこの

サーバで重要かどうかを判断できます。次のいずれかに

なります。

•パフォーマンス

• [balanced-performance]

• [balanced-energy]

• [energy-efficient]

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

CPUPowerManagementを [Custom]に設定する
必要があります。そのようにしない場合、この

パラメータの設定は無視されます。

（注）

[Energy Performance]

set processor-energy-config
energy-performance

アイドル時に、CPUがターボを除く最大周波数よりも低
い周波数にできるようにするかどうか。次のいずれかに

なります。

• [disabled]：アイドル中に CPUをターボを除く最大
周波数よりも低くできます。このオプションでは電

力消費が低下しますが、システムパフォーマンスが

低下する可能性があります。

• [enabled]：CPUはアイドル状態のときに最大非ター
ボ周波数未満になることができません。このオプ

ションではシステムパフォーマンスが向上します

が、消費電力が増加することがあります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Frequency Floor Override]

set frequency-floor-override-config
cpu-frequency
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説明名前

BIOSがオペレーティングシステムに P-stateサポートモ
デルを通信する方法を定義できます。Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様で定義され
る 3つのモデルがあります。

• [hw-all]：プロセッサハードウェアが、依存性のあ
る論理プロセッサ（パッケージ内のすべての論理プ

ロセッサ）間の P-stateを調整します。

• [sw-all]：OS Power Manager（OSPM）が、依存性の
ある論理プロセッサ（物理パッケージ内のすべての

論理プロセッサ）間のP-stateを調整します。すべて
の論理プロセッサで遷移を開始する必要がありま

す。

• [sw-all]：OS Power Manager（OSPM）が、依存性の
ある論理プロセッサ（パッケージ内のすべての論理

プロセッサ）間のP-stateを調整します。ドメイン内
の任意の論理プロセッサで遷移を開始する場合があ

ります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

CPUPowerManagementを [Custom]に設定する
必要があります。そのようにしない場合、この

パラメータの設定は無視されます。

（注）

[P-STATE Coordination]

set p-state-coordination-config p-state

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で

きます。次のいずれかになります。

• [balanced]：DRAMクロックスロットリングを低下
させ、パフォーマンスと電力のバランスをとりま

す。

• [performance]：DRAMクロックスロットリングは
ディセーブルです。追加の電力をかけてメモリ帯域

幅を増やします。

• [Energy Efficient]：DRAMのクロックスロットリン
グを上げてエネルギー効率を向上させます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DRAM Clock Throttling]

set dram-clock-throttling-config
dram-clock-throttling
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説明名前

CPUがメモリブロックを分割して、データの隣接部分を
インターリーブされたチャネル間に分散し、同時読み取

り動作をイネーブルにするかどうか。次のいずれかにな

ります。

• [Auto]：実行するインターリーブを、CPUが決定し
ます。

• [1-Way]：何らかのチャネルインターリーブが使用
されます。

• 2方向

• 3方向

• [4-Way]：最大量のチャネルインターリーブが使用
されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Channel Interleaving]

set interleave-config channel-interleave

1つのランクを更新中に別のランクにアクセスできるよ
う、CPUがメモリの物理ランクをインターリーブするか
どうか。次のいずれかになります。

• [Auto]：実行するインターリーブを、CPUが決定し
ます。

• [1-Way]：何らかのランクインターリーブが使用さ
れます。

• 2方向

• 4方向

• [8-Way]：最大量のランクインターリーブが使用さ
れます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Rank Interleaving]ドロップダウンリス
ト

set interleave-config rank-interleave
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説明名前

メモリを更新中に別のメモリにアクセスできるよう、CPU
が物理メモリをインターリーブするかどうか。次のいず

れかになります。

• [Auto]：実行するインターリーブを、CPUが決定し
ます。

• [1-way]：何らかのメモリインターリーブが使用さ
れます。

• 2方向

• 4方向

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Memory Interleaving]

set interleave-configmemory-interleave

CPUまたは I/Oが読み取りを要求した場合に検出された
1ビットのメモリエラーを、システムが修正するかどう
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：1ビットメモリエラーは訂正されませ
ん。

• [enabled]：1ビットメモリエラーがメモリ内部で修
正され、修正されたデータが、読み取り要求に対す

る応答に設定されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Demand Scrub]

set scrub-policies-config demand-scrub
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説明名前

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ

トメモリエラーをアクティブに探して訂正するかどう

か。次のいずれかになります。

• [disabled]：CPUがメモリアドレスの読み取りまた
は書き込みを行うときのみ、システムはメモリの

ECCエラーをチェックします。

• [enabled]：システムは定期的にメモリを読み書きし
て ECCエラーを探します。エラーが見つかると、
システムは修正を試みます。このオプションによ

り、単一ビットエラーは複数ビットエラーになる

前に修正される場合がありますが、パトロールスク

ラブの実行時にパフォーマンスが低下する場合もあ

ります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Patrol Scrub]

set scrub-policies-config patrol-scrub

物理サーバがインストールされているおおよその海抜

（m）。次のいずれかになります。

• [auto]：物理的な高度を CPUによって判別します。

• [300-m]：サーバは、海抜約 300 mです。

• [900-m]：サーバは、海抜約 900 mです。

• [1500-m]：サーバは、海抜約 1500 mです。

• [3000-m]：サーバは、海抜約 3000 mです。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Altitude]

set altitude altitude-config
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説明名前

[Package C State Limit]

set package-c-state-limit-config
package-c-state-limit
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説明名前

アイドル時にサーバコンポーネントが使用できる電力

量。次のいずれかになります。

• auto

• [no-limit]：サーバは、使用可能な任意のCステート
に入ることがあります。

• [c0]：サーバでは、すべてのサーバコンポーネント
に全電力を常時提供します。このオプションでは、

最高レベルのパフォーマンスが維持され、最大量の

電力が必要となります。

• [c1]：CPUがアイドル状態の場合、システムは、わ
ずかに電力消費を削減します。このオプションで

は、必要な電力が C0よりも少なく、サーバはすば
やくハイパフォーマンスモードに戻ることができ

ます。

• [c3]：CPUのアイドル時に、システムはC1オプショ
ンの場合よりもさらに電力消費を減らします。この

場合、必要な電力は C1または C0よりも少なくな
りますが、サーバがハイパフォーマンスモードに

戻るのに要する時間が少し長くなります。

• [c6]：CPUのアイドル時に、システムはC3オプショ
ンの場合よりもさらに電力消費を減らします。この

オプションを使用すると、C0、C1、またはC3より
も電力量が節約されますが、サーバがフルパワーに

戻るまでにパフォーマンス上の問題が発生する可能

性があります。

• [c2]：CPUのアイドル時に、システムはC1オプショ
ンの場合よりもさらに電力消費を減らします。この

場合、必要な電力は C1または C0よりも少なくな
りますが、サーバがハイパフォーマンスモードに

戻るのに要する時間が少し長くなります。

• [c7]：CPUのアイドル時に、サーバはコンポーネン
トが使用できる電力量を最小にします。このオプ

ションでは、節約される電力量が最大になります

が、サーバがハイパフォーマンスモードに戻るの

に要する時間も最も長くなります。

• [c7s]：CPUのアイドル時に、サーバはコンポーネン
トが使用できる電力量を最小にします。このオプ

ションでは、C7よりも多い電力を節約できますが、
サーバがハイパフォーマンスモードに戻るのに要
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説明名前

する時間も最も長くなります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

プロセッサの Hardware Power Management（HWPM）を
イネーブルにします。次のいずれかになります。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベン
ダーを決める際に、BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

• [disabled]：HWPMがディセーブルになります。

• [hwpm-native-mode]：HWPMネイティブモードが有
効になります。

• [hwpm-oob-mode]：HWPMアウトオブボックスモー
ドが有効になります。

[CPU Hardware Power Management]

set
cpu-hardware-power-management-config
cpu-hardware-power-management

エネルギーパフォーマンスのバイアス調整を BIOSまた
はオペレーティングシステムでオンにできるかどうかを

指定します。オプションは [BIOS]と [OS]です。

[Energy Performance Tuning]

この機能を使用すると、ワークロードを最適化できま

す。オプションは [Balanced]と [I/O Sensitive]です。
[Balanced]を使用することを推奨します。

[Workload Configuration]

Intel Directed I/O BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる Intel Directed I/O BIOS
設定の一覧を示します。
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説明名前

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：プロセッサでバーチャライゼーションテ
クノロジーを使用しません。

• [enabled]：プロセッサでバーチャライゼーションテ
クノロジーを使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

他の Intel Directed I/O BIOS設定を変更する場
合は、このオプションをイネーブルにする必要

があります。

（注）

[VT for Directed IO]

set intel-vt-directed-io-config vtd

プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remappingをサポートす
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでリマッピングをサポートし
ません。

• [enabled]：プロセッサでVT-d Interrupt Remappingを
必要に応じて使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Interrupt Remap]

set intel-vt-directed-io-config
interrupt-remapping

プロセッサで Intel VT-dCoherencyをサポートするかどう
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。

• [enabled]：プロセッサでVT-dCoherencyを必要に応
じて使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Coherency Support]

set intel-vt-directed-io-config
coherency-support
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説明名前

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。次のいずれかになり
ます。

• [disabled]：プロセッサでATSをサポートしません。

• [enabled]：プロセッサで VT-d ATSを必要に応じて
使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[ATS Support]

set intel-vt-directed-io-config ats-support

プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMAをサポートす
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでパススルー DMAをサポー
トしません。

• [enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMAを
必要に応じて使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Pass Through DMA Support]

set intel-vt-directed-io-config
passthrough-dma

RAS メモリの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる RASメモリの BIOS設
定の一覧を示します。
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説明名前

サーバに対するメモリの Reliability, Availability, and
Serviceability（RAS）の設定方法。次のいずれかになり
ます。

• [maximum-performance]：システムのパフォーマンス
が最適化されます。

• [mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が

最適化されます。

• [lockstep]：サーバ内の DIMMペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMIチャネルにま
たがって装着されている場合、ロックステップモー

ドをイネーブルにして、メモリアクセス遅延の最小

化およびパフォーマンスの向上を実現できます。

B440サーバでは [lockstep]がデフォルトでイネーブ
ルになっています。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Memory RAS Config]

set memory-ras-config ras-config

BIOSで NUMAをサポートするかどうか。次のいずれか
になります。

• [disabled]：BIOSで NUMAをサポートしません。

• [enabled]：BIOSは NUMAに対応したオペレーティ
ングシステムに必要なACPIテーブルを含みます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の

プラットフォームでシステムのソケット間メモリイ

ンターリーブをディセーブルにする必要がありま

す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[NUMA]

set numa-config numa-optimization
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説明名前

メモリミラーリングは、メモリに 2個の同じデータイ
メージを保存することにより、システムの信頼性を向上

します。

このオプションは、[Memory RAS Config]で [mirroring]
オプションを選択したときのみ使用可能です。次のいず

れかを指定できます。

• [inter-socket]：メモリは、CPUソケットをまたいで
2台の Integrated Memory Controller（IMC）間でミ
ラーリングされます。

• [intra-socket]：1台の IMCが同じソケットの別の IMC
とミラーリングされます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Mirroring Mode]

set memory-mirroring-mode
mirroring-mode

スペアリングはメモリを予備に保持することで信頼性を

最適化し、別のDIMMの障害発生時に使用できるように
します。このオプションは、メモリの冗長性を実現しま

すが、ミラーリングほどの冗長性は提供されません。使

用可能なスペアリングのモードは、現在のメモリの数に

よって異なります。

このオプションは、[Memory RAS Config]で [sparing]オ
プションを選択したときのみ使用可能です。次のいずれ

かを指定できます。

• [dimm-sparing]：1枚の DIMMが予備に保持されま
す。DIMMに障害が発生すると、その DIMMの内
容はスペア DIMMに移されます。

• [rank-sparing]：DIMMのスペアランクが予備に保持
されます。あるランクの DIMMに障害が発生した
場合、そのランクの内容がスペアランクに移されま

す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Sparing Mode]

setmemory-sparing-mode sparing-mode
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説明名前

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優

先するか。次のいずれかになります。

• [power-saving-mode]：低電圧のメモリ動作が高周波
数のメモリ動作よりも優先されます。 このモード

では、電圧を低く維持するために、メモリの周波数

が低下する可能性があります。

• [performance-mode]：高周波数の動作が低電圧の動
作よりも優先されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[LV DDR Mode]

set lv-dimm-support-config lv-ddr-mode

内部メモリ用の更新間隔レート。次のいずれかになりま

す。

• [1x]

• [2x]

• [3x]

• [4x]

• auto

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DRAM Refresh Rate]

set dram-refresh-rate-config
dram-refresh

デュアル電圧 RAMに使用される電圧。次のいずれかに
なります。

• [ddr3-1500mv]

• ddr3-1350mv

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DDR3 Voltage Selection]

set ddr3-voltage-config ddr3-voltage

シリアルポートの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトBIOS設定を介して実行できるシリアルポートのBIOS
設定の一覧を示します。
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説明名前

シリアルポートAがイネーブルかディセーブルか。次の
いずれかになります。

• [disabled]：シリアルポートはディセーブルになりま
す。

• [enabled]：シリアルポートはイネーブルになりま
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Serial Port A]

set serial-port-a-config serial-port-a

USB の BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる USB BIOS設定の一覧
を示します。

説明名前

サーバがUSBデバイスからブートできるかどうか。次の
いずれかになります。

• [disabled]：サーバは USBデバイスからブートでき
ます。

• [enabled]：サーバはUSBデバイスからブートできま
せん。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Make Device Non Bootable]

set usb-boot-config
make-device-non-bootable
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説明名前

システムでレガシーUSBデバイスをサポートするかどう
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：USBデバイスは、EFIアプリケーション
でのみ使用できます。

• [enabled]：レガシーUSBのサポートは常に使用でき
ます。

• [auto]：USBデバイスが接続されていない場合、レ
ガシーUSBのサポートがディセーブルになります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Legacy USB Support]

set usb-boot-config legacy-support

USBEHCIのアイドル時電力消費を減らすためにUSBシ
ステムにアイドル時電力最適化設定を使用するかどう

か。この設定で選択した値によって、パフォーマンスが

影響を受けることがあります。次のいずれかになりま

す。

• [high-performance]：最適なパフォーマンスを電力節
約より優先するため、USBシステムのアイドル時電
力最適化設定はディセーブルにされます。

このオプションを選択すると、パフォーマンスが大

幅に向上します。サイトにサーバの電源制限がない

場合はこのオプションを選択することを推奨しま

す。

• [lower-idle-power]：電力節約を最適なパフォーマン
スより優先するため、USBシステムのアイドル時電
力最適化設定はイネーブルにされます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB System Idle Power Optimizing
Setting]

set
usb-system-idle-power-optimizing-setting-config
usb-idle-power-optimizing
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説明名前

USB前面パネルロックは、USBポートへの前面パネル
アクセスをイネーブルまたはディセーブルにするために

設定されます。次のいずれかになります。

• disabled

• enabled

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Front Panel Access Lock]

set usb-front-panel-access-lock-config
usb-front-panel-lock

完全な USBキーボードレガシーサポートのために
60h/64hエミュレーションをシステムでサポートするか
どうか。次のいずれかになります。

• [disabled]—60h/64エミュレーションはサポートされ
ません。

• [enabled]：60h/64エミュレーションはサポートされ
ます。

サーバで USB非対応オペレーティングシステムを
使用する場合は、このオプションを選択する必要が

あります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Port 60/64 Emulation]

set usb-port-config usb-emulation

前面パネルのUSBデバイスがイネーブルかディセーブル
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：前面パネルの USBポートをディセーブ
ルにします。これらのポートに接続されるデバイス

は、BIOSおよびオペレーティングシステムによっ
て検出されません。

• [enabled]：前面パネルのUSBポートをイネーブルに
します。これらのポートに接続されるデバイスは、

BIOSおよびオペレーティングシステムによって検
出されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Port:Front]

set usb-port-config usb-front
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説明名前

内部USBデバイスがイネーブルかディセーブルか。次の
いずれかになります。

• [disabled]：内部 USBポートをディセーブルにしま
す。これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS
およびオペレーティングシステムによって検出され

ません。

• [enabled]：内部USBポートをイネーブルにします。
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOSお
よびオペレーティングシステムによって検出されま

す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Port:Internal]

set usb-port-config usb-internal

KVMポートがイネーブルかディセーブルか。次のいず
れかになります。

• [disabled]：KVMキーボードおよびマウスデバイス
をディセーブルにします。キーボードとマウスは

KVMウィンドウで機能しなくなります。

• [enabled]：KVMキーボードおよびマウスデバイス
をイネーブルにします。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Port:KVM]

set usb-port-config usb-kvm

背面パネルのUSBデバイスがイネーブルかディセーブル
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：背面パネルの USBポートをディセーブ
ルにします。これらのポートに接続されるデバイス

は、BIOSおよびオペレーティングシステムによっ
て検出されません。

• [enabled]：背面パネルのUSBポートをイネーブルに
します。これらのポートに接続されるデバイスは、

BIOSおよびオペレーティングシステムによって検
出されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Port:Rear]

set usb-port-config usb-rear
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説明名前

SDカードドライブがイネーブルかディセーブルか。次
のいずれかになります。

• [disabled]：SDカードドライブをディセーブルにし
ます。SDカードドライブは、BIOSおよびオペレー
ティングシステムによって検出されません。

• [enabled]：SDカードドライブをイネーブルにしま
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Port:SD Card]

set usb-port-config usb-sdcard

仮想メディアデバイスがイネーブルかディセーブルか。

次のいずれかになります。

• [disabled]：vMediaデバイスをディセーブルにしま
す。

• [enabled]：vMediaデバイスをイネーブルにします。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Port:VMedia]

set usb-port-config usb-vmedia

すべての物理および仮想USBデバイスがイネーブルであ
るか、ディセーブルであるか。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：すべての USBデバイスがディセーブル
です。

• [enabled]：すべての USBデバイスがイネーブルで
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[All USB Devices]

set all-usb-devices-config all-usb
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説明名前

xHCIモードのサポートを有効または無効にします。次の
いずれかになります。

• [disabled]：xHCIモードのサポートは無効です。

• [enabled]：xHCIモードのサポートは有効です。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[xHCI Mode Support]

set usb-configuration-select-config
xhci-enable-disable

PCI 設定の BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる PCI設定の BIOS設定
の一覧を示します。

説明名前

PAEサポートなしで動作しているオペレーティングシス
テムのメモリ使用率を、BIOSがシステム設定に応じて
4GB以下で最大化するかどうか。次のいずれかになりま
す。

• [disabled]：メモリ使用率を最大化しません。 PAE
をサポートするオペレーティングシステムすべてに

このオプションを選択します。

• [enabled]：PAEをサポートしないオペレーティング
システムについて 4GB以下でメモリ使用率を最大
化します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Max Memory Below 4G]

set max-memory-below-4gb-config
max-memory
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説明名前

64ビット PCIデバイスの 4 GB以上のアドレス空間に対
するメモリマップド I/Oをイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。レガシーなオプション ROMは 4 GB
を超えるアドレスにアクセスできません。PCIデバイス
が 64ビット対応でも、レガシーなオプションROMを使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機

能しない場合があります。次のいずれかになります。

• [disabled]：64ビット PCIデバイスを 4 GB以上のア
ドレス空間にマッピングしません。

• [enabled]：64ビット PCIデバイスを 4 GB以上のア
ドレス空間にマッピングします。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Memory Mapped IO Above 4Gb Config]

setmemory-mapped-io-above-4gb-config
memory-mapped-io

システムに複数の VGAデバイスがある場合は、VGAグ
ラフィックスデバイスのプライオリティを設定できま

す。次のいずれかになります。

• [onboard]：プライオリティがオンボード VGAデバ
イスに与えられます。BIOSポスト画面および OS
ブートはオンボード VGAポート経由で駆動されま
す。

• [offboard]：プライオリティが PCIEグラフィックス
アダプタに与えられます。BIOSポスト画面および
OSブートは外部グラフィックスアダプタポート経
由で駆動されます。

• [onboard-vga-disabled]：プライオリティが PCIEグラ
フィックスアダプタに与えられ、オンボード VGA
デバイスはディセーブルになります。

オンボードVGAがディセーブルの場合、
vKVMは機能しません。

（注）

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オンボード VGAデバイスのみが Cisco UCS B
シリーズサーバでサポートされます。

（注）

[VGA Priority]

set vga-priority-config vga-priority

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
499

サーバ関連ポリシーの設定

サーバ BIOS 設定



説明名前

BIOSでの ASPM（アクティブ電源状態管理）サポート
のレベルを設定できます。次のいずれかになります。

• [disabled]：ASPMサポートは、BIOSでディセーブ
ルです。

• [auto]：電力状態を CPUによって判別します。

• [forcel0]：すべてのリンクを強制的にL0スタンバイ
（L0s）状態にします。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[ASPM Support]

set aspm-support-config aspm-support

QPI の BIOS 設定
次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができる QPIの BIOS
設定を示しています。

説明名前

Intel QuickPath Interconnect（QPI）リンク周波数（ギガトランス
ファー/秒（MT/s）単位）。次のいずれかになります。

• [6400]

• 7200

• 8000

• 9600

• [Auto]：QPIリンク周波数は CPUによって決定されます。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダーの
BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[QPI Link Frequency]

set
qpi-link-frequency-select-config
qpi-link-freqency-mt-per-sec
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説明名前

次のいずれかになります。

• [home-snoop]：スヌープは、常に、メモリコントローラの
ホームエージェント（集中型リング停止）によって起動さ

れます。このモードは、早期スヌープよりローカル遅延が

多いですが、未処理トランザクションが増えた場合に予備

のリソースを使用できます。

• [cluster-on-die]：このモードは、コアが 10以上のプロセッ
サでのみ使用できます。高度に NUMA最適化されたワー
クロードに最適なモードです。

• [home-directory-snoop-with-osb]

• [early-snoop]：分散キャッシュリング停止で、別のキャッ
シングエージェントにスヌーププローブまたは要求を直

接送信できます。このモードは、遅延が少なく、スレッド

全体でデータセットを共有しているためにキャッシュ間転

送からメリットが得られるワークロードや NUMA最適化
されていないワークロードに最適です。

• [auto]：QPIスヌープモードは CPUによって決定されま
す。

• [platform-default]：BIOSは、サーバタイプとベンダーの
BIOSデフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[QPI Snoop Mode]

set qpi-snoop-mode
vpqpisnoopmode

LOM および PCIe スロットの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる USB BIOS設定の一覧
を示します。
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説明名前

オプション ROMが SASポートで使用できる
かどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe Slot:SAS OptionROM]

set slot-option-rom-enable-config pcie-sas

このオプションを使用すると、PCIeスロット
nに装着されているアダプタカードの最大速
度を制限できます。次のいずれかになります。

• [gen1]：最大速度が 2.5 GT/s（ギガ転送/
秒）になります。

• [gen2]：最大速度が 5 GT/sになります。

• [gen3]：最大速度が 8 GT/sになります。

• [auto]：最高速度は自動的に設定されま
す。

• [Disabled]：最大速度は制限されません。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe Slot:n Link Speed]

set slot-link-speed-config pcie-slotn-link-speed
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説明名前

オプション ROMがポートで使用できるかど
うか。次のいずれかになります。

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe Slot:n OptionROM]

set
slot-option-rom-enable-configslotn-option-rom-enable

オプション ROMがHBAポートで使用できる
かどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe Slot:HBA OptionROM]

set slot-option-rom-enable-config pcie-hba
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説明名前

オプション ROMがMLOMポートで使用でき
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe Slot:MLOM OptionROM]

set slot-option-rom-enable-config pcie-mlom

オプション ROMがポートで使用できるかど
うか。次のいずれかになります。

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe Slot:N1 OptionROM]

set slot-option-rom-enable-config pcie-n1
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説明名前

オプション ROMがポートで使用できるかど
うか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [Enabled]：拡張スロットを使用できま
す。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe Slot:N2 OptionROM]

set slot-option-rom-enable-config pcie-n2

オプション ROMが 10G LOMポートで使用で
きるかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

[PCIe 10G LOM 2 Link]

set lom-ports-config pcie-lom2-link

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

PCI ROM CLP

set pci-rom-clp-support pci-rom-clp-config
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説明名前

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

SIOC1オプション ROM

set sioc1-optionrom-config sioc1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

SIOC2オプション ROM

set sioc2-optionrom-config sioc2-optionrom
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説明名前

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

SB MEZZ1オプション ROM

set sbmezz1-optionrom-config sbmezz1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

IOE Slot1オプション ROM

set ioeslot1-optionrom-config ioeslot1-optionrom
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説明名前

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

IOE MEZZ 1オプション ROM

set ioemezz1-optionrom-config ioemezz1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

IOE Slot2オプション ROM

set ioeslot2-optionrom-config ioeslot2-optionrom
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説明名前

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

IO ENVME1オプション ROM

set ioenvme1-optionrom-config ioenvme1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

IO ENVME2オプション ROM

set ioenvme2-optionrom-config ioenvme2-optionrom
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説明名前

• [disabled]：拡張スロットを使用できませ
ん。

• [enabled]：拡張スロットは使用できます。

• [uefi-only]
：拡張スロットは UEFIにのみ使用でき
ます。

• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーで
のみ使用できます。

• [Platform Default][platform-default]：BIOS
は、サーバタイプとベンダーの BIOSデ
フォルト値に含まれるこの属性の値を使

用します。

SBNVME1オプション ROM

set sbnvme1-optionrom-config sbnvme1-optionrom

グラフィックス構成の BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して実行できるグラフィックス構成
の BIOS設定の一覧を示します。

説明名前

統合グラフィックスをイネーブルにします。次のいずれ

かになります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

• [enabled]：統合グラフィックスがイネーブルになり
ます。

• [disabled]：統合グラフィックスがディセーブルにな
ります。

[Integrated Graphics]

set integrated-graphics-config
integrated-graphics
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説明名前

統合グラフィックスコントローラのマップドメモリの

サイズを設定できます。次のいずれかになります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

• 128mb

• [256mb]

• [512mb]

• [1024mb]

• [2048mb]

• [4096mb]

[Aperture Size]

set integrated-graphics-aperture-config
integrated-graphics-aperture

オンボードグラフィックス（KVM）をイネーブルにし
ます。次のいずれかになります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

• [enabled]：オンボードグラフィックがイネーブルに
なります。

• [disabled]：オンボードグラフィックスがディセーブ
ルになります。

Onboard Graphics

set onboard-graphics-config
onboard-graphics

ブートオプションの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトBIOS設定を介して実行できるブートオプションBIOS
設定の一覧を示します。
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説明名前

BIOSでユーザ入力を待機せずに非 EFIベースのブート
オプションを再試行するかどうか。次のいずれかになり

ます。

• [disabled]：ユーザ入力を待機してから非EFIベース
のブートオプションを再試行します。

• [enabled]：ユーザ入力を待機せずに非 EFIベースの
ブートオプションを継続的に再試行します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Boot Option Retry]

set boot-option-retry-config retry

Intel SASEntryRAIDモジュールがイネーブルかどうか。
次のいずれかになります。

• [disabled]：Intel SAS Entry RAIDモジュールはディ
セーブルです。

• [enabled]：Intel SASEntryRAIDモジュールはイネー
ブルです。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Intel Entry SAS RAID]

set intel-entry-sas-raid-config sas-raid

Intel SASEntryRAIDモジュールがどのように設定される
か。次のいずれかになります。

• [it-ir-raid]：Intel IT/IRRAIDを使用するようRAIDモ
ジュールを設定します。

• [intel-esrtii]：Intel Embedded Server RAID Technology
IIを使用するよう RAIDモジュールを設定します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Intel Entry SAS RAID Module]

set intel-entry-sas-raid-config
sas-raid-module
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説明名前

オンボードソフトウェアRAIDコントローラをサーバに
使用できるかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：ソフトウェアRAIDコントローラを使用
できません。

• [enabled]：ソフトウェア RAIDコントローラを使用
できます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Onboard SCU Storage Support]

set onboard-sas-storage-config
onboard-sas-ctrl

CiscoUCSManagerのBIOSパラメータ仮想化機能により、統合された一連のサービスプロファ
イルの BIOS設定を実際の BIOSサポートパラメータにマッピングします。ただし、すべての
BIOS設定項目がすべてのサーバモデルやプラットフォームに適用できるわけではありませ
ん。カスタムBIOSポリシーを作成し、[BootOptionRetry]を選択したときに、ブート可能なオ
プションがない場合は、Cisco UCS B420 M3または Cisco UCS B420 M4サーバのリブートは失
敗し、CiscoUCSManagerは次のメッセージを表示します。「Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key」。ブートパスを修正した後には、手
動でブートオプションを設定して、サーバが停電の後にリブートできるようにしておく必要

があります。BIOSデフォルトサーバのポリシー、および BIOSオプションとそのデフォルト
設定の詳細については、BIOSポリシー, （521ページ）およびサーバ BIOS設定, （467ペー
ジ）を参照してください。

（注）

サーバ管理 BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できるサーバ管理 BIOS設定
の一覧を示します。
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General Settings

説明名前

システムエラー（SERR）の発生時に、BIOSがマスク不
能割り込み（NMI）を生成し、エラーをログに記録する
かどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：SERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
することもエラーをログに記録することもしませ

ん。

• [enabled]：SERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
し、エラーをログに記録します。[AssertNmionPerr]
をイネーブルにするには、この設定をイネーブルに

する必要があります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Assert Nmi on Serr]

set assert-nmi-on-serr-config assertion

プロセッサバスパリティエラー（PERR）の発生時に、
BIOSがマスク不能割り込み（NMI）を生成し、エラーを
ログに記録するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：PERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
することもエラーをログに記録することもしませ

ん。

• [enabled]：PERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
し、エラーをログに記録します。この設定を使用す

るには、[Assert Nmi on Serr]をイネーブルにする必
要があります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Assert Nmi on Perr]

set assert-nmi-on-perr-config assertion

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
514

サーバ関連ポリシーの設定

サーバ BIOS 設定



説明名前

BIOSが定義済みのタイムアウト値を持つウォッチドッ
グタイマーをプログラムするかどうか。タイマーが切れ

る前にオペレーティングシステムのブートを完了しない

場合、CIMCはシステムをリセットし、エラーがログに
記録されます。次のいずれかになります。

• [disabled]：サーバブートにかかる時間を追跡するた
めのウォッチドッグタイマーを使用しません。

• [enabled]：サーバブートにかかる時間をウォッチ
ドッグタイマーで追跡します。サーバが事前に定義

した時間内にブートしない場合、CIMCはシステム
をリセットし、エラーを記録します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この機能には、オペレーティングシステムのサポートま

たは Intel管理ソフトウェアが必要です。

[OS Boot Watchdog Timer]

set os-boot-watchdog-timer-config
os-boot-watchdog-timer

ウォッチドッグタイマーが切れた場合にシステムで実行

されるアクション。次のいずれかになります。

• [power-off]：OSブート中にウォッチドッグタイマー
が期限切れになった場合、サーバは電源オフになり

ます。

• [reset]：OSブート中にウォッチドッグタイマーが
期限切れになった場合、サーバはリセットされま

す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションは、[OSBootWatchdogTimer]をイネーブ
ルにした場合にだけ利用できます。

[OS Boot Watchdog Timer Timeout
Policy]

set os-boot-watchdog-timer-policy-config
os-boot-watchdog-timer-policy
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説明名前

BIOSでウォッチドッグタイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。次のいずれかになります。

• [5-minutes]：ウォッチドッグタイマーは OSブート
開始から 5分後に期限切れになります。

• [10-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 10分後に期限切れになります。

• [15-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 15分後に期限切れになります。

• [20-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 20分後に期限切れになります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションは、[OSBootWatchdogTimer]をイネーブ
ルにした場合にだけ利用できます。

[OS Boot Watchdog Timer Timeout]

set
os-boot-watchdog-timer-timeout-config
os-boot-watchdog-timer-timeout

POST中にシステムがハングした場合に、システムを回
復するためにFRB-2タイマーが使用されるかどうか。次
のいずれかになります。

• [Disabled]：FRB-2タイマーは使用されません。

• [Enabled]：POST中に FRB-2タイマーが開始され、
必要に応じてシステムの回復に使用されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[FRB-2 Timer]

set frb-2-timer-config frb-2-timer
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コンソールリダイレクション設定

説明名前

POSTおよび BIOSのブート中に、シリアルポートをコ
ンソールリダイレクションに使用できるようにします。

BIOSのブートが完了し、オペレーティングシステムが
サーバを担当すると、コンソールリダイレクションは関

連がなくなり、無効になります。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：POST中にコンソールリダイレクション
は発生しません。

• [serial-port-a]：POST中のコンソールリダイレクショ
ンのためシリアルポートAをイネーブルにします。
このオプションはブレードサーバおよびラックマウ

ントサーバに対して有効です。

• [serial-port-b]：POST中のコンソールリダイレクショ
ンのためシリアルポートBをイネーブルにし、サー
バ管理タスク実行を許可します。このオプション

は、ラックマウントサーバでのみ有効です。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションをイネーブルにする場合は、

POST中に表示される Quiet Bootのロゴ画面も
ディセーブルにします。

（注）

[Console Redirection]

set console-redir-config console-redir

フロー制御にハンドシェイクプロトコルを使用するかど

うか。送信要求/クリアツーセンド（RTS/CTS）を使用
すると、隠れた端末問題が原因で発生する可能性がある

フレームコリジョンを減らすことができます。次のいず

れかになります。

• [none]：フロー制御は使用されません。

• [rts-cts]：フロー制御に RTS/CTSが使用されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[Flow Control]

set console-redir-config flow-control
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説明名前

シリアルポートの伝送速度として使用されるボーレー

ト。[Console Redirection]をディセーブルにした場合は、
このオプションを使用できません。次のいずれかになり

ます。

• [9600]：9600ボーレートが使用されます。

• [19200]：19200ボーレートが使用されます。

• [38400]：38400ボーレートが使用されます。

• [57600]：57600ボーレートが使用されます。

• [115200]：115200ボーレートが使用されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[BAUD Rate]

set console-redir-config baud-rate

コンソールリダイレクションに使用される文字フォー

マットのタイプ。次のいずれかになります。

• [pc-ansi]：PC-ANSI端末フォントが使用されます。

• [vt100]：サポートされている vt100ビデオ端末とそ
の文字セットが使用されます。

• [vt100-plus]：サポートされている vt100-plusビデオ
端末とその文字セットが使用されます。

• [vt-utf8]：UTF-8文字セットのビデオ端末が使用さ
れます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[Terminal Type]

set console-redir-config terminal-type
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説明名前

シリアルポートでレガシーなオペレーティングシステ

ム（DOSなど）からのリダイレクションをイネーブルに
するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：コンソールリダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアルポートはレガシーオペレー

ティングシステムから非表示になります。

• [enabled]：コンソールリダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアルポートはレガシーオペレー

ティングシステムに表示されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Legacy OS Redirect]

set console-redir-config legacy-os-redir
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説明名前

PuTTYファンクションキーおよびテンキーの最上段の
キーのアクションを変更できます。次のいずれかになり

ます。

• [VT100]：ファンクションキーによって ESC OP～
ESC O[を生成します。

• [linux]：Linux仮想コンソールを模倣します。ファ
ンクションキー F6～ F12はデフォルトモードと同
様に動作しますが、F1～ F5は ESC [[A～ ESC [[E
を生成します。

• [xtermr6]：ファンクションキー F5～ F12がデフォ
ルトモードと同様に動作します。ファンクション

キー F1～ F4によって ESC OP～ ESC OSを生成し
ます。これはデジタル端末のキーパッドの上段に

よって生成されるシーケンスです。

• [sco]：ファンクションキー F1～ F12が ESC [M～
ESC [Xを生成します。ファンクションおよび Shift
キーが ESC [Y～ ESC [jを生成します。Ctrlおよび
ファンクションキーが ESC [k～ ESC [vを生成しま
す。Shift、Ctrlおよびファンクションキーが ESC
[w～ ESC [{を生成します。

• [escn]：デフォルトモードです。ファンクション
キーはデジタル端末の一般的な動作と一致します。

ファンクションキーが ESC [11~や ESC [12~などの
シーケンスを生成します。

• [vt400]：ファンクションキーがデフォルトモード
と同様に動作します。テンキーの最上段のキーに

よって ESC OP～ ESC OSを生成します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーの BIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Putty KeyPad]

set console-redir-config
putty-function-keypad

WindowsのSpecial AdministrationControl（SAC）で使用。[Out of Band Management]

[Redirection After BIOS POST]
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BIOS ポリシー
BIOSポリシーは、サーバまたはサーバグループに対するBIOS設定の設定を自動化するポリシー
です。ルート組織内のすべてのサーバに対して使用可能なグローバル BIOSポリシーを作成する
か、サブ組織の階層に対してだけ使用可能な BIOSポリシーを作成できます。

BIOSポリシーを使用するには、次の手順を実行します。

1 Cisco UCS Managerで BIOSポリシーを作成します。

2 BIOSポリシーを 1つ以上のサービスプロファイルに割り当てます。

3 サービスプロファイルをサーバと関連付けます。

サービスプロファイルの関連付け時に、Cisco UCS Managerはサーバ上の BIOS設定を BIOSポリ
シー内の設定と一致するように変更します。BIOSポリシーを作成せず、BIOSポリシーをサービ
スプロファイルに割り当てていない場合は、サーバの BIOS設定にそのサーバプラットフォーム
のデフォルトが使用されます。

デフォルトの BIOS 設定
Cisco UCS Managerは、Cisco UCSがサポートするサーバの各タイプのための 1セットのデフォル
トBIOS設定を含んでいます。デフォルトBIOS設定は、ルート組織だけで使用でき、グローバル
です。Cisco UCSでサポートされている各サーバプラットフォームには、1セットの BIOS設定だ
けを適用できます。デフォルトBIOS設定は変更できますが、デフォルトBIOS設定の追加セット
の作成はできません。

デフォルト BIOS設定の各セットは、サポートされているサーバの特定のタイプに合わせて設計
されており、サービスプロファイルに BIOSポリシーが含まれていない、特定のタイプのすべて
のサーバに適用されます。

Cisco UCS実装にサーバ特定の設定によって満たされない特定の要件があるのでない限り、Cisco
UCSドメインのサーバの各タイプ用に設計されたデフォルト BIOS設定を使用するよう推奨しま
す。

Cisco UCSManagerにより、これらのサーバプラットフォーム固有のBIOS設定が次のように適用
されます。

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルには、BIOSポリシーはインクルードされま
せん。

• BIOSポリシーには、特定の設定に対するプラットフォームデフォルトのオプションが設定
されます。

Cisco UCS Managerによって提供されるデフォルト BIOS設定は変更できます。ただし、デフォル
トの BIOS設定に対する変更は、その特定のタイプまたはプラットフォームのすべてのサーバに
適用されます。特定のサーバの BIOS設定だけを変更する場合は、BIOSポリシーを使用すること
を推奨します。
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BIOS ポリシーの作成

Cisco UCS Managerは、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定による BIOS設定の変更
をCisco IntegratedManagement Controller（CIMC）バッファにプッシュします。これらの変更は
バッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。

設定するサーバでBIOS設定のサポートを確認することをお勧めします。RASメモリのミラー
リングモードなどの一部の設定は、すべてのCiscoUCSサーバでサポートされているわけでは
ありません。

（注）

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定した組織で組織モードを開始します。デフォルト組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

BIOSポリシーを指定されたポリシー名で作成し、組織BIOS
ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
bios-policy policy-name

ステップ 2   

CLIコマンドに関する各BIOS設定のオプションの詳細につ
いては、次のトピックを参照してください。

BIOS設定を設定しま
す。

ステップ 3   

• [Main]ページ：メイン BIOS設定, （468ページ）

• [Processor]ページ：プロセッサの BIOS設定, （470
ページ）

• [Intel Directed IO]ページ： Intel Directed I/O BIOS設定,
（487ページ）

• [RAS Memory]ページ： RASメモリの BIOS設定, （
489ページ）

• [Serial Port]ページ：シリアルポートの BIOS設定, （
492ページ）

• [USB]ページ： USBの BIOS設定, （493ページ）

• [PCI Configuration]ページ： PCI設定の BIOS設定, （
498ページ）

• [Boot Options]ページ：ブートオプションの BIOS設
定, （511ページ）

• [Server Management]ページ：サーバ管理 BIOS設定,
（513ページ）
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目的コマンドまたはアク

ション

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/bios-policy
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ルート組織下で BIOSポリシーを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create bios-policy biosPolicy3
UCS-A /org/bios-policy* # set numa-config numa-optimization enabled
UCS-A /org/bios-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/bios-policy #

BIOS デフォルトの変更
設定するサーバで BIOS設定のサポートを確認することをお勧めします。RASメモリのミラーリ
ングモードなどの一部の設定は、すべてのCisco UCSサーバでサポートされているわけではあり
ません。

Cisco UCS実装にサーバ特定の設定によって満たされない特定の要件があるのでない限り、Cisco
UCSドメインのサーバの各タイプ用に設計されたデフォルト BIOS設定を使用するよう推奨しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステッ

プ 1   

サーバデフォルトモードを開始します。UCS-A /system # scope server-defaultsステッ

プ 2   

（任意）すべてのサーバのプラットフォー

ムの説明を表示します。

UCS-A /system/server-defaults # show
platform

ステッ

プ 3   

指定したサーバでサーバデフォルトモード

を開始します。platform-description引数に、
UCS-A /system/server-defaults # scope
platform platform-description

ステッ

プ 4   
次のフォーマットを使用して show platform
コマンドによって表示されるサーバの説明

を入力します："vendor" model revision。

ベンダーは、すべての句読点を含

む show platformコマンドで表示
されるとおり正確に入力する必要

があります。

ヒント
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目的コマンドまたはアクション

サーバでサーバデフォルト BIOS設定モー
ドを開始します。

UCS-A /system/server-defaults/platform #
scope bios-settings

ステッ

プ 5   

CLIコマンドに関する各 BIOS設定のオプ
ションの詳細については、次のトピックを

参照してください。

BIOS設定を再設定します。ステッ

プ 6   

• [Main]ページ：メイン BIOS設定, （
468ページ）

• [Processor]ページ：プロセッサのBIOS
設定, （470ページ）

• [Intel Directed IO]ページ： Intel Directed
I/O BIOS設定, （487ページ）

• [RAS Memory]ページ： RASメモリの
BIOS設定, （489ページ）

• [Serial Port]ページ：シリアルポート
の BIOS設定, （492ページ）

• [USB]ページ： USBの BIOS設定, （
493ページ）

• [PCI Configuration]ページ： PCI設定の
BIOS設定, （498ページ）

• [BootOptions]ページ：ブートオプショ
ンの BIOS設定, （511ページ）

• [Server Management]ページ：サーバ管
理 BIOS設定, （513ページ）

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/system/server-defaults/platform/bios-settings
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

次に、プラットフォームの NUMAデフォルト BIOS設定を変更し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope server-defaults
UCS-A /system/server-defaults # show platform

Platform:
Product Name Vendor Model Revision
------------ ---------- ---------- --------
Cisco B200-M1

Cisco Systems, Inc.
N20-B6620-1
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0

UCS-A /system/server-defaults # scope platform "Cisco Systems, Inc." N20-B6620-1 0
UCS-A /system/server-defaults/platform # scope bios-settings
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings # set numa-config numa-optimization
disabled
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings* # commit-buffer
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings #

サーバの実際の BIOS 設定の表示
サーバの実際の BIOS設定を表示するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id/
server-id

ステップ 1   

指定したサーバでBIOSモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope biosステップ 2   

指定したサーバでBIOS設定モードを開始
します。

UCS-A /chassis/server/bios # scope
bios-settings

ステップ 3   

BIOS設定を表示します。show ?と入力し
て、settingで使用可能な値のリストを表示
します。

UCS-A
/chassis/server/bios/bios-settings #
show setting

ステップ 4   

次に、シャーシ 1のブレード 3の BIOS設定を表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope bios
UCS-A /chassis/server/bios # scope bios-settings
UCS-A /chassis/server/bios/bios-settings # show intel-vt-config

Intel Vt Config:
Vt
--
Enabled

UCS-A /chassis/server/bios/bios-settings #

トラステッドプラットフォームモジュールの設定

トラステッドプラットフォームモジュール

トラステッドプラットフォームモジュール（TPM）は、サーバの認証に使用するアーティファク
トを安全に保存できるコンポーネントです。これらのアーティファクトには、パスワード、証明

書、または暗号キーを収録できます。プラットフォームが信頼性を維持していることを確認する
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うえで効果的なプラットフォームの尺度の保存でも、TPMを使用できます。すべての環境で安全
なコンピューティングを実現するうえで、認証（プラットフォームがその表明どおりのものであ

ることを証明すること）および立証（プラットフォームが信頼でき、セキュリティを維持してい

ることを証明するプロセス）は必須の手順です。これは IntelのTrustedExecutionTechnology（TXT）
セキュリティ機能の要件であり、TPMを搭載したサーバの BIOS設定でイネーブルにする必要が
あります。Cisco UCS M4ブレードおよびラックマウントサーバは、TPMをサポートします。デ
フォルトでは、TPMはこれらのサーバで有効になっています。

重要 • Cisco UCSManagerをリリース 2.2(4)にアップグレードする場合は、TPMが有効になりま
す。

• TPMが有効な状態で Cisco UCS Managerをリリース 2.2(4)からダウングレードすると、
TPMが無効になります。

Intel Trusted Execution Technology
Intel Trusted Execution Technology（TXT）を使用すると、ビジネスサーバ上で使用および保管され
る情報の保護機能が強化されます。この保護の主要な特徴は、隔離された実行環境および付随メ

モリ領域の提供にあり、機密データに対する操作をシステムの他の部分から見えない状態で実行

することが可能になります。Intel TXTは、暗号キーなどの機密データを保管できる封印されたス
トレージ領域を提供し、悪意のあるコードからの攻撃時に機密データが漏洩するのを防ぐために

利用できます。Cisco UCS M4ブレードおよびラックマウントサーバは、TXTをサポートしてい
ます。デフォルトでは、TXTはこれらのサーバで無効になっています。

TXTはTPM、Intel Virtualization Technology（VT）、および Intel Virtualization Technology for Directed
I/O（VT-d）が有効になっている場合にだけ、有効にできます。TXTだけを有効にすると、暗黙的
に TPM、VT、および VT-dも有効になります。

信頼できるプラットフォーム

CiscoUCSME-2814コンピュートカートリッジのモジュラサーバには、TPMおよびTXTのサポー
トが含まれています。Cisco UCS M4ブレードおよびラックマウントサーバは、TPMおよび TXT
をサポートします。 UCS Managerリリース 2.5(2)UCS Managerリリース 2.2(4)では、TPMおよび
TXTで次の操作を実行できます。

• TPMの有効化または無効化, （527ページ）

• TXTの有効化または無効化, （528ページ）

•ブレードサーバの TPMのクリア, （839ページ）またはラックマウントサーバの TPMのク
リア, （855ページ）
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Cisco UCSM3ブレードサーバの場合は、F2を押して BIOSセットアップメニューを表示し、
設定を変更します。

（注）

TPM の有効化または無効化

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

BIOSポリシーを指定されたポリシー名で作
成し、組織BIOSポリシーモードを開始しま
す。

UCS-A /org # create bios-policy
policy-name

ステップ 2   

TPMを有効にするか、無効にするかを指定
します。Platform-defaultでは、TPMは有効
になっています。

UCS-A /org/bios-policy* # set
trusted-platform-module-config
tpm-support {enabled | disabled |
platform-default}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/bios-policy* #
commit-buffer

ステップ 4   

指定されたサービスプロファイルを作成し、

サービスプロファイルのコンフィギュレー

ションモードを開始します。

UCS-A /org # create service-profile
sp-name}

ステップ 5   

指定された BIOSポリシーをサービスプロ
ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile* # set
bios-policy policy-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 7   

サービスプロファイルを 1つのサーバに関
連付けます。

UCS-A /org/service-profile #
associate server chassis-id / slot-id

ステップ 8   

次に、TPMを有効にする例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # create bios-policy bp1
UCS-A /org/bios-policy* # set trusted-platform-module-config tpm-support enabled
UCS-A /org/bios-policy* # commit-buffer
UCS-A /org # create service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy bp1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
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UCS-A /org/service-profile # associate server 1/2

TXT の有効化または無効化

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。

ルート組織モードを開始するには、/を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

BIOSポリシーを指定されたポリシー名で
作成し、組織 BIOSポリシーモードを開
始します。

UCS-A /org # create bios-policy
policy-name

ステップ 2   

TXTを有効にするか、無効にするかを指
定します。Platform-defaultでは、TXTは
有効になっています。

UCS-A /org/bios-policy* # set
intel-trusted-execution-technology-config
txt-support {enabled | disabled |
platform-default}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/bios-policy* # commit-bufferステップ 4   

指定されたサービスプロファイルを作成

し、サービスプロファイルのコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

UCS-A /org # create service-profile
sp-name}

ステップ 5   

指定された BIOSポリシーをサービスプ
ロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile* # set
bios-policy policy-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 7   

サービスプロファイルを 1つのサーバに
関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # associate
server chassis-id / slot-id

ステップ 8   

次に、TXTを有効にする例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # create bios-policy bp1
UCS-A /org/bios-policy* # set intel-trusted-execution-technology-config txt-support enabled
UCS-A /org/bios-policy* # commit-buffer
UCS-A /org # create service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy bp1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile # associate server 1/2
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一貫したデバイスの命名

オペレーティングシステムが一貫した方法でイーサネットインターフェイスに命名できるメカニ

ズムがない場合は、サーバの構成が変更されたネットワーク接続の管理は困難になります。Cisco
UCS Managerリリース 2.2(4)で導入された一貫したデバイスの命名（CDN）を使用すると、イー
サネットインターフェイスに一貫した方法で名前を付けることができます。これにより、アダプ

タまたは他の設定が変更された場合でも、イーサネットインターフェイスの名前がより永続的に

なります。

vNICの CDNを設定するには、次の手順を実行します。

• BIOSポリシーで一貫したデバイスの命名を有効にします。

• BIOSポリシーとサービスプロファイルを関連付けます。

• vNICの一貫した命名を設定します。

一貫したデバイスの命名の注意事項と制約事項

•一貫したデバイスの命名（CDN）はWindows 2012 R2でのみサポートされます。その他のオ
ペレーティングシステムではサポートされません。

• CDNは、M3以降のすべてのブレードサーバとラックマウントサーバでサポートされます。

• CDNをサポートするには、BIOSとアダプタファームウェアがリリース 2.2(4)バンドルに組
み込まれている必要があります。

• Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)では、CDNは次のアダプタでのみサポートされます。

◦ Cisco UCS VIC 1225（UCSC-PCIE-CSC-02）

◦ Cisco UCS MLOM 1227（UCSC-MLOM-CSC-02）

◦ Cisco UCS VIC 1225T（UCSC-PCIE-C10T-02）

◦ Cisco UCS MLOM 1227T（UCSC-MLOM-C10T-02）

◦ Cisco UCS VIC 1240（UCSB-MLOM-40G-01）

◦ Cisco UCS VIC 1280（UCS-VIC-M82-8P）

◦ Cisco UCS VIC 1340（UCSB-MLOM-40G-03）

◦ Cisco UCS VIC 1380（UCSB-VIC-M83-8P）

• CDNは vNICテンプレートおよびダイナミック vNICではサポートされません。

•同じサービスプロファイル内の複数の vNICに同じ CDN名を指定することはできません。

• CDN名が vNICに指定されていない場合は、vNIC名が CDN名として使用されます。

• vNICに設定する CDN名は、[Admin CDN Name]として表示されます。vNICに最後に適用さ
れた CDN名は、[Oper CDN Name]として表示されます。たとえば、「vnic0」という名前の
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vNICの [Admin CDN Name]が cdn0の場合、この vNICの [Oper CDN Name]は cdn0になりま
すが、同じ vNICでも [Admin CDN Name]が指定されていない場合は [Oper CDN Name]は
vnic0になります。

• Cisco UCS Managerリリース 2.2(4) では、CDNが関連付けられたサーバに割り当てられた
BIOSポリシーで有効な場合、Cisco UCS Managerのダウングレードは禁止されています。

• Cisco UCS Managerリリース 2.2(4) では、CDN対応 BIOSポリシーがサーバに割り当てられ
ている場合は、BIOSファームウェアのダウングレードは禁止されています。

• Cisco UCS Managerリリース 2.2(4) では、CDN対応 BIOSポリシーがサーバに割り当てられ
ている場合は、アダプタファームウェアのダウングレードは禁止されています。

•適用された BIOSポリシーが CDN非対応から CDN対応に、または CDN 対応から CDN非
対応に変更された場合は、BIOS更新プログラムのリブートが有効かどうかに関係なく、警
告が表示されホストがリブートします。

• Windowsオペレーティングシステムをインストールする前に、BIOSポリシーでCDNを有効
にし、vNIC に CDN 名を追加しておくことを推奨します。

• Windowsオペレーティングシステムがすでにサーバにインストールされ、CDN が BIOS ポ
リシーで有効な場合は、次の手順を実行します。

1 ネットワークドライバをアンインストールします。

2 システムで非表示のデバイスをスキャンし、それらをアンインストールします。

3 システムで新しいハードウェアを再スキャンし、ネットワークドライバを再インストー

ルします。

これを行わないと、vNICが設定された CDN名で認識されません。

•サービスプロファイルで、適用された BIOSポリシーが CDN非対応から CDN対応に、ま
たは CDN 対応から CDN非対応に変更された場合は、次の手順を実行します。

1 ネットワークドライバをアンインストールします。

2 システムで非表示のデバイスをスキャンし、それらを削除します。

3 システムで新しいハードウェアを再スキャンし、ネットワークドライバを再インストー

ルします。

BIOSポリシーが CDN対応から CDN非対応に変更された場合は、CDN名が
システム上のすべての vNICから削除されたことを確認します。

（注）

• vNICに変更が加えられた場合、システム上のすべてのデバイスの BDFも変更されます。次
に、システムに存在するすべての vNICの BDFの変更をトリガするいくつかのシナリオを示
します。

◦ vNICが追加または削除された場合
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◦ vNICがシステム上のあるアダプタからシステム上の別のアダプタに移動された場合

これらの変更がシステムに加えられた場合は、次の手順を実行します。

1 存在するすべてのネットワークインターフェイスからネットワークドライバをアンイン

ストールします。

2 システムで非表示のデバイスをスキャンし、それらをアンインストールします。

3 システムで新しいハードウェアを再スキャンし、ネットワークコントローラにネットワー

クドライバを再インストールします。

非表示のデバイスが削除されないと、ネットワークアダプタのCDN名はCisco UCSManager
に設定されたとおりに表示されません。

各種アダプタが混在する場合の CDN

CDN名が CDN がサポートされているアダプタと CDNがサポートされていないアダプタが混在
するシステム内のvNICに設定されると、システム配置において、CDNが設定されたvNICがCDN
をサポートするアダプタに配置されない場合があります。

CDNが BIOSポリシーで有効であり、システム配置によって、CDN が設定された vNIC（Admin
CDN設定済み）が CDNをサポートしていないアダプタに配置された場合は、情報エラーが発生
しますが、サービスプロファイルの設定問題は無視されます。

CDNがBIOSポリシーで有効であり、システム配置によって、vNIC（AdminCDN未設定）がCDN
をサポートしていないアダプタに配置された場合は、情報エラーが発生しますが、サービスプロ

ファイルの設定問題は無視されます。この場合、[Oper CDNName]は空になり、vNIC名から派生
されません。

CDN名をサーバのホストネットワークインターフェイス名として展開する場合は、サポートさ
れるアダプタに手動で vNICを配置する必要があります。

BIOS ポリシーでの Consistent Device Naming（CDN）の有効化

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

BIOSポリシーを指定されたポリシー名で作
成し、組織BIOSポリシーモードを開始しま
す。

UCS-A /org # create bios-policy
policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Consistent Device Naming（CDN）を enabled
にするか disabledにするか指定します。

UCS-A /org/bios-policy* # set
consistent-device-name-control
cdn-name {enabled | disabled |
platform-default}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/bios-policy* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、BIOSポリシーでの CDNを有効にする方法を示しています。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # create bios-policy cdn-bios-policy
UCS-A /org/bios-policy* # set consistent-device-name-control cdn-name enabled
UCS-A /org/bios-policy* # commit-buffer

BIOS ポリシーとサービスプロファイルの関連付け

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/をorg-nameと
して入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルのサービスプ

ロファイルコンフィギュレーションモードを

開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
sp-name}

ステップ 2   

指定されたBIOSポリシーをサービスプロファ
イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
bios-policy policy-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、CDNが有効の BIOSポリシーをサービスプロファイルに関連付ける方法を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # set bios-policy cdn-bios-policy
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
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vNIC の Consistent Device Naming（CDN）の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルのサービス

プロファイルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
sp-name

ステップ 2   

指定したvNICのvNICコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vnic vnic-name

ステップ 3   

vNICに CDN名を指定します。UCS-A /org/service-profile/vnic # set
cdn-name cdn-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile/vnic* #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、vNICに CDNを設定する例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vn1
UCS-A /org/service-profile/vnic # set cdn-name eth0
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

vNIC の CDN 名の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

指定されたアダプタのアダプタモードを

開始します。

UCS-A /server # scope adapter
adapter-id

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたアダプタのホストイーサネッ

トインターフェイスの詳細が表示されま

す。

UCS-A /server/adapter # show
host-eth-if [detail] [expand]

ステップ 3   

次に、vNICの CDN名を表示する例を示します。

UCS-A # scope server 3
UCS-A /server # scope adapter 1
UCS-A /server/adapter # show host-eth-if detail expand

Eth Interface:
ID: 1
Dynamic MAC Address: 00:25:B5:00:00:99
Burned-In MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Model: UCSC-PCIE-CSC-02
Name: vnic1
Cdn Name: cdn0
Admin State: Enabled
Operability: Operable
Order: 1

vNIC のステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/を org-nameとし
て入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルのサービスプ

ロファイルコンフィギュレーションモードを

開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
sp-name

ステップ 2   

指定されたサービスプロファイルの vNICの詳
細を表示します。

UCS-A /org/service-profile # show
vnic [detail] [expand]

ステップ 3   

次に、vNICのステータスを表示する例を示します。
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vNICに設定する CDN名は、[Admin CDN Name]として表示されます。BIOSポリシーに最後
に適用された CDN名前は、[Oper CDN Name]として表示されます。

（注）

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # show vnic detail expand

vNIC:
Name: vnic1
Fabric ID: B
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:17:47:01
Desired Order: Unspecified
Actual Order: 1
Desired VCon Placement: 2
Actual VCon Placement: 2
Desired Host Port: ANY
Actual Host Port: NONE
Equipment: sys/chassis-2/blade-5/adaptor-3/host-eth-2
Host Interface Ethernet MTU: 1500
Ethernet Interface Admin CDN Name:cdn0
Ethernet Interface Oper CDN Name:cdn0
Template Name:

CIMC セキュリティポリシー
Cisco UCS Managerは、セキュリティを強化するために次のポリシーを提供しています。

• KVM管理ポリシー

• IPMIアクセスプロファイル

IPMI アクセスプロファイル
このポリシーでは、IPアドレスを使用して、IPMIコマンドを直接サーバに送信できるかどうかを
決定することができます。たとえば、CIMCからセンサーデータを取得するためのコマンドを送
信することができます。このポリシーは、サーバでローカルに認証可能なユーザ名とパスワード

を含む IPMIアクセス、およびこのアクセスが読み取り専用か、読み取りと書き込みであるかを定
義します。

また、IPMIアクセスプロファイルで IPMI over LANをディセーブルまたはイネーブルにして、リ
モート接続を制限することもできます。IPMIoverLANは、関連しないすべてのサーバおよび IPMI
アクセスポリシーのないすべてのサーバでデフォルトによりディセーブルになります。IPMIアク
セスポリシーを作成すると、IPMI over LANはデフォルトでイネーブルに設定されます。値を変
更してディセーブルにしない場合、IPMIoverLANは関連するすべてのサーバでイネーブルになり
ます。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
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IPMI アクセスプロファイルの削除

はじめる前に

次を入手します。

•適切な権限があり、サーバのオペレーティングシステムによる認証が可能なユーザ名

•このユーザ名のパスワード

•ユーザ名と関連付けられている権限

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameに /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された IPMIアクセスプロファイルを作成し、
組織 IPMIアクセスプロファイルモードを開始しま
す。

UCS-A /org # create
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

リモート接続を確立できるかどうかを決定します。UCS-A /org/ipmi-access-profile
# set ipmi-over-lan {disable |
enable}

ステップ 3   

IPMI over LANは、関連しないすべての
サーバおよび IPMIアクセスポリシーのな
いすべてのサーバでデフォルトによりディ

セーブルになります。IPMIアクセスポリ
シーを作成すると、IPMI over LANはデ
フォルトでイネーブルに設定されます。値

を変更してディセーブルにしない場合、

IPMI over LANは関連するすべてのサーバ
でイネーブルになります。

（注）

指定されたエンドポイントユーザを作成して、組織

IPMIアクセスプロファイルエンドポイントユーザ
モードを開始します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile
# create ipmi-user
ipmi-user-name

ステップ 4   

IPMIアクセスプロファイル内には、それ
ぞれが独自のパスワードと権限を持つエ

ンドポイントユーザを複数作成できます。

（注）

エンドポイントユーザのパスワードを設定します。UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
#set password

ステップ 5   

set passwordコマンドの入力後、パスワードの入力
と確認を求められます。セキュリティ上の理由か
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目的コマンドまたはアクション

ら、入力したパスワードは CLIには表示されませ
ん。

エンドポイントユーザが管理権限と読み取り専用権

限のいずれを持つかを指定します。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# set privilege {admin |
readonly}

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルを作成し、bobという名前のエン
ドポイントユーザを作成し、bobのパスワードと権限を設定し、トランザクションをコミットし
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # create ipmi-user bob
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set privilege readonly
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #

次の作業

IPMIプロファイルはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルー
ドします。

IPMI アクセスプロファイルの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した IPMIアクセスプロファイルを削除
します。

UCS-A /org # delete
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

IPMI アクセスプロファイルへのエンドポイントユーザの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した IPMIアクセスプロファイルの組織 IPMI
アクセスプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

指定されたエンドポイントユーザを作成して、組

織 IPMIアクセスプロファイルエンドポイント
ユーザモードを開始します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
create ipmi-user ipmi-user-name

ステップ 3   

IPMIアクセスプロファイル内には、そ
れぞれが独自のパスワードと権限を持つ

エンドポイントユーザを複数作成できま

す。

（注）

エンドポイントユーザのパスワードを設定しま

す。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
#set password

ステップ 4   

setpasswordコマンドの入力後、パスワードの入力
と確認を求められます。セキュリティ上の理由か

ら、入力したパスワードは CLIには表示されませ
ん。

エンドポイントユーザが管理権限と読み取り専用

権限のいずれを持つかを指定します。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# set privilege {admin |
readonly}

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# commit-buffer

ステップ 6   
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次の例では、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルに aliceという名前のエンドポイ
ントユーザを追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # create ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set privilege readonly
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #

IPMI アクセスプロファイルからのエンドポイントユーザの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した IPMIアクセスプロファイルの組織
IPMIアクセスプロファイルモードを開始し
ます。

UCS-A /org # scope
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 2   

IPMIアクセスプロファイルから指定したエ
ンドポイントユーザを削除します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
delete ipmi-user epuser-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ReadOnlyという名前の IPMIアクセスプロファイルから aliceという名前のエンドポイント
ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile # delete ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile #

KVM 管理ポリシー
KVM管理ポリシーを使用して、KVM経由でサーバにアクセスするときに仮想メディア（vMedia）
暗号化を有効にするかどうかを指定できます。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
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KVM仮想メディア（vMedia）セッションがマッピングされた後、KVM管理ポリシーを変更
すると、仮想メディア（vMedia）セッションは失われます。KVM仮想メディア（vMedia）セッ
ションを再度マッピングする必要があります。

（注）

KVM 管理ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された KVM管理ポリシーを作成し、
組織KVM管理ポリシーモードを開始しま
す。

UCS-A /org # create
kvm-mgmt-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/kvm-mgmt-policy # set
descr description

ステップ 3   

vMediaの暗号化を有効にするか無効にする
かを指定します。

UCS-A /org/kvm-mgmt-policy # set
vmedia-encryption {disable | enable}

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、KVM_Policy1という名前の KVM管理ポリシーを作成し、vMediaの暗号化を有効にし、ト
ランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create kvm-mgmt-policy KVM_Policy1
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy* # set vmedia-encryption enable
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy #
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ローカルディスク設定ポリシーの設定

ローカルディスク設定ポリシー

このポリシーは、ローカルドライブのオンボード RAIDコントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションのSASローカルドライブを設定します。このポリシーでは、ロー
カルディスク設定ポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関連付けられたすべ

てのサーバに対してローカルディスクモードを設定できます。

ローカルディスクモードには次のものがあります。

• No Local Storage：ディスクレスサーバまたは SAN専用の設定で使用します。このオプショ
ンを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、ローカルディ

スクを持つサーバに関連付けることができません。

• [RAID 0 Striped]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スループッ
トを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、すべて

のデータが失われます。

• RAID 1 Mirrored：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生した
場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの小さい方
の空き容量に等しくなります。

• Any Configuration：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用します。

• NoRAID：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままにする
サーバ設定で使用します。

No RAIDを選択し、このポリシーをすでに RAIDストレージが設定されているオペレーティ
ングシステムを使用するサーバに適用した場合、システムによってディスクの内容が削除さ

れません。そのため、[No RAID]モードの適用後にサーバでの違いがわからないことがあり
ます。よって、ポリシーの RAID設定と、サーバの [Inventory] > [Storage]タブに表示される
実際のディスク設定とが一致しない場合があります。

以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除させるには、No RAIDコンフィギュレー
ションモードの適用後にすべてのディスク情報を削除するスクラブポリシーを適用します。

• RAID 5 Striped Parity：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各ディ
スクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が

格納されます。RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータ
スループットを提供します。

• [RAID 6 Striped Dual Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、2つ
のパリティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する保護を提供しま
す。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• [RAID 10 Mirrored and Striped]：RAID 10はミラー化されたディスクのペアを使用して、完全
なデータ冗長性と高いスループットレートを提供します。
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• [RAID 50 Striped Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたパリティディスク
セットにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク故障耐性を提供します。

• [RAID 60 Striped Dual Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたパリティディ
スクセットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク故障耐性を提供しま

す。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また、このポリシーを有効に

するには、サーバに関連付ける必要があります。

組み込みオンボードRAIDコントローラを搭載したCiscoUCSManagerと統合されたCiscoUCS
Cシリーズサーバの場合、ローカルディスクモードは常に [Any Configuration]でなければな
らず、RAIDはコントローラ上で直接設定する必要があります。

（注）

すべてのローカルディスク設定ポリシーに関するガイドライン

ローカルディスク設定ポリシーを作成する前に、次のガイドラインを考慮してください。

HDD と SSD を混合しない

1台のサーバや RAID設定に、HDDと SSDを使用しないでください。

B200 M1 または M2 のデフォルトローカルディスク設定ポリシーを使用して、B200 M3 にサービス
プロファイルを割り当てない

B200M1およびM2サーバとB200M3サーバのストレージコントローラで提供されるRAID/JBOD
サポートは異なっているため、B200M1またはM2サーバのデフォルトローカルディスク設定ポ
リシーを含むサービスプロファイルをB200M3サーバに割り当てたり、再割り当てを行ったりす
ることはできません。デフォルトのローカルディスク設定ポリシーには、[AnyConfiguration]モー
ドまたは JBOD設定が含まれます。

JBOD モードのサポート

B200 M3サーバでは、ローカルディスクの JBODモードがサポートされています。

ローカルディスクの JBODモードをサポートしているのは、B200 M1、B200 M2、B200 M3、
B250 M1、B250 M2、B22 M3ブレードサーバのみです。

（注）
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RAID 用に設定されているローカルディスク設定ポリシーに関するガ
イドライン

MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ用のローカルディスク設定ポリシーに RAID
設定を設定する

ブレードサーバまたは統合されたラックマウントサーバにMegaRAIDコントローラが搭載され
ている場合、そのサーバのサービスプロファイルに含まれるローカルディスク設定ポリシーでド

ライブの RAID設定を設定する必要があります。これを実行するには、そのサーバに定義されて
いる RAIDモードのいずれかを使用して、サービスプロファイルのローカルディスク設定ポリ
シーを設定するか、[Any Configuration]モードと LSIユーティリティツールセットを使用して、
RAIDボリュームを作成します。

OSをインストールする前に RAID LUNを設定していないと、インストール時にディスク検出エ
ラーが発生し、「NoDevice Found」といったエラーメッセージが表示される可能性があります。

サーバプロファイルで [Any Configuration] モードが指定されている場合、RAID 1 クラスタ移行後に
サーバが起動しない

RAID1クラスタの移行後、サービスプロファイルをサーバに関連付ける必要があります。サービ
スプロファイル内のローカルディスク設定ポリシーに RAID 1ではなく [Any Configuration]モー
ドが設定されていると、RAID LUNは、関連付け中およびその後も「非アクティブ」状態のまま
になります。その結果、サーバは起動できなくなります。

この問題を回避するには、サーバに関連付けるサービスプロファイルに、移行前の元のサービス

プロファイルとまったく同じローカルディスク設定ポリシーが含まれるようにし、[Any
Configuration]モードは含まれないようにします。

MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ上で JBOD モードを使用しない

MegaRAIDストレージコントローラが搭載されたブレードサーバまたは統合ラックマウントサー
バ上で JBODモードまたは JBOD操作を設定または使用しないでください。JBODモードと操作
は、このサーバで完全に機能するよう設計されていません。

統合されたラックマウントサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

Cisco UCSManagerと統合されているラックマウントサーバは、Cisco UCS Centralサーバ上に存在
するハードドライブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つまでしか設定できません。

統合されたラックマウントサーバ内のローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラの
みにすべて接続される必要があります。Cisco UCS Managerとの統合では、ローカルハードドラ
イブが単一のラックマウントサーバ内の複数の RAIDコントローラに接続することはサポートさ
れていません。そのため、Cisco UCS Managerと統合されるラックマウントサーバを発注する際
は、単一の RAIDコントローラ構成を要求することを推奨します。

また、サードパーティ製のツールを使用して、ラックマウントサーバ上に複数のRAIDLUNを作
成しないでください。Cisco UCS Managerでは、そのような設定はサポートされていません。
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ブレードサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

ブレードサーバは、サーバ内に存在するドライブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つま
でしか設定できません。ローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラのみにすべて接
続される必要があります。たとえば、B200 M3に LSIコントローラと Intel Patsburgコントローラ
が搭載されていても、LSIコントローラだけが RAIDコントローラして使用できます。

また、サードパーティ製のツールを使用して、ブレードサーバ上に複数のRAIDLUNを作成しな
いでください。Cisco UCS Managerでは、そのような設定はサポートされていません。

ミラー RAID で選択されるディスクの数は 2 つまでにする

ミラー RAIDで選択されたディスクの数が 2つを超えると、RAID 1は RAID 10 LUNとして作成
されます。この問題は、Cisco UCS B440 M1サーバと B440 M2サーバで発生する可能性がありま
す。

一部のサーバの特定の RAID 設定オプションでは、ライセンスが必要

一部の Cisco UCSサーバには、特定の RAID設定オプションのライセンスが必要です。Cisco UCS
Managerで、このローカルディスクポリシーを含むサービスプロファイルとサーバを関連付ける
と、Cisco UCSManagerによって選択されたRAIDオプションに適切なライセンスが備わっている
かが確認されます。問題がある場合は、サービスプロファイルを関連付ける際に、Cisco UCS
Managerに設定エラーが表示されます。

特定のCiscoUCSサーバのRAIDライセンス情報については、そのサーバの『Hardware Installation
Guide』を参照してください。

B420 M3 サーバでは全コンフィギュレーションモードはサポートされていない

B420 M3サーバでは、ローカルディスク設定ポリシーで、次のような設定オプションはサポート
されていません。

• RAIDなし

• [RAID 6 Striped Dual Parity]

また、B420 M3では JBODモードや操作はサポートされていません。

シングルディスク RAID 0 設定は、一部のブレードサーバではサポートされていない

シングルディスク RAID 0設定は、次のブレードサーバではサポートされていません。

• Cisco UCS B200 M1

• Cisco UCS B200 M2

• Cisco UCS B250 M1

• Cisco UCS B250 M2
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ローカルディスク設定ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ローカルディスク設定ポリシーを作成し、ローカル

ディスク設定ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
local-disk-config-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ローカルディスク設定ポリシーに説明を記入します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set descr description

ステップ 3   

ローカルディスク設定ポリシーのモードを指定しま

す。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set mode {any-configuration |

ステップ 4   

no-local-storage | no-raid |
raid-0-striped | raid-1-mirrored
| raid-5-striped-parity |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-10-mirrored-and-striped}

サーバは、サービスプロファイルとの関連付けが解

除されても、ローカルディスク設定ポリシー内の設

定を保持するかどうかを指定します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set protect {yes | no}

ステップ 5   

サーバ内の 1つ以上のディスクに障害が発生
すると、[Protect Configuration]は機能しなく
なります。

注意

サービスプロファイルがサーバから関連付けを解除

され、新しいサービスプロファイルが関連付けられ

ると、新しいサービスプロファイルの Protect
Configurationプロパティの設定が優先され、前のサー
ビスプロファイルの設定が上書きされます。

このオプションが有効になっていると、サーバが稼働

停止して再稼働された後でもディスク上のデータは保

護されます。したがって、サーバとサービスプロファ

イルの再関連付けは失敗します。
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目的コマンドまたはアクション

このオプションがイネーブルの状態でサー

バとサービスプロファイルの関連付けを解

除した後、そのサーバに新しいサービスプ

ロファイルを関連付け、そのサービスプロ

ファイル内のローカルディスク設定ポリ

シーに前とは異なるプロパティが含まれて

いると、サーバから設定不一致のエラーが

返され、関連付けは失敗します。

（注）

FlexFlashSDカードのサポートをイネーブルにするか
を指定します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set flexflash-state {enable |
disable}

ステップ 6   

FlexFlashRAIDレポートのサポートをイネーブルにす
るかを指定します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set

ステップ 7   

インストールされている SDカードが 1つ
だけの場合、FlexFlashインベントリにRAID
状態が [Disabled]、RAIDヘルスが [NA]と
表示されます。

（注）flexflash-raid-reporting-state
{enable | disable}

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、ローカルディスク設定ポリシーを設定し、トランザクションをコミットます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create local-disk-config-policy DiskPolicy7
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set mode raid-1-mirrored
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set protect yes
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #

ローカルディスク設定ポリシーの表示

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

ローカルディスクポリシーを表示します。ローカルディ

スクポリシーを設定していない場合は、（create
UCS-A /org # show
local-disk-config-policy
policy-name

ステップ 2   

local-disk-configコマンドで作成された）ローカルディスク
設定が表示されます。

（create local-disk-configコマンドで設定された）ローカル
ディスク定義を表示します。Serial over LAN定義が設定さ
れていない場合、およびポリシーが（set
local-disk-config-policyコマンドを使用して）設定されてい
る場合、ポリシーが表示されます。

次に、DiskPolicy7というローカルディスク設定ポリシーのローカルディスクポリシー情報を表
示する例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # show local-disk-config-policy DiskPolicy7

Local Disk Config Policy:
Name: DiskPolicy7
Mode: Raid 1 Mirrored
Description:
Protect Configuration: Yes

ローカルディスク設定ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したローカルディスク設定ポリシーを削

除します。

UCS-A /org # delete
local-disk-config-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、DiskPolicy7という名前のローカルディスク設定ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete local-disk-config-policy DiskPolicy7
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UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

FlexFlash のサポート

概要

Cisco UCS Bシリーズサーバ、CシリーズM3以降のサーバ、SシリーズM4サーバは、内部セ
キュアデジタル（SD）メモリカードをサポートしています。SDカードは、Cisco Flexible Flash
ストレージコントローラ（SDカード用スロットが 2つある PCIベースのコントローラ）によっ
てホストされます。カードには、HVと呼ばれる単一のパーティションが含まれます。FlexFlash
がイネーブルの場合、Cisco UCSManagerには、BIOSとホストオペレーティングシステムの両方
に対する USBドライブとして HVパーティションが表示されます。

提供される一方または両方の SDカードスロットを装着できます。SDカードが 2つ装着されてい
る場合は、ミラー化モードで使用できます。

サーバ内で異なる容量のカードを混在させないでください。（注）

SDカードはオペレーティングシステムのブートイメージやその他の情報を保存するために使用
できます。次の図に、SDカードスロットを示します。

図 2：SD カードスロット
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FlexFlashはデフォルトでディセーブルになっています。サービスプロファイルで使用されるロー
カルディスクポリシーで FlexFlashをイネーブルにできます。FlexFlashがローカルディスクポリ
シーでイネーブルと定義され、サーバがSDカードをサポートしている場合、FlexFlashコントロー
ラはサービスプロファイルを関連付ける際にイネーブルになります。サーバがSDカードをサポー
トしていない場合や CIMCバージョンが古い場合は、構成エラーメッセージが表示されます。

サポートされるサーバの FlexFlashを無効にすると、ハイパーバイザまたはHVパーティションは
ホストからすぐに切断されます。FlexFlashコントローラは、関連サービスプロファイルの関連付
け解除の一環としてもディセーブルになります。

FlexFlashコントローラはデュアル SDカード用の RAID-1をサポートします。FlexFlashスクラブ
ポリシーは、両方のカードの HVパーティションを削除し、そのカードを正常な RAID状態にす
ることができます。

RAIDペアの新しいSDカードを設定し、次の方法のいずれかを使用してそれらをフォーマットす
ることができます。

• SDカードをフォーマットします。

•関連付けられているサーバの場合、FlexFlashスクラブポリシーを作成し、サーバからサービ
スプロファイルの関連付けを解除します。関連付けられていないサーバの場合、FlexFlashス
クラブポリシーを作成し、デフォルトのスクラブのポリシーを変更した後でサーバを再認識

させます。

『Cisco UCS Manager Server Management Guide』の「Scrub Policy Settings」セクションには、
スクラブポリシーの使用方法に関する詳細情報が記載されています。

ペアリングが完了したらすぐにスクラブポリシーをディセーブルにします。（注）
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HVパーティションから起動するには、SDカードがサービスプロファイルで使用されるブート
ポリシーで定義されている必要があります。

FlexFlash ファームウェア管理

FlexFlashコントローラファームウェアは、CIMCイメージの一部としてバンドルされます。CIMC
をアップグレードする際に、最新のファームウェアバージョンがFlexFlashコントローラで使用可
能な場合、コントローラは管理されなくなり、FlexFlashインベントリには、[Controller State]が
[Waiting For User Action]として、[Controller Health]が [Old Firmware Running]として表示されま
す。FlexFlashコントローラのファームウェアをアップグレードするには、ボードコントローラの
更新を行う必要があります。詳細については、該当する『CiscoUCSB-Series FirmwareManagement
Guide』を参照してください。次の URLで入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/
ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Cisco Flexible Flash ストレージコントローラの制約事項：

• Cisco Flexible Flashストレージコントローラは 16 GB、32 GBおよび 64 GBの SDカードのみ
をサポートしています。

16 GBおよび 32 GBカードは B200-M3ブレードサーバでのみサポートされ、
64 GB SDカードは B200-M4ブレードサーバでのみサポートされます。

（注）

•ラックサーバの SDカードをブレードサーバで使用したり、ブレードサーバの SDカードを
ラックサーバで使用することは推奨されません。サーバタイプ間での SDカードの交換は
SDカードのデータ損失につながる可能性があります。

•一部の Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバには、4つのパーティション（HV、
HUU、SCU、ドライバ）を持つ SDカードが搭載されています。Cisco UCS Managerでは HV
パーティションのみが表示されます。FlexFlashスクラブポリシーを使用して、4つのパー
ティションを持つ SDカードを単一 HVパーティションカードに移行できます。

• FlexFlashコントローラは RAID-1同期（ミラー再構築）をサポートしません。SDカードが
RAIDデグレード状態である場合、あるいはメタデータエラーがコントローラによって報告
された場合は、FlexFlashスクラブポリシーを実行してRAIDのためのカードを組み合わせる
必要があります。FlexFlashのスクラブポリシーの詳細については、「サーバ関連ポリシー」
を参照してください。次の条件によってRAIDデグレードやメタデータエラーが引き起こさ
れる可能性があります。

◦サーバの 1つのスロットにすでに SDカードが装着されているときに、別のスロットに
新しいまたは使用されていた SDカードを挿入する。

◦異なるサーバの 2つの SDカードを挿入する。

•サーバのファームウェアバージョンは、2.2(1a)以上が必要です。
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FlexFlash FX3S のサポート
リリース 2.2(3)以降、Cisco UCS Managerでは FX3Sコントローラによる追加の FlexFlashサポー
トが可能になりました。FX3Sコントローラは次のサーバ上に存在します。

• Cisco UCS B200 M4ブレードサーバ

• Cisco UCS C220 M4ラックサーバ

• Cisco UCS C240 M4ラックサーバ

FX3S制御を使用した FlexFlash操作は、Cisco Flexible Flashストレージコントローラでの操作と
同じです。FlexFlashはデフォルトでは無効で、ローカルディスクポリシーを使用して有効化され
ます。また、コントローラをリセットし、SDカードをフォーマットして、一対の SDカードを自
動同期させることもできます。

FX3Sコントローラの SDカードには、ハイパーバイザと呼ばれる単一のパーティションが含まれ
ています。

Cisco FX3S コントローラの制約事項：

• FX3Sコントローラは、32 GBおよび 64 GBの SDカードのみをサポートします。16 GBの
カードはサポートされません。

•ラックサーバの SDカードをブレードサーバで使用したり、ブレードサーバの SDカードを
ラックサーバで使用することは推奨されません。サーバタイプ間での SDカードの交換は
SDカードのデータ損失につながる可能性があります。

•サーバのファームウェアバージョンは、2.2(3a)以上が必要です。

FlexFlash SD カードのサポートのイネーブルまたはディセーブル

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したローカルディスク設定ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope
local-disk-config-policy policy-name

ステップ 2   

FlexFlashSDカードのサポートをイネーブルに
するかを指定します。

UCS-A /org/local-disk-config-policy
# set flexflash-state {enable |
disable}

ステップ 3   

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
551

サーバ関連ポリシーの設定

FlexFlash のサポート



目的コマンドまたはアクション

FlexFlashRAIDレポートのサポートをイネーブ
ルにするかを指定します。

UCS-A /org/local-disk-config-policy
# set flexflash-raid-reporting-state
{enable | disable}

ステップ 4   

インストールされている SDカード
が 1つだけの場合、FlexFlashインベ
ントリに RAID状態が [Disabled]、
RAIDヘルスが [NA]と表示されま
す。

（注）

トランザクションをシステムにコミットしま

す。

UCS-A /org/local-disk-config-policy
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、ローカルディスク設定ポリシーデフォルトの FlexFlash SDカードのサポートおよび
FlexFlash RAIDレポートステートをイネーブルにし、システムへのトランザクションをコミット
する方法を示します。

UCS-A# scope org/
UCS-A /org # scope local-disk-config-policy default
UCS-A /org/local-disk-config-policy #set flexflash-state enable
UCS-A /org/local-disk-config-policy# #set flexflash-raid-reporting-state enable
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #

自動同期のイネーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始し

ます。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

サーバシャーシモードを開始します。UCS-A /chassis # scope server
server-num

ステップ 2   

FlexFlashコントローラサーバシャーシモード
を開始します。

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

ステップ 3   

同期していない場合は、選択されたスロット番

号のカードをプライマリとして使用して SD
UCS-A
/chassis/server/flexflash-controller #
pair primary_slot_number

ステップ 4   

カードを再同期します。次のいずれかになりま

す。

• 1：スロット 1の SDカードがプライマリ
として使用されます。
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目的コマンドまたはアクション

• 2：スロット 2の SDカードがプライマリ
として使用されます。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/chassis/server/flexflash-controller #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、スロット2のSDカードをプライマリとして使用して再同期する方法を示しています。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # pair 2
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #

FlexFlash カードのフォーマット

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを

開始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

サーバシャーシモードを開始します。UCS-A /chassis # scope server
server-num

ステップ 2   

FlexFlashコントローラサーバシャーシ
モードを開始します。

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

ステップ 3   

SDカードをフォーマットします。UCS-A /chassis/server/flexflash-controller
# format

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller
# commit-buffer

ステップ 5   

次に、FlexFlashコントローラをフォーマットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # format
Warning: When commited, UCSM will format the SD Cards.
This will completely erase the data on the SD Cards!!

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #
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FlexFlash コントローラのリセット

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを

開始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

サーバシャーシモードを開始します。UCS-A /chassis # scope server
server-num

ステップ 2   

FlexFlashコントローラサーバシャーシ
モードを開始します。

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

ステップ 3   

指定された FlexFlashコントローラをリ
セットします。

UCS-A
/chassis/server/flexflash-controller # reset

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/chassis/server/flexflash-controller #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、FlexFlashコントローラをリセットする方法を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # reset
Warning: When commited, UCSM will reset the FlexFlash Controller.
This will cause the host OS to lose connectivity to the SD Cards.

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #

FlexFlash コントローラのステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを

開始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

サーバシャーシモードを開始します。UCS-A /chassis # scope server
server-num

ステップ 2   

FlexFlashコントローラサーバシャーシ
モードを開始します。

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

詳細な FlexFlashコントローラのプロパ
ティを表示します。

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller
# show detail expand

ステップ 4   

次の例は、FlexFlashコントローラと SDカードのステータスを示しています。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # show detail expand

FlexFlash Controller:
ID: 1
Type: SD
FlexFlash Type: FX3S
Vendor: Cypress
Model: FX3S
Serial: NA
Firmware Version: 1.3.2 build 158
Controller State: Connected Partition Over USB To Host
Controller Health: Old Firmware Running
RAID State: Enabled Paired
RAID Health: OK
Physical Drive Count: 2
Virtual Drive Count: 1
RAID Sync Support: Supported
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason:
Presence: Equipped
Current Task:

FlexFlash Card:
Controller Index: 1
Slot Number: 1
Vendor: SE32G
Model: SE32G
HW Rev: 8.0
Serial: 0xa2140794
Manufacturer ID: 3
OEM ID: SD
Manufacturer Date: 2/14
Size (MB): 30436
Block Size: 512
Card Type: FX3S configured
Write Enabled: Not Write Protected
Card Health: OK
Card Mode: Secondary Active
Operation State: Raid Partition
Card State: Active
Write IO Error Count: 0
Read IO Error Count: 0
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason:
Presence: Equipped

FlexFlash Card Drive:
Name: Hypervisor
Size (MB): 30432
Removable: Yes
Operability: Operable
Operation State: Raid Partition

Controller Index: 1
Slot Number: 2
Vendor: SE32G
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Model: SE32G
HW Rev: 8.0
Serial: 0xa2140742
Manufacturer ID: 3
OEM ID: SD
Manufacturer Date: 2/14
Size (MB): 30436
Block Size: 512
Card Type: FX3S configured
Write Enabled: Not Write Protected
Card Health: OK
Card Mode: Primary
Operation State: Raid Partition
Card State: Active
Write IO Error Count: 0
Read IO Error Count: 0
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason:
Presence: Equipped

FlexFlash Card Drive:
Name: Hypervisor
Size (MB): 30432
Removable: Yes
Operability: Operable
Operation State: Raid Partition

Local Disk Config Definition:
Mode: Any Configuration
Description:
Protect Configuration: Yes

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #

スクラブポリシーの設定

スクラブポリシーの設定

このポリシーは、ディスカバリプロセス中にサーバのローカルデータおよび BIOS設定に何が起
こるか、サーバがいつ再認識されるか、またはサーバとサービスプロファイルの関連付けがいつ

解除されるかを決定します。

ローカルディスクスクラブポリシーは、Cisco UCS Managerによって管理されるハードドラ
イブにのみ適用され、USBドライブなど他のデバイスには適用されません。

（注）

スクラブポリシーの設定によっては、そのようなときに次の処理が行われます。

ディスクスクラブ

ローカルドライブのデータに対しては、アソシエーションが解除されるときに、次のいずれかが

発生します。

•イネーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが破棄されます。

•ディセーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが保持されます（ローカルス
トレージ設定を含む）。
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BIOS 設定スクラブ

BIOS設定に対しては、スクラブポリシーを含むサービスプロファイルがサーバからアソシエー
ション解除されるときに、次のいずれかが発生します。

•イネーブルの場合、サーバのすべての BIOS設定が消去され、そのサーバタイプとベンダー
に合わせた BIOSのデフォルトにリセットされます。

•ディセーブルの場合、サーバの既存の BIOS設定が保持されます。

FlexFlash スクラブ

FlexFlashスクラブにより、新規またはデグレード SDカードの組み合わせ、FlexFlashメタデータ
の設定エラーの解決、およびパーティションが 4つの旧式 SDカードから単一パーティション SD
カードへの移行が可能になります。SDカードに対しては、スクラブポリシーを含むサービスプ
ロファイルがサーバからアソシエーション解除されるとき、またはサーバが再認識されるときに、

次のいずれかが発生します。

•イネーブルの場合、SDカードのHVパーティションはPNUOSフォーマットユーティリティ
によりフォーマットされます。SDカードが 2つある場合、そのカードはRAID-1ペアされて
おり、両方のカードの HVパーティションは有効とマークされます。スロット 1のカードは
プライマリとマークされ、スロット 2のカードはセカンダリとしてマークされます。

•ディセーブルの場合、既存の SDカード設定が保持されます。

（注） • FlexFlashスクラブを行うと SDカードのHVパーティションが消去されるため、FlexFlash
スクラブを実行する前に、適切なホストオペレーティングシステムユーティリティを使

用して SDカードの完全バックアップを行うことを推奨します。

•サービスプロファイルのメタデータ設定不具合を解決するには、FlexFlashスクラブを実
行する前にローカルディスク設定ポリシーの FlexFlashをディセーブルにし、サーバが再
認識された後に FlexFlashをイネーブルにする必要があります。

•ペアリングが完了、またはメタデータ不具合が解決したらすぐにスクラブポリシーをディ
セーブルにします。

• Cisco UCS S3260ストレージサーバでは FlexFlashスクラブはサポートされません。
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スクラブポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

スクラブポリシーを指定されたポリシー名で作成し、組織

スクラブポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
scrub-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

スクラブポリシーの説明を記入します。

UCS-A /org/scrub-policy
# set descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含

まれている場合、説明を引用符で括る必要があ

ります。引用符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）

次のように、このスクラブポリシーを使用するサーバでの

ディスクスクラブをイネーブル化またはディセーブル化し

ます。

UCS-A /org/scrub-policy
# set disk-scrub {no | yes}

ステップ 4   

•イネーブルの場合、ローカルドライブ上のすべての
データが破棄されます。

•ディセーブルの場合、ローカルドライブ上のすべて
のデータが保持されます（ローカルストレージ設定

を含む）。

次のように、このスクラブポリシーを使用するサーバでの

BIOS設定スクラブをイネーブル化またはディセーブル化
します。

UCS-A /org/scrub-policy
# set bios-settings-scrub
{no | yes}

ステップ 5   

•イネーブルの場合、サーバのすべての BIOS設定が消
去され、そのサーバタイプとベンダーに合わせたBIOS
のデフォルトにリセットされます。

•ディセーブルの場合、サーバの既存の BIOS設定が保
持されます。

次のように、このスクラブポリシーを使用するサーバでの

flexflashスクラブをイネーブル化またはディセーブル化し
ます。

UCS-A /org/scrub-policy
# set flexflash-scrub {no
| yes}

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアク

ション

•イネーブルの場合、SDカードの HVパーティション
はPNUOSフォーマットユーティリティによりフォー
マットされます。SDカードが2つある場合、そのカー
ドは RAID-1ペアされており、両方のカードの HV
パーティションは有効とマークされます。スロット 1
のカードはプライマリとマークされ、スロット 2の
カードはセカンダリとしてマークされます。

•ディセーブルの場合、既存の SDカード設定が保持さ
れます。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/scrub-policy
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ScrubPolicy2という名前のスクラブポリシーを作成し、スクラブポリシーを使用する
サーバでディスクのスクラブをイネーブルにし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create scrub-policy ScrubPolicy2
UCS-A /org/scrub-policy* # set descr "Scrub disk but not BIOS."
UCS-A /org/scrub-policy* # set disk-scrub yes
UCS-A /org/scrub-policy* # set bios-settings-scrub no
UCS-A /org/scrub-policy* # set flexflash-scrub no
UCS-A /org/scrub-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/scrub-policy #

スクラブポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したスクラブポリシーを削除します。UCS-A /org # delete scrub-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次に、ScrubPolicy2という名前のスクラブポリシーを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete scrub-policy ScrubPolicy2
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

DIMM エラー管理の設定

DIMM の修正可能なエラー処理
CiscoUCSManagerでは、DIMMが事前定義されたウィンドウにおいて修正可能な重大エラーに遭
遇した場合、ステータスが Degradedと表され、機能しないデバイスと見なされます。

DIMMの修正可能なエラー処理機能により、サーバ内のすべてのDIMMに関する修正可能および
修正不可能なメモリエラーをすべてリセットできます。エラー設定をリセットすると、当該DIMM
のエラー数はクリアされ、ステータスは操作可能に変わり、DIMMのセンサー状態がリセットさ
れます。

メモリエラーのリセット

Cisco UCS Managerとベースボード管理コントローラ（BMC）で発生したすべての修正可能およ
び修正不可能なメモリエラーをリセットするには、この手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始

します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定したサーバのサーバモードを開始しま

す。

UCS-A/chassis # scope server
server-num

ステップ 2   

サーバ内のすべてのDIMMで発生した修正
可能および修正不可能なエラーをリセット

します。

UCS-A/chassis/server #
reset-all-memory-errors

ステップ 3   

保留中のすべてのトランザクションをコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、選択されたメモリユニットのメモリエラーをリセットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope server 1
UCS-A/chassis/server # reset-all-memory-errors
UCS-A/chassis/server* # commit-buffer
UCS-A/chassis/server #
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DIMM のブラックリスト化
Cisco UCS Managerで、デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）の状態は、SELイベン
トレコードに基づいています。メモリテストの実行中にBIOSで修正不可能なメモリエラーに遭
遇した場合、DIMMは不良としてマークされます。不良なDIMMは機能しないデバイスと見なさ
れます。

DIMMのブラックリスト化を有効にすると、Cisco UCS Managerはメモリテスト実行メッセージ
をモニタし、DIMM SPDデータ内でメモリエラーに遭遇した DIMMをブラックリストに載せま
す。これにより、ホストは修正不可能な ECCエラーに遭遇した DIMMをマップから外すことが
できます。

DIMM のブラックリストのイネーブル化
メモリポリシーは、Cisco UCSドメインの既存のサーバ、およびメモリポリシーを設定した後で
追加されたサーバに適用できるグローバルポリシーです。

（注） •この機能は、Cisco UCS Bシリーズブレードサーバおよび UCS Cシリーズラックサーバ
の両方でサポートされています。

Cisco UCS Cシリーズ 420 M3ラックサーバはこの機能をサポートしていませ
ん。

（注）

•このグローバルポリシーをサービスプロファイルに追加することはできません。

はじめる前に

• Cisco Bシリーズブレードサーバの場合、サーバファームウェアはリリース 2.2(1)以降のリ
リースである必要があります。

•シスコ Cシリーズラックサーバの場合、サーバファームウェアはリリース 2.2(3)である必
要があります。

•次の権限のいずれかでログインする必要があります。

◦ Admin

◦サーバポリシー

◦サーバプロファイルのサーバポリシー
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手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

グローバルメモリポリシーのメモリポリシー

モードを開始します。

UCS-A /org # scope
memory-config-policy default

ステップ 2   

DIMMのブラックリストは、ドメインレベルポ
リシーで有効化され、これらの変更は、その特

UCS-A /org/memory-config-policy
# set blacklisting enabled

ステップ 3   

定のドメイン内のすべてのサーバに適用されま

す。

サーバのCisco IMCがDIMMのブラッ
クリストをサポートしない場合、情報

レベルのエラーが生成されます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/org/memory-config-policy* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、DIMMのブラックリストをイネーブルにする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # scope memory-config-policy default
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy # set blacklisting enabled
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy #
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy # show detail

Memory Config Policy:
Blacklisting: enabled

Serial over LAN ポリシーの設定

Serial over LAN ポリシーの概要
このポリシーは、このポリシーを使用するサービスプロファイルと関連付けられているすべての

サーバに対する Serial over LAN接続の設定を行います。デフォルトでは、Serial over LAN接続は
ディセーブルにされています。

Serial over LANポリシーを実装する場合、IPMIプロファイルを作成することも推奨します。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
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Serial over LAN ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

Serial over LANポリシーを作成し、組織LANSerial
over LANポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create sol-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/sol-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）

シリアルボーレートを指定します。UCS-A /org/sol-policy # set
speed {115200 | 19200 | 38400 |
57600 | 9600}

ステップ 4   

Serial over LANポリシーをディセーブルまたはイ
ネーブルにします。デフォルトでは、Serial over

UCS-A /org/sol-policy #
{disable | enable}

ステップ 5   

LANポリシーはディセーブルです。ポリシーを適
用する前にイネーブルにする必要があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/sol-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、Sol9600という名前の Serial over LANポリシーを作成し、ポリシーの説明を指定し、速度
を 9,600ボーに設定し、ポリシーをイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create sol-policy Sol9600
UCS-A /org/sol-policy* # set descr "Sets serial over LAN policy to 9600 baud."
UCS-A /org/sol-policy* # set speed 9600
UCS-A /org/sol-policy* # enable
UCS-A /org/sol-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/sol-policy #
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Serial over LAN ポリシーの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

（create sol-configコマンドで設定された）Serial over
LAN定義を表示します。Serial over LAN定義が設定さ

UCS-A /org # show sol-policy
policy-name

ステップ 2   

れていない場合、およびポリシーが（set sol-policyコ
マンドを使用して）設定されている場合、ポリシーが

表示されます。

次に、Sol115200という Serial over LANポリシーの Serial over LAN情報を表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # show sol-policy Sol115200

SOL Policy:
Name: sol115200
SOL State: Enable
Speed: 115200
Description:
Policy Owner: Local

Serial over LAN ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された Serial over LANポリシーを削除し
ます。

UCS-A /org # delete sol-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   
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次の例は、Sol9600という名前の Serial over LANポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete sol-policy Sol9600
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバ自動構成ポリシーの設定

サーバ自動構成ポリシーの概要

CiscoUCSManagerでは、このポリシーを使用して、新しいサーバの設定方法を決定します。サー
バ自動構成ポリシーを作成すると、新しいサーバの起動時に次の処理が行われます。

1 サーバに対してサーバ自動構成ポリシーの資格認定が実行されます。

2 必要な資格を満たしている場合、サーバは、サーバ自動構成ポリシーで設定されたサービスプ

ロファイルテンプレートから作成されたサービスプロファイルと関連付けられます。そのサー

ビスプロファイルの名前は、Cisco UCS Managerによって付与されるサーバの名前に基づきま
す。

3 サービスプロファイルは、サーバ自動構成ポリシーで設定された組織に割り当てられます。

サーバ自動構成ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバ自動構成ポリシーを指定されたポリシー

名で作成し、組織サーバ自動構成ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # create
server-autoconfig-policy
policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールド
には表示されません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

サーバを使用する組織を指定します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
destination org org-name

ステップ 4   

（任意）

サーバの資格認定にサーバプールポリシー資格

情報を使用するように指定します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
qualifier server-qual-name

ステップ 5   

（任意）

サーバのサービスプロファイルインスタンスを

作成するために使用するサービスプロファイル

テンプレートを指定します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy # set
template profile-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、AutoConfigFinanceというサーバ自動構成ポリシーを作成し、ポリシーに説明を加え、
宛先組織として financeを、サーバプールポリシー資格情報として ServPoolQual22を、サービス
プロファイルテンプレートとして ServTemp2を指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set descr "Server Autoconfiguration Policy for
Finance"
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set destination org finance
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set qualifier ServPoolQual22
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set template ServTemp2
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/server-autoconfig-policy #

サーバ自動構成ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバ自動構成ポリシーを削除し

ます。

UCS-A /org # delete
server-autoconfig-policy
policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、AutoConfigFinanceという名前のサーバ自動構成ポリシーを削除し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバディスカバリポリシーの設定

サーバディスカバリポリシーの概要

サーバディスカバリポリシーにより、新しい UCSブレードサーバや UCS Miniを追加したとき
の UCS Managerの対応方法を定義します。サーバディスカバリポリシーを作成する場合、サー
バがシャーシに追加されたときに、システムにより詳細なディスカバリを行うのか、または、ユー

ザがまず新しいサーバを確認する必要があるのかどうかを制御できます。デフォルトでは、シス

テムにより完全なディスカバリが実行されます。

サーバディスカバリポリシーを作成した場合は、新しいサーバを起動すると次の処理が行われま

す。

1 サーバディスカバリポリシー資格情報はサーバに対して実行されます。

2 サーバが必要な資格を満たしている場合、Cisco UCS Managerはサーバに次の処理を適用しま
す。

•この処理に関して選択されたオプションに応じて、UCSManagerが新しいサーバをただち
に検出するか、または新しいサーバに対するユーザの確認応答を待機する

•サーバにスクラブポリシーを適用する

ハードウェアの挿入、削除、または交換によって自動的に詳細なディスカバリがトリガーされる

と、以下が実行されます。

1 サーバが「保留アクティビティ」リストに移動されます。

2 サーバで重大なハードウェア不一致エラーが発生し、ハードウェアの不一致が UCSMにより
検出されたことが示されます。

3 詳細なディスカバリをトリガーするには、サーバを明示的に認識する必要があります。
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Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)では、ブロックサイズが 4Kのドライブはブレードサーバ
ではサポートされませんが、ラックマウントサーバではサポートされます。ブロックサイズ

が 4 Kのドライブがブレードサーバに挿入された場合、検出は失敗し、次のエラーメッセー
ジが表示されます。

Unable to get Scsi Device Information from the system（システムからSCSI

デバイス情報を取得できません）

このエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。

重要

1 4 Kのドライブを取り外します。

2 サーバを再認識します。

サーバを再認識するとサーバがリブートし、その結果、サービスが失われます。

サーバディスカバリポリシーの設定

はじめる前に

このポリシーとサーバプールを関連付ける予定がある場合は、サーバプールポリシー資格情報

を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope org /ステップ 1   

シャーシディスカバリポリシーは、ルー

ト組織からしかアクセスできません。

（注）

サーバディスカバリポリシーを指定されたポリ

シー名で作成し、組織サーバディスカバリポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create
server-disc-policy policy-name

ステップ 2   

システムが新しいサーバの検出を試みるタイミン

グを指定します。

UCS-A /org/server-disc-policy #
set action {diag | immediate |
user-acknowledged}

ステップ 3   

（任意）

サーバディスカバリポリシーに説明を加えます。

UCS-A /org/chassis-disc-policy
#set descr description

ステップ 4   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

指定されたサーバプールポリシー資格情報をこの

ポリシーとサーバプールを関連付けるために使用

します。

UCS-A /org/server-disc-policy #
set qualifier qualifier

ステップ 5   

このポリシーが使用するスクラブポリシーを指定

します。スクラブポリシーは、検出時にサーバの

UCS-A /org/server-disc-policy #
set scrub-policy

ステップ 6   

ディスクドライブをきれいにスクラブするかどう

かを定義します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/server-disc-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ServDiscPolExampleという名前のサーバディスカバリポリシーを作成し、すぐに新し
いサーバを検出するように設定し、ポリシーについて説明を加え、サーバプールポリシー資格情

報とスクラブポリシーを指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create server-disc-policy ServDiscPolExample
UCS-A /org/server-disc-policy* # set action immediate
UCS-A /org/server-disc-policy* # set descr "This is an example server discovery policy."
UCS-A /org/server-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
UCS-A /org/server-disc-policy* # set scrub-policy NoScrub
UCS-A /org/server-disc-policy # commit-buffer

次の作業

サーバディスカバリポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方

にインクルードします。

サーバディスカバリポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバディスカバリポリシーを削

除します。

UCS-A /org # Delete
server-disc-policy policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-disc-policy #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、ServDiscPolExampleという名前のサーバディスカバリポリシーを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete server-disc-policy ServDiscPolExample
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバ継承ポリシーの設定

サーバ継承ポリシーの概要

このポリシーは、サーバ用のサービスプロファイルを作成するために、サーバディスカバリプ

ロセス中に呼び出されます。このポリシーから作成されたサービスプロファイルはすべて、製造

元でブレードに設定された値を使用します。このポリシーは次の機能を実行します。

•サーバのインベントリの分析

•選択された組織へのサーバの割り当て（設定されている場合）

•製造元でサーバに設定された IDを使って、このサーバのサービスプロファイルを作成

このポリシーを使って作成したサービスプロファイルは他のサーバに移行できません。

サーバ継承ポリシーの設定

VICアダプタが搭載されたブレードサーバまたはラックマウントサーバ（Cisco UCS M81KR仮
想インターフェイスカードなど）、サーバのアイデンティティ値が製造時にサーバハードウェア

に書き込まれていません。その結果、アダプタのアイデンティティは、デフォルトプールから取

得する必要があります。デフォルトプールに、サーバに割り当てるのに十分なエントリが格納さ

れていない場合、サービスプロファイルの関連付けが設定エラーで失敗します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバ継承ポリシーを指定されたポリシー名で

作成し、組織サーバ継承ポリシーモードを開始

します。

UCS-A /org # create
server-inherit-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
set descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールド
には表示されません。

（注）

（任意）

サーバを使用する組織を指定します。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
set destination org org-name

ステップ 4   

（任意）

サーバの資格認定にサーバプールポリシー資格

情報を使用するように指定します。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
set qualifier server-qual-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/server-inherit-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、InheritEngineeringという名前のサーバ継承ポリシーを作成し、ポリシーに説明を加え、
宛先組織として engineeringを、サーバプールポリシー資格情報としてServPoolQual22を指定し、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-inherit-policy InheritEngineering
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set descr "Server Inheritance Policy for Engineering"
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set destination org engineering
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set qualifier ServPoolQual22
UCS-A /org/server-inherit-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/server-inherit-policy #
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サーバ継承ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバ継承ポリシーを削除しま

す。

UCS-A /org # delete
server-inherit-policy policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、InheritEngineeringという名前のサーバ継承ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-inherit-policy InheritEngineering
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバプールポリシーの設定

サーバプールポリシーの概要

このポリシーはサーバディスカバリプロセス中に呼び出されます。これは、サーバプールポリ

シー資格情報により、サーバと、ポリシーで指定されたターゲットプールが一致した場合にどの

ような処理が行われるかを定義します。

サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバプールポリシーがあった場

合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。
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サーバプールポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバプールポリシーを指定された名前で作成

し、組織プールポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
pooling-policy policy-name

ステップ 2   

（任意）

サーバプールポリシーに説明を加えます。

UCS-A /org/pooling-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

サーバプールポリシーで使用するサーバプール

を指定します。プールの完全識別名を指定する必

要があります。

UCS-A /org/pooling-policy # set
pool pool-distinguished-name

ステップ 4   

サーバプールポリシーで使用するサーバプール

修飾子を指定します。

UCS-A /org/pooling-policy # set
qualifier qualifier-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/pooling-policy #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ServerPoolPolicy4という名前のサーバプールポリシーを作成し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create pooling-policy ServerPoolPolicy4
UCS-A /org/pooling-policy* # set pool org-root/compute-pool-pool3
UCS-A /org/pooling-policy* # set qualifier ServPoolQual8
UCS-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/pooling-policy #
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サーバプールポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシーを削除しま

す。

UCS-A /org # delete pooling-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、ServerPoolPolicy4という名前のサーバプールポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete pooling-policy ServerPoolPolicy4
UCS-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/pooling-policy #

サーバプールポリシーの資格情報の設定

サーバプールポリシー資格情報の概要

このポリシーは、ディスカバリプロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー

バを資格認定します。資格情報は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリ

シーで設定されたルールです。たとえば、データセンタープールのサーバの最小メモリ容量を指

定するルールを作成できます。

資格情報は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するた

めに使用されます。たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサー

バを 1つ以上のサーバプールに追加したり、自動的にサービスプロファイルと関連付けたりでき
ます。

サーバプールポリシー資格情報を使用すると、次の基準に従ってサーバを資格認定できます。

•アダプタのタイプ

•シャーシの場所

•メモリのタイプと設定

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
574

サーバ関連ポリシーの設定

サーバプールポリシーの削除



•電源グループ

• CPUのコア数、タイプ、および設定

•ストレージの設定と容量

•サーバのモデル

実装によっては、サーバプールポリシー資格情報を使用して、次を含む複数のポリシーを設定す

る必要があります。

•自動構成ポリシー

•シャーシディスカバリポリシー

•サーバディスカバリポリシー

•サーバ継承ポリシー

•サーバプールポリシー

サーバプールポリシーの資格情報の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サーバプール資格情報を指定された名前で作

成し、組織サーバ資格情報モードを開始しま

す。

UCS-A /org # create server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例は、ServPoolQual22という名前のサーバプール資格情報を作成し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

次の作業

次のサーバコンポーネントの 1つ以上の資格情報を設定します。

•アダプタ資格情報
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•シャーシ資格情報

•メモリ資格情報

•電源グループ資格情報

•プロセッサ資格情報

•ストレージ資格情報

サーバプールポリシーの資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサーバプール資格情報を削除し

ます。

UCS-A /org # delete server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例は、ServPoolQual22という名前のサーバプール資格情報を削除し、トランザクションをコ
ミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

アダプタ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameに /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で組織サー

バ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

アダプタ資格情報を作成し、組織サーバ資格情報ア

ダプタモードを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
adapter

ステップ 3   

指定されたアダプタタイプのアダプタ容量資格を作

成して、組織サーバ資格アダプタ容量資格情報モー

UCS-A /org/server-qual/adapter
# create cap-qual adapter-type

ステップ 4   

ドを開始します。adapter-type引数には、次の任意の
値を設定できます。

• fcoe：Fibre Channel over Ethernet

• non-virtualized-eth-if：非仮想化イーサネットイ
ンターフェイス

• non-virtualized-fc-if：非仮想化ファイバチャネ
ルインターフェイス

• path-encap-consolidated：パスカプセル化統合

• path-encap-virtual：パスカプセル化仮想

• protected-eth-if：保護されたイーサネットイン
ターフェイス

• protected-fc-if：保護されたファイバチャネルイ
ンターフェイス

• protected-fcoe：保護された Fibre Channel over
Ethernet

• virtualized-eth-if：仮想化イーサネットインター
フェイス

• virtualized-fc-if：仮想化ファイバチャネルイン
ターフェイス

• virtualized-scsi-if：仮想化 SCSIインターフェイ
ス

選択したアダプタタイプの最大容量を指定します。UCS-A
/org/server-qual/adapter/cap-qual

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

# set maximum {max-cap |
unspecified}

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/server-qual/adapter/cap-qual
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、非仮想化イーサネットインターフェイスのアダプタ資格情報を設定し、トランザク

ションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create adapter
UCS-A /org/server-qual/adapter* # create cap-qual non-virtualized-eth-if
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual* # set maximum 2500000000
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual #

アダプタ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で組

織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

サーバプールポリシー資格情報からアダプタ

資格情報を削除します。

UCS-A /org/server-qual # delete
adapter

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServPoolQual22という名前のサーバプールポリシー資格情報からアダプタ資格情報を削除
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete adapter
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #
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シャーシ資格情報の設定

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で組

織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定されたシャーシ範囲のシャーシ資格情報

を作成し、組織サーバ資格情報シャーシモー

ドを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
chassis min-chassis-num
max-chassis-num

ステップ 3   

指定されたスロット範囲のシャーシスロット

資格情報を作成し、組織サーバ資格情報シャー

シスロットモードを開始します。

UCS-A /org/server-qual/chassis #
create slot min-slot-num
max-slot-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual/chassis/slot
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、シャーシ 1および 2のスロット 1～ 4にシャーシ資格情報を設定し、トランザクショ
ンをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual* # create chassis 1 2
UCS-A /org/server-qual/chassis* # create slot 1 4
UCS-A /org/server-qual/chassis/slot* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/chassis/slot #

シャーシ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定されたシャーシ範囲のシャーシ資格情報

を削除します。

UCS-A /org/server-qual # delete
chassis min-chassis-num
max-chassis-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、シャーシ 1および 2のシャーシ資格情報を削除し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete chassis 1 2
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

CPU 資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するに

は、org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情

報で組織サーバ資格情報モードを開始

します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

CPU資格情報を作成し、組織サーバ資
格情報プロセッサモードを開始しま

す。

UCS-A /org/server-qual # create cpuステップ 3   

プロセッサのアーキテクチャタイプを

指定します。

UCS-A /org/server-qual/cpu # set arch
{any | dual-core-opteron | intel-p4-c |
opteron | pentium-4 | turion-64 | xeon |
xeon-mp}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

プロセッサの最大コア数を指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/cpu # setmaxcores
{max-core-num | unspecified}

ステップ 5   

プロセッサの最小コア数を指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/cpu # setmincores
{min-core-num | unspecified}

ステップ 6   

プロセッサの最大数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # set
maxprocs {max-proc-num | unspecified}

ステップ 7   

プロセッサの最小数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # setminprocs
{min-proc-num | unspecified}

ステップ 8   

スレッドの最大数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # set
maxthreads {max-thread-num |
unspecified}

ステップ 9   

スレッドの最小数を指定します。UCS-A /org/server-qual/cpu # set
minthreads {min-thread-num |
unspecified}

ステップ 10   

プロセッサのステッピング番号を指定

します。

UCS-A /org/server-qual/cpu # set stepping
{step-num | unspecified}

ステップ 11   

プロセッサモデル名が一致する必要の

ある正規表現を指定します。

UCS-A /org/server-qual/cpu # set
model-regex regex

ステップ 12   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /org/server-qual/cpu #
commit-buffer

ステップ 13   

次の例は、CPU資格を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create processor
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set arch xeon
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxcores 8
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set mincores 4
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxprocs 2
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set minprocs 1
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxthreads 16
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set minthreads 8
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set stepping 5
UCS-A /org/server-qual/cpu* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/cpu #
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CPU 資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

プロセッサ資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete cpuステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、プロセッサの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete cpu
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

電源グループ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定された電源グループ名の電源グループ資

格情報を作成します。

UCS-A /org/server-qual # create
power-group power-group-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、powergroup1という電源グループの電源グループ資格情報を設定し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create power-group powergroup1
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

電源グループ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

指定された電源グループ資格情報を削除しま

す。

UCS-A /org/server-qual # delete
power-group power-group-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、powergroup1という電源グループの電源グループ資格情報を削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete power-group powergroup1
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
583

サーバ関連ポリシーの設定

電源グループ資格情報の削除



メモリ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報

で組織サーバ資格情報モードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

メモリ資格情報を作成し、組織サーバ資

格情報メモリモードを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
memory

ステップ 3   

メモリのクロック速度を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
clock {clock-num | unspec}

ステップ 4   

メモリアレイの最大容量を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
maxcap {max-cap-num | unspec}

ステップ 5   

メモリアレイの最小容量を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
mincap {min-cap-num | unspec}

ステップ 6   

メモリデータレートを指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
speed {speed-num | unspec}

ステップ 7   

メモリユニット（メモリ基板にマウント

されているDRAMチップ）の数を指定し
ます。

UCS-A /org/server-qual/memory # set
units {unit-num | unspec}

ステップ 8   

データバスのビット幅を指定します。UCS-A /org/server-qual/memory # set
width {width-num | unspec}

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/server-qual/memory #
commit-buffer

ステップ 10   

次の例は、メモリ資格情報を設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create memory
UCS-A /org/server-qual/memory* # set clock 1067
UCS-A /org/server-qual/memory* # set maxcap 4096
UCS-A /org/server-qual/memory* # set mincap 2048
UCS-A /org/server-qual/memory* # set speed unspec
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UCS-A /org/server-qual/memory* # set units 16
UCS-A /org/server-qual/memory* # set width 64
UCS-A /org/server-qual/memory* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/memory #

メモリ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

メモリ資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete
memory

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、メモリの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete memory
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

物理的な資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

物理的な資格情報を作成し、組織サーバ資格

情報物理モードを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create
physical-qual

ステップ 3   

モデル名が一致する必要のある正規表現を指

定します。

UCS-A /org/server-qual/physical-qual
# set model-regex regex

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual/physical-qual
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、物理的な資格情報を作成して設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create physical-qual
UCS-A /org/server-qual/physical-qual* # set model-regex
UCS-A /org/server-qual/physical-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/physical-qual #

物理的な資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

物理的な資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete
physical-qual

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、物理的な資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete physical-qual
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #
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ストレージ資格情報の作成

はじめる前に

サーバプールポリシー資格情報を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報

で組織サーバ資格情報モードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

ストレージ資格情報を作成し、組織サーバ

資格情報ストレージモードを開始します。

UCS-A /org/server-qual # create storageステップ 3   

ストレージブロックサイズを指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
blocksize {block-size-num | unknown}

ステップ 4   

使用できるストレージがディスクレスであ

る必要があるかどうかを指定します。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
diskless {no | unspecified | yes }

ステップ 5   

使用できるディスクのタイプを指定しま

す。次のオプションがあります。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
disktype {hdd | ssd | unspecified}

ステップ 6   

• [Unspecified]：どのディスクタイプも
受け入れ可能です。

• [HDD]：ディスクはHDDにする必要
があります。

• [SSD]：ディスクは SSD（SATAまた
は SAS）にする必要があります。

FlexFlashカードの数を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
flexflash-num-cards {ff_card-num |
unknown}

ステップ 7   

ストレージアレイの最大容量を指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
maxcap {max-cap-num | unknown}

ステップ 8   

ストレージアレイの最小容量を指定しま

す。

UCS-A /org/server-qual/storage # set
mincap {min-cap-num | unknown}

ステップ 9   

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
587

サーバ関連ポリシーの設定

ストレージ資格情報の作成



目的コマンドまたはアクション

ブロック数を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
numberofblocks {block-num |
unknown}

ステップ 10   

ディスク単位の容量を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
perdiskcap {disk-cap-num | unknown}

ステップ 11   

ストレージデバイス数を指定します。UCS-A /org/server-qual/storage # set
units {unit-num | unspecified}

ステップ 12   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/server-qual/storage #
commit-buffer

ステップ 13   

次の例は、ストレージ資格情報を作成および設定し、トランザクションをコミットする方法を示

します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create storage
UCS-A /org/server-qual/storage* # set blocksize 512
UCS-A /org/server-qual/storage* # set disktype hdd
UCS-A /org/server-qual/storage* # set maxcap 420000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set mincap 140000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set numberofblocks 287277984
UCS-A /org/server-qual/storage* # set perdiskcap 140000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set units 1
UCS-A /org/server-qual/storage* # set flexflash-num-cards 2
UCS-A /org/server-qual/storage* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/storage #

ストレージ資格情報の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサーバプールポリシー資格情報で

組織サーバ資格情報モードを開始します。

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

ステップ 2   

ストレージ資格情報を削除します。UCS-A /org/server-qual # delete
storage

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/server-qual/ #
commit-buffer

ステップ 4   
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次の例は、ストレージの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete storage
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定

vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA配置ポリシーは、次のことを決定するために使用されます。

•仮想ネットワークインターフェイス接続（vCon）をサーバ上の物理アダプタにマッピングす
る方法。

•各 vConに割り当てることのできる vNICまたは vHBAのタイプ。

各vNIC/vHBA配置ポリシーには、物理アダプタの仮想表現であるvConが含まれます。vNIC/vHBA
配置ポリシーがサービスプロファイルに割り当てられ、サービスプロファイルがサーバに関連付

けられると、vNIC/vHBA配置ポリシー内の vConが物理アダプタに割り当てられ、vNICおよび
vHBAがそれらの vConに割り当てられます。

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSがすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。4つのアダプタを持つサーバの場合は、CiscoUCSが vCon1をアダプ
タ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
サーバのタイプと選択された仮想スロットマッピングスキーム（ラウンドロビンまたは線形順

序）に基づいて vConを割り当てます。使用可能なマッピングスキームの詳細については、vCon
のアダプタへの配置, （590ページ）を参照してください。

Cisco UCSは、vConの割り当て後、vNICと vHBAを各 vConの [Selection Preference]に基づいて
割り当てます。これは、次のいずれかになります。

vHBAの PCI順序を指定できますが、任意の順序は、vNICまたは vHBAなど、相互間ではな
く、デバイスのクラス内で機能します。アダプタ内で、vNICは vHBAよりも常に前に配置さ
れます。

（注）

• [All]all：設定されたすべてのvNICと vHBAは、明示的な割り当て、割り当て解除、動的の
いずれかで vConに割り当てられます。これはデフォルトです。

• [AssignedOnly]assigned-only：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。
サービスプロファイルや vNICまたは vHBAのプロパティにより、明示的に割り当てること
ができます。
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• [ExcludeDynamic]exclude-dynamic：動的な vNICや vHBAを vConに割り当てることはできま
せん。vConは静的な vNICと vHBAに使用可能で、割り当て解除または明示的な割り当てを
行います。

• [ExcludeUnassigned]exclude-unassigned：割り当て解除された vNICや vHBAを vConに割り当
てることはできません。vConは動的な vNICや vHBAの他、明示的に割り当てられた静的な
vNICや vHBAに使用できます。

• [ExcludeusNIC]exclude-usnic：Cisco usNICを vConに割り当てることはできません。vConは、
明示的に割り当てられている、割り当てられていない、または動的であっても、その他すべ

ての設定された vNICと vHBAに使用できます。

[ExcludeusNIC]exclude-usnicに設定されている vConに明示的に割り当てられ
ている SRIOV usNICは、引き続きその vConに割り当てられたままになりま
す。

（注）

サービスプロファイルにvNIC/vHBA配置ポリシーを含めない場合、Cisco UCS Managerはデフォ
ルトの [Round Robin]の vConマッピング方式と [All]の vNIC/vHBA選択プリファレンスに従い、
各アダプタの機能と相対容量に基づいてアダプタ間で vNICと vHBAを配布します。

vCon のアダプタへの配置
CiscoUCSは、サービスプロファイル内のすべての vConをサーバ上の物理アダプタにマッピング
します。マッピングの実行方法、およびサーバ内の特定のアダプタへのvConの割り当て方法は、
次の条件によって決まります。

•サーバのタイプ。2つのアダプタカードを搭載した N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレー
ドサーバは、他のサポートされるラックサーバまたはブレードサーバとは異なるマッピン

グスキームを使用します。

•サーバ内のアダプタの数。

• vNIC/vHBA配置ポリシー内の仮想スロットマッピングスキームの設定（該当する場合）。

vNICおよび vHBAを vConに割り当てるための vNIC/vHBA選択環境設定を設定するときは、こ
の配置を検討する必要があります。

vConのアダプタへの配置は、アダプタの PCIEスロット番号とは関係ありません。vConの配
置のために使用されるアダプタ番号は、アダプタの PCIEスロット番号ではなく、サーバ検出
中にそれらに割り当てられる IDです。

（注）
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N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレードサーバでの vCon のアダプタへの配置
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバの場合は、2つのアダプタを左から右に、vCon
を右から左に数えます。これらのブレードサーバの 1台が 1つのアダプタを持つ場合は、Cisco
UCSがすべての vConをそのアダプタに割り当てます。サーバが 2つのアダプタを持つ場合は、
vConの割り当ては仮想スロットマッピングスキームに基づいて行われます。

• [RoundRobin]round-robin：Cisco UCSは vCon2と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon3を
アダプタ 2に割り当てます。これはデフォルトです。

• [LinearOrdered]linear-ordered：Cisco UCSは vCon3と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon2
をアダプタ 2に割り当てます。

vCon のアダプタへの配置（他のすべてのサポート対象サーバの場合）
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバに加え、Cisco UCSによりサポートされるその
他すべてのサーバでは、vConの割り当ては、サーバに搭載されるアダプタ数と仮想スロットマッ
ピングスキームに応じて異なります。

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSがすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。4つのアダプタを持つサーバの場合は、CiscoUCSが vCon1をアダプ
タ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
選択した仮想スロットマッピングスキーム（ラウンドロビンまたは線形順序）に基づいて vCons
を割り当てます。

表 10：ラウンドロビンマッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ1アダプタ2アダプタ12

アダプタ2アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

ラウンドロビンはデフォルトのマッピングスキームです。

表 11：線形順序マッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11
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vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ2アダプタ2アダプタ1アダプタ12

アダプタ3アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

Cisco UCS B440 M2ブレードサーバに搭載された 2つのアダプタで vConポリシーを使用して
いる場合は、次のマッピングに注意してください。

（注）

•最初に vCon 2からアダプタ 1へのマッピング

• 2番目に vCon 1からアダプタ 2へのマッピング

vNIC/vHBA の vCon への割り当て
Cisco UCS Managerには、vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して vNICおよび vHBAを vConに割り
当てるオプションが 2つあります。つまり、明示的割り当てと暗黙的割り当てです。

vNIC および vHBA の明示的割り当て

明示的割り当てでは、vConを指定してから、vNICまたは vHBAを割り当てるアダプタを指定し
ます。この割り当てオプションは、サーバ上のアダプタ間への vNICおよび vHBAの配布方法を
決定する必要がある場合に使用します。

明示的割り当ての場合に、vConと関連付けられる vNICおよび vHBAを設定するには、次の手順
を実行します。

• vCon設定を任意の使用可能なオプションに設定します。vConは、vNIC/vHBA配置ポリシー
を使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービスプロファイルで設定できま

す。vConで [All]が設定されている場合でも、vNICまたは vHBAをその vConに明示的に割
り当てることができます。

• vNICおよび vHBAを vConに割り当てます。この割り当ては、vNICまたは vHBAの仮想ホ
ストインターフェイス配置プロパティ、またはサーバに関連付けられたサービスプロファ

イルで実行できます。

vNICや vHBAをそれらのタイプに設定されていないvConに割り当てようとすると、Cisco UCS
Managerによって設定エラーが発生したことを示すメッセージが表示されます。

サービスプロファイルの関連付け中に、Cisco UCSManagerは、設定済みの vNICおよび vHBAの
割り当てを、サーバ内の物理的なアダプタ数および機能と比較して検証し、その後でポリシー内
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の設定に従ってvNICおよびvHBAを割り当てます。負荷分散は、このポリシーで設定されたvCon
およびアダプタへの明示的な割り当てに基づいています。

アダプタが 1つ以上の vNICまたは vHBAの割り当てをサポートしていない場合は、Cisco UCS
Managerによってサービスプロファイルに対するエラーが生成されます。

vHBAの PCI順序を指定できますが、任意の順序は、vNICまたは vHBAなど、相互間ではな
く、デバイスのクラス内で機能します。アダプタ内で、vNICは vHBAよりも常に前に配置さ
れます。

（注）

vNIC および vHBA の暗黙的割り当て

暗黙的割り当てでは、Cisco UCS Managerは vConを決定した後で、アダプタの機能とそれらの相
対的な処理能力に基づいて vNICまたは vHBAを割り当てるアダプタを決定します。この割り当
てオプションは、vNICまたはvHBAが割り当てられるアダプタがシステム設定で重要ではない場
合に使用します。

暗黙的割り当ての場合に vConを設定するには、次の手順を実行します。

• vCon設定を [All]、[Exclude Dynamic]、または [Exclude Unassigned]に設定します。vConは、
vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービスプ
ロファイルで設定できます。

• vConを [Assigned Only]に設定しないでください。この設定を使用して暗黙的割り当てを実
行することはできません。

• vNICまたは vHBAを vConに割り当てないでください。

サービスプロファイルの関連付け中に、Cisco UCS Managerは、サーバ内の物理的なアダプタ数
および機能を検証し、必要に応じて vNICおよび vHBAを割り当てます。負荷分散はアダプタの
機能に基づいており、vNICおよび vHBAの配置は、システムによって決定される実際の順番に
従って実行されます。たとえば、あるアダプタが他のアダプタより多くの vNICに対応できる場
合、そのアダプタにはより多くの vNICが割り当てられます。

サーバに設定されている数の vNICおよび vHBAをアダプタでサポートできない場合、Cisco UCS
Managerは、サービスプロファイルに対する障害を生成します。

デュアルアダプタ環境での vNIC の暗黙的割り当て

各スロットにアダプタカードが搭載されたデュアルスロットサーバで暗黙的な vNIC割り当てを
使用する場合、Cisco UCS Managerは通常 vNIC/vHBAを次のように割り当てます。

•サーバの両方のスロットに同じアダプタがある場合、Cisco UCS Managerは vNICの半分と
vHBAの半分を各アダプタに割り当てます。

•サーバに 1つの非 VICアダプタと 1つの VICアダプタがある場合、Cisco UCS Managerは、
2つの vNICと 2つの vHBAを非 VICアダプタに割り当て、残りの vNICと vHBAを VICア
ダプタに割り当てます。
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•サーバに 2つの異なる VICアダプタがある場合、Cisco UCS Managerは、2つのアダプタの
相対的な処理能力に基づいて、vNICと vHBAを比例的に割り当てます。

次の例は、サポートされるアダプタカードのさまざまな組み合わせに対して、CiscoUCSManager
が vNICと vHBAをどのように割り当てるのか、その一般的な方法を示しています。

• 4つの vNICと、2つの Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ（それぞれ 2つの
vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、Cisco UCSManagerは 2つの vNICを各アダプタに
割り当てます。

• 50の vNICと、Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタ（2つの vNIC）および Cisco UCS M81KR
仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、
Cisco UCS Managerは、2つの vNICを Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタに割り当て、48の
vNICを Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタに割り当てます。

• 150の vNICと、Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）お
よび Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードアダプタ（256の vNIC）を搭載した
サーバを設定する場合、Cisco UCS Managerは、50の vNICを Cisco UCS M81KR仮想イン
ターフェイスカードアダプタに割り当て、100の vNICを Cisco UCS VIC-1240仮想インター
フェイスカードアダプタに割り当てます。

vNICをファブリックフェールオーバー用に設定し、ダイナミック vNICをサーバ用に設定し
た場合に、この暗黙的な割り当てに対する例外が発生します。

（注）

vNICファブリックのフェールオーバーが含まれる設定で、1つのアダプタがvNICのフェールオー
バーをサポートしない場合、Cisco UCS Managerは、ファブリックのフェールオーバーが有効に
なっているすべての vNICを、それらをサポートするアダプタに割り当てます。ファブリックの
フェールオーバー用に設定された vNICのみが設定に含まれる場合、それらをサポートしないア
ダプタに割り当てられる vNICはありません。ファブリックのフェールオーバー用に設定された
vNICと設定されていない vNICがある場合、Cisco UCS Managerは、すべてのフェールオーバー
vNICを、それらをサポートするアダプタに割り当て、上記の比率に従って、少なくとも 1つの非
フェールオーバー vNICを、それらをサポートしないアダプタに割り当てます。

ダイナミック vNICが含まれる設定では、同様の暗黙的な割り当てが発生します。Cisco UCS
Managerは、すべてのダイナミックvNICをそれらをサポートするアダプタに割り当てます。ただ
し、ダイナミック vNICとスタティック vNICの組み合わせでは、少なくとも 1つのスタティック
vNICがダイナミック vNICをサポートしていないアダプタに割り当てられます。
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vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはア

クション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モードを開始

するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステッ

プ 1   

指定された vNIC/vHBA配置プロファイルを作成し、組織 vConポ
リシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
vcon-policy
policy-name

ステッ

プ 2   

（任意）

vNIC/vHBA配置プロファイルの説明を提供します。
UCS-A
/org/vcon-policy #
set descr description

ステッ

プ 3   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字またはスペースを
使用できます。`（アクセント記号）、\（バックスラッシュ）、^
（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<
（小なり）、または '（一重引用符）は使用できません。

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれてい

る場合、説明を引用符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールドには表示されませ
ん。

（注）

（任意）

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、
CiscoUCSがすべての vConをそのアダプタに割り当てます。4つの

UCS-A
/org/vcon-policy #
setmapping-scheme
{round-robin |
linear-ordered}

ステッ

プ 4   

アダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCSが vCon1をアダプタ 1
に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダ
プタ 4に割り当てます。

2つまたは 3つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの
場合は、CiscoUCSが選択された仮想スロットマッピングスキーム
に基づいて、vConを割り当てます。次のいずれかになります。

• [Round Robin][round-robin]：2つのアダプタカードを持つサー
バの場合、CiscoUCSは vCon1と vCon3をアダプタ 1に、vCon2
と vCon4をアダプタ 2に割り当てます。

3つのアダプタカードを持つサーバの場合は、Cisco UCSが
vCon1をアダプタ 1に、vCon2と vCon4をアダプタ 2に、vCon3
をアダプタ 3に割り当てます。

これがデフォルトのスキームです。
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目的コマンドまたはア

クション

• [Linear Ordered][linear-ordered]：2つのアダプタカードを持つ
サーバの場合、Cisco UCSは vCon1と vCon2をアダプタ 1に、
vCon3と vCon4をアダプタ 2に割り当てます。

3つのアダプタカードを持つサーバの場合は、Cisco UCSが
vCon1をアダプタ1に、vCon2をアダプタ2に割り当て、vCon3
と vCon4をアダプタ 3に割り当てます。

N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバの場合は、2つの
アダプタを左から右に、vConを右から左に数えます。これらのブ
レードサーバの 1台が 1つのアダプタを持つ場合は、Cisco UCSが
すべての vConをそのアダプタに割り当てます。サーバが 2つのア
ダプタを持つ場合は、vConの割り当ては仮想スロットマッピング
スキームに基づいて行われます。

• [RoundRobin]round-robin：Cisco UCSは vCon2と vCon4をア
ダプタ 1に、vCon1と vCon3をアダプタ 2に割り当てます。
これはデフォルトです。

• [LinearOrdered]linear-ordered：Cisco UCSは vCon3と vCon4を
アダプタ 1に、vCon1と vCon2をアダプタ 2に割り当てます。

指定されたvConに選択プリファレンスを指定します。次のオプショ
ンがあります。

UCS-A
/org/vcon-policy #
set vcon {1 | 2 | 3 | 4}

ステッ

プ 5   

• [All]all：設定されたすべてのvNICと vHBAは、明示的な割り
当て、割り当て解除、動的のいずれかで vConに割り当てられ
ます。これはデフォルトです。

selection {all |
assigned-only |
exclude-dynamic |
exclude-unassigned}

• [AssignedOnly]assigned-only：vNICと vHBAを vConに明示的
に割り当てる必要があります。サービスプロファイルや vNIC
または vHBAのプロパティにより、明示的に割り当てること
ができます。

• [ExcludeDynamic]exclude-dynamic：動的な vNICや vHBAを
vConに割り当てることはできません。vConは静的な vNICと
vHBAに使用可能で、割り当て解除または明示的な割り当てを
行います。

• [ExcludeUnassigned]exclude-unassigned：割り当て解除された
vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。vCon
は動的な vNICや vHBAの他、明示的に割り当てられた静的な
vNICや vHBAに使用できます。

• [ExcludeusNIC]exclude-usnic：Cisco usNICを vConに割り当て
ることはできません。vConは、明示的に割り当てられている、
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目的コマンドまたはア

クション

割り当てられていない、または動的であっても、その他すべて

の設定された vNICと vHBAに使用できます。

[ExcludeusNIC]exclude-usnicに設定されている vCon
に明示的に割り当てられているSRIOVusNICは、引
き続きそのvConに割り当てられたままになります。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A
/org/vcon-policy #
commit-buffer

ステッ

プ 6   

次の例では、Adapter1Allという名前のvNIC/vHBA配置ポリシーを作成し、vConsマッピング方式
を [Linear Ordered]に設定し、割り当てられた vNICおよび vHBAのみがアダプタ 1に配置できる
よう指定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vcon-policy Adapter1
UCS-A /org/vcon-policy* # set descr "This profile places all vNICs and vHBAs on adapter 1."
UCS-A /org/vcon-policy* # set mapping-scheme linear-ordered
UCS-A /org/vcon-policy* # set vcon 1 selection assigned-only
UCS-A /org/vcon-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/vcon-policy* #
UCS-A /org #

vNIC/vHBA 配置ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した vNIC/vHBA配置プロファイルを削
除します。

UCS-A /org # delete vcon-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、Adapter1Allという名前の vNIC/vHBA配置プロファイルを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vcon-policy Adapter1All
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UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

vCon への vNIC の明示的割り当て

はじめる前に

vNIC/vHBA配置ポリシーまたはサービスプロファイルで次のいずれかの値を使用して、vConを
設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

vConで [All]が設定されている場合、vNICまたは vHBAをその vConに明示的に割り当てること
ができます。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

手順

目的コマンドまたはアクション

vConに明示的に割り当てる vNICがあるサービ
スプロファイルを含む組織で組織モードを開始

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

します。ルート組織モードを開始するには、

org-nameとして /を入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

指定したvnicで組織サービスプロファイルモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vnic vnic-name

ステップ 3   

指定した vNICの vCon（仮想ネットワークイン
ターフェイス接続）の配置を設定します。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 4   

いずれかの値を入力すると、Cisco UCSManager
は vNICの割り当て先の vConを判別できます。

vNICの目的の PCI順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vnic #
set order {order-num |
unspecified}

ステップ 5   

有効な値は 0～ 128および未指定です。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

ステップ 6   
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次に、vnic3という vNICの vCon配置を 2に設定し、目的の順序を 10に設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/vnic # set vcon 2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set order 10
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

vCon への vHBA の明示的割り当て

はじめる前に

vNIC/vHBA配置ポリシーまたはサービスプロファイルで次のいずれかの値を使用して、vConを
設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

vConで [All]が設定されている場合、vNICまたは vHBAをその vConに明示的に割り当てること
ができます。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

手順

目的コマンドまたはアクション

vConに明示的に割り当てる vHBAがあるサービ
スプロファイルを含む組織で組織モードを開始

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

します。ルート組織モードを開始するには、

org-nameとして /を入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定した vHBAで組織サービスプロファイル
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vhba vhba-name

ステップ 3   

指定した vHBAの vCon（仮想ネットワークイ
ンターフェイス接続）の配置を設定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 4   

いずれかの値を入力すると、Cisco UCS Manager
はvHBAの割り当て先のvConを判別できます。

vHBAの目的の PCI順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vhba #
set order {order-num |
unspecified}

ステップ 5   

有効な順序番号値は0～128および未指定です。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、vhba3という vHBAの vCon配置を 2に設定し、目的の順序を 10に設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/vhba # set vcon 2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set order 10
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #

ダイナミック vNIC の前にスタティック vNIC を配置
最適なパフォーマンスを得るために、スタティック vNICとスタティック vHBAは、PCIeバス上
のダイナミックvNICの前に配置する必要があります。スタティックvNICは、スタティックvNIC
および vHBAの両方を参照します。Cisco UCS Managerリリース 2.1は、スタティックおよびダイ
ナミック vNICの順序に関する次の機能を備えています。

• Cisco UCS Managerリリース 2.1にアップグレードした後、既存のサービスプロファイル
（Cisco UCSManagerリリース 2.1以前のリリースで定義されたプロファイル）に変更がない
場合は、vNICの順序は変更されません。

• Cisco UCSManagerリリース 2.1へのアップグレード後、vNIC関連の変更によって vNICマッ
プの順序が変更される場合があります。その場合、結果としてすべてのダイナミック vNIC
がスタティック vNICの後に配置されます。

• CiscoUCSManagerリリース 2.1で新しく作成されたサービスプロファイルでは、スタティッ
ク vNICが常にダイナミック vNICの前に順序付けられます。

•上記の動作は、スタティックvNICまたはダイナミックvNICの作成または削除の順番に依存
しません。

• SRIOV対応のサービスプロファイルの場合は、UCSMによって対応する仮想関数（VF）の
前に vNIC物理関数（PF）が挿入されます。この方式では、VFが PCIeバスおよび BDF上の
親 PF vNICの近くに配置され、VFの継続的な増分順序になることが保証されます。

例

Cisco UCS Managerリリース 2.0での当初のデバイス順序
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2

Cisco UCS Managerリリース 2.0での新たなデバイス順序（2つのスタティック vNICを追加）
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
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eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4

Cisco UCS Managerリリース 2.1へのアップグレード後（vNIC関連の変更がサービスプロファイ
ルで行われる前）
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4

Cisco UCS Managerリリース 2.1での新たなデバイス順序（ポリシー数を 2から 4に変更すること
によって 2つのダイナミック vNICを追加）
dyn-vNIC-1 3
dyn-vNIC-2 4
eth-vNIC-1 1
eth-vNIC-2 2
dyn-vNIC-3 5
dyn-vNIC-4 6

多機能 PCIe デバイスとしてのダイナミック vNIC

Cisco UCS Managerバージョン 2.1は、0機能デバイス（すべてのスタティック vNICに対応する
新しい BUS）としてスタティック vNICをプロビジョニングします。多機能ダイナミック vNIC
は、新しいバススロットから最後のスタティック vNIC/vHBAの後に配置されます。

Cisco UCS Managerバージョン 2.1は、新しい StaticZeroモードをサポートしています。（注）

表 12：バージョンの互換性

Cisco UCS Manager

バージョン 2.1
方式：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

バージョン 2.0
方式：ZeroFunction/MultiFunction

バージョン 1.4
方式：ZeroFunction

スタティック vNICまたは PF
は、バス [0-57]、関数 [0]上に
あります。SRIOV：対応する
VFが同一バスおよび関数
[1-255]上にあります。
No-SRIOV：ダイナミックvNIC
は、バス [0-57]、関数 [0-7]上
にあります。

< StaticZeroモード>

スタティック vNICおよびダイ
ナミック vNICは、バス
[0-57]、関数 [0-7]上にあります
バス 0、関数 0
バス 0、関数 7

バス 1、関数 0

< MultiFunctionモード >

スタティックおよびダイナミッ

ク vNICはすべて、バス
[0-57]、関数 [0]上にあります。

< ZeroFunctionモード >
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Cisco UCS Manager

バージョン 2.1
方式：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

バージョン 2.0
方式：ZeroFunction/MultiFunction

バージョン 1.4
方式：ZeroFunction

Balboaからのアップグレードで
は、バスが <= 57になるまで
BDFの番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunctionモード
のまま）。デバイスが 58台ま
たはプラットフォーム固有の最

大 PCIeバス数を超えるか、
SRIOV設定に変更されると、
StaticZeroモードに切り替わり
ます。

Balboaからのアップグレードで
は、バスが <= 57になるまで
BDFの番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunctionモード
のまま）。

デバイスが 58台を超えると、
MultiFunctionモードに切り替わ
ります。

Cisco UCS Managerバージョン
2.0からのアップグレードで
は、BDFの番号の付け直しは
行われません

（ZeroFunction/MultiFunction
モードのまま）。デバイスが

58台またはプラットフォーム
固有の最大 PCIeバス数を超え
るか、SRIOV設定に変更され
ると、StaticZeroモードに切り
替わります。

vNIC/vHBA のホストポートの配置
vNIC/vHBAを vConに割り当てた後、それを特定のアダプタのホストポートのいずれかに配置で
きます。配置先のホストポートは明示的に指定するか、または Cisco UCS Managerにより自動的
にホストポートに vNICs/vHBAを割り当てることができます。

Cisco UCS VIC 1340および VIC 1380アダプタをサポートするサーバへの vNIC/vHBAホスト
ポート配置を実行できます。

（注）

vNIC/vHBAのホストポート配置により、アダプタの vNIC/vHBAの順序が決まります。最初のホ
ストポートに配置された vNIC/vHBAは最初に列挙され、2番目のホストポートの vNIC/vHBAが
それに続きます。
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ホストポート配置の設定

Cisco UCS VIC 1340および VIC 1380アダプタをサポートするサーバへの vNICのホストポート配
置を実行できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/を org-nameとして
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サービスプロファイルのサービスプロファイル

組織モードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定したvNICで組織サービスプロファイルモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile #
scope vnic vnic-name

ステップ 3   

指定した vNICのホストポートを設定します。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set host-port {1 | 2 | any}

ステップ 4   

[any]を入力すると、Cisco UCS Managerは vNIC
の割り当て先のホストポートを判別できます。

ホストポートの配置をサポートしないアダプタ

上でvNICのホストポートを設定すると、Actual
Host Portパラメータは Noneを表示します。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vnic*
# commit-buffer

ステップ 5   

指定した vNICに関する詳細を表示します。UCS-A /org/service-profile/vnic
# show detail

ステップ 6   

次の例は、vnic3という名前の vNICをホストポート 2に配置し、トランザクションをコミット
し、ホストポートの情報を表示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile SP-2
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/vnic # set host-port 2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic # show detail
vNIC:

Name: vnic3
Fabric ID: A
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:13:13:11
Desired Order: 2
Actual Order: 3
Desired VCon Placement: 1
Actual VCon Placement: 1
Desired Host Port: 2
Actual Host Port: 2

...
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UCS-A /org/service-profile/vnic #

CIMC マウント vMedia

スクリプト可能な vMedia の使用

Cisco UCSManagerでは、リモートUCSサーバの vMediaデバイス ISOイメージをプロビジョニン
グできます。スクリプト可能な vMediaを使用して、リモートサーバに IMGまたは ISOイメージ
をマウントするようにプログラミングできます。CIMCマウント vMediaを使用すると、メディア
接続を追加することなく、データセンター内の他のマウントメディア間で通信できるようになり

ます。スクリプト可能な vMediaを使用すると、ブラウザを使用せずに仮想メディアデバイスを
制御して、手動で各 UCSサーバを個別にマッピングできます。

スクリプト可能な vMediaは、NFS、CIFS、HTTP、および HTTPSの共有など、複数の共有タイ
プをサポートします。スクリプト可能な vMediaはBIOS設定によって有効になり、WebGUIおよ
び CLIインターフェイスを介して設定されます。

Cisco UCS Managerのスクリプト可能な vMediaは次の機能をサポートしています。

•特定の vMediaデバイスからのブート

•マウントされた共有からローカルディスクへのファイルのコピー

• OSドライバのインストールおよび更新

Cisco UCSManagerによるスクリプト可能な vMediaのサポートは、CIMCにマッピングされて
いるデバイスにのみ適用されます。既存の KVMベースの vMediaデバイスはサポートされま
せん。

（注）

次の条件に合致する場合、vMediaのマウントは失敗します。

1 vMediaポリシー内のリモート vMediaイメージファイル名が [Service-Profile-Name]に設定され
ている。

2 サービスプロファイルの名前が変更されている。

これは、サービスプロファイルの名前を変更しても、vMediaポリシー内のリモートvMediaイメー
ジファイル名は変更されないためです。イメージファイル名は引き続き、リモートデバイス上

の古いイメージをポイントするため、検出できません。

Cisco UCS B200M2ブレードサーバおよび Cisco UCS B230 M2ブレードサーバでは、vMedia
ポリシーがこれらのブレードサーバでサポートされていないため使用することはできません。

（注）
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CIMC vMedia ポリシーの作成

はじめる前に

次にアクセスできることを確認します。

•リモート vMediaサーバ

• vMediaデバイス

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定されたポリシー名で vMediaポリシーを作成し
ます。この名前には、1～ 16文字の英数字を使用

UCS-A /org # create vmedia-policy
policy-name

ステッ

プ 2   
できます。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）は使用できます
が、それ以外の特殊文字とスペースは使用できま

せん。また、オブジェクトが保存された後にこの

名前を変更することはできません。

指定されたマッピング名で vMediaポリシーのサブ
ディレクトリを作成します。

UCS-A /org/vmedia-policy* # create
vmedia-mapping mapping -name

ステッ

プ 3   

（任意）

vMediaポリシーの説明を記入します。
UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping
# set descr description

ステッ

プ 4   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、showコ
マンド出力の説明フィールドには表示さ

れません。

（注）

マウントするリモートvMediaイメージタイプを指
定します。次のオプションがあります。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set device type device-type

ステッ

プ 5   

• [CDD]：スクリプト可能 vMedia CD。

• [HDD]：スクリプト可能 vMedia HDD。

リモートvMediaのイメージファイル名のタイプを
指定します。バックアップコンフィギュレーショ

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set image-file image-file-name

ステッ

プ 6   
ンファイルのフルパスを入力します。このフィー
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目的コマンドまたはアクション

ルドにはファイル名（ファイル拡張子付き）だけ

を含めることができます。

ファイルへのフルパスは、共有名に続き

「/」で始まることを確認します。
（注）

リモートvMediaのイメージパスを指定します。リ
モートのvMediaコンフィギュレーションファイル
のフルパスを入力します。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set image-path image-path

ステッ

プ 7   

イメージに使用される名前を指定します。次のオ

プションがあります。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set image-variable-name {none |
service-profile-name}

ステッ

プ 8   

• [none]：手動でファイル名を入力します。

• [service-profile-name]：ポリシーが関連付けら
れたサービスプロファイルの名前を自動的に

使用します。

[image-variable-name]を
[service-profile-name]として指定する
場合、サービスプロファイルの名前

を変更しないでください。サービス

プロファイルの名前を変更すると、

仮想メディア（vMedia）のマウント
が失敗することがあります。

（注）

リモートvMediaのマウントプロトコルを指定しま
す。次のオプションがあります。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set mount-protocol
mount-protocol

ステッ

プ 9   

• CIFS

• NFS

• HTTP

• HTTPS

CIFS認証オプションを指定します。このコマンド
は、リモート vMediaマウントプロトコルとして

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set auth-option { default | none |

ステッ

プ 10   
CIFSを指定する場合にのみ使用できます。他のリ

ntlm | ntlmi | ntlmssp | ntlmsspi |
ntlmv2 | ntlmv2i} モートvMediaマウントプロトコルを選択する場合

は使用できません。CIFS認証オプションは次のと
おりです。

• [default]：NT LANManagerのセキュリティサ
ポートプロバイダー（NTLMSSP）プロトコ
ル。このオプションは、Windows2008R2およ
びWindows 2012 R2でのみ使用します。
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目的コマンドまたはアクション

• [none]：認証は使用されません。

• [ntlm]：NT LAN Manager（NTLM）セキュリ
ティプロトコル。このオプションは、Windows
2008 R2およびWindows 2012 R2でのみ使用し
ます。

• [ntlmi]：NTLMiのセキュリティプロトコル。
このオプションは、CIFSWindowsサーバでデ
ジタル署名が有効な場合のみ使用します。

• [ntlmssp]：NTLANManagerのセキュリティサ
ポートプロバイダー（NTLMSSP）プロトコ
ル。このオプションは、Windows2008R2およ
びWindows 2012 R2でのみ使用します。

• [ntlmsspi]：このオプションは、CIFS Windows
サーバでデジタル署名が有効な場合のみ使用

します。

• [ntlmv2]：NTLMv2セキュリティプロトコル。
このオプションは、SambaLinuxでのみ使用し
ます。

• [ntlmv2i]：NTLMv2iのセキュリティプロトコ
ル。このオプションは、SambaLinuxでのみ使
用します。

リモートvMediaのイメージパスワードを指定しま
す。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set password

ステッ

プ 11   

リモートvMediaのイメージ IPアドレスを指定しま
す。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set remote-ip remote-ip

ステッ

プ 12   

vMediaデバイスをマウントするためのユーザ IDを
指定します。CiscoUCSManagerがリモートサーバ
へのログインに使用するユーザ名を入力します。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# set user-id user-id

ステッ

プ 13   

プロトコルが NFSの場合、このフィールドは適用
されません。プロトコルが HTTPの場合、この
フィールドの選択は任意です。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping*
# commit-buffer

ステッ

プ 14   
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次に、vMediaPolicy2という名前の vMediaポリシーを作成し、リモート vMediaのデバイスタイ
プ、マウントプロトコル、イメージの場所を選択し、トランザクションをコミットする例を示し

ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vmedia-policy vmediapolicy2
UCS-A /org/vmedia-policy* # create vmedia-mapping map1
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set descr vmedia-map
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set device-type cdd
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-file-name win2011.iso
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-path cifs
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-variable-name service-profile-name
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set mount-protocol cifs
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set auth-option default
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set password Password:
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set remote-ip 172.41.1.158
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set user-id Adminstrator
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # commit-buffer

vMediaポリシーが作成されると、[Retry onMount Fail]オプションが [Yes]に設定されます。次
に、[Retry on Mount Fail]オプションを [No]に変更する例を示します。

（注）

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vmedia-policy vmediapolicy2
UCS-A /org/vmedia-policy* # set retry-on-mount-fail No
UCS-A /org/vmedia-policy* # commit-buffer

[Retry onMount Fail]オプションを [No]に設定すると、「This will disable automatic retry of mount
in case of any vMedia mount failure」という警告メッセージが表示されます。

警告
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第 29 章

サーバブートの設定

この章は、次の項で構成されています。

• ブートポリシー, 609 ページ

• UEFIブートモード, 610 ページ

• UEFIセキュアブート, 611 ページ

• CIMCセキュアブート, 612 ページ

• ブートポリシーの作成, 614 ページ

• SANブート, 617 ページ

• iSCSIブート, 620 ページ

• LANブート, 658 ページ

• ローカルデバイスブート, 659 ページ

• ブートポリシーの EFIシェルブートの設定, 667 ページ

• ブートポリシーの削除, 668 ページ

• UEFIブートパラメータ, 668 ページ

ブートポリシー
Cisco UCS Managerを使用して、ブレードサーバ、ラックサーバ、およびモジュラサーバのブー
トポリシーを作成することができます。

Cisco UCS Managerブートポリシーは、BIOS設定メニューのブート順序をオーバーライドし、次
のことを決定します。

•ブートデバイスの選択

•サーバのブート元である場所
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•ブートデバイスの起動順序

たとえば、関連付けられたサーバをローカルディスクや CD-ROM（仮想メディア（VMedia））
などのローカルデバイスからブートしたり、SANブートやLAN（PXE）ブートを選択したりする
ことができます。

1つ以上のサービスプロファイルに関連付ける名前付きブートポリシーを作成するか、または特
定のサービスプロファイルに対するブートポリシーを作成できます。ブートポリシーを有効に

するには、ブートポリシーをサービスプロファイルに含め、このサービスプロファイルをサー

バに関連付ける必要があります。サービスプロファイルにブートポリシーを含めない場合、Cisco
UCS Managerによってデフォルトのブートポリシーが適用されます。

ブートポリシーに対する変更は、そのブートポリシーを含んでいる、更新中のサービスプロ

ファイルテンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。BIOSにブート順
序情報を再書き込みするためのサービスプロファイルとサーバとの再関連付けは自動的にト

リガーされます。

また、ブートポリシーに次を指定することもできます。

（注）

•ローカルLUNの名前指定された名前は、展開される名前ではなく、ストレージプロファ
イル内の論理名です。モジュラサーバの場合、プライマリ名とセカンダリ名の両方を指

定できます。他のサーバの場合は、プライマリ名のみを指定します。セカンダリ名を指

定すると、設定エラーが発生します。

• JBODディスクからブートするための特定の JBODディスク番号。これは、モジュラサー
バではサポートされません。

•下位互換性のための任意の LUN。ただし、これは非推奨です。その他のデバイスでは、
正常なブートを確保するために、ブート可能なイメージを保持している必要はありませ

ん。

UEFI ブートモード
Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）は、オペレーティングシステムとプラットフォーム
ファームウェア間のソフトウェアインターフェースを定義する仕様です。CiscoUCSManagerは、
UEFIを使用して BIOSファームウェアインターフェイスを置換します。これにより、BIOSはレ
ガシーサポートを提供する一方で UEFIで動作できるようになります。

ブートポリシーを作成する場合、レガシーまたは UEFIブートモードのいずれかを選択できま
す。レガシーブートモードは、すべてのCiscoUCSサーバでサポートされます。UEFIブートモー
ドはM3以降のサーバでのみサポートされ、このモードで UEFIセキュアブートモードを有効に
できます。

UEFI PXEブートは、Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)以降と統合された Cisco UCSラックサー
バ上のすべての Cisco VICアダプタでサポートされています。Cisco UCS Managerリリース 2.2(1)
以降では、すべての Ciscoブレードサーバで UEFI PXEブートがサポートされます。
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次の制限は、UEFIブートモードに適用されます。

• UEFIブートモードは、次の組み合わせではサポートされません。

◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSブレードサーバおよびラックサーバ上の
Gen-3 Emulexアダプタと QLogicアダプタ。

◦ Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上の Broadcomアダプタに対
する iSCSIブート。

• 2つの iSCSI LUNで UEFIブートモードを使用する場合は、Cisco UCS Managerに IQN接尾
辞プールからの名前の選択を許可するのではなく、基礎となる両方の iSCSI eNICに適用され
るサービスプロファイルに共通の iSCSIイニシエータ名を手動で指定する必要があります。
共通の名前を指定しない場合、CiscoUCSManagerは 2番目の iSCSILUNを検出できません。

•同じサーバで UEFIとレガシーブートモードを混在させることはできません。

•ブートポリシーに設定されているブートデバイスにUEFI対応オペレーティングシステムが
インストールされている場合にのみ、サーバは UEFIモードで正常に起動します。互換性の
ある OSが存在しない場合、ブートデバイスは [Boot Order Details]領域の [Actual Boot Order]
タブに表示されません。

• UEFIブートマネージャのエントリがBIOSNVRAMに正しく保存されなかったため、まれに
UEFIのブートに成功しない場合もあります。UEFIシェルを使用して、UEFIブートマネー
ジャのエントリを手動で入力することができます。これは、次の状況で発生することがあり

ます。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを解
除され、[Equipment]タブまたは前面パネルを使用してブレードの電源を手動でオンに
する場合。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを解
除され、直接の VICファームウェアアップグレードが試行される場合。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバまたはラックサーバが SAN LUNからブー
トされ、サービスプロファイルが移行される場合。

Cisco UCS Managerで UEFIブートパラメータを作成できます。 UEFIブートパラメータ, （
668ページ）詳細情報を提供します。

UEFI セキュアブート
Cisco UCSManagerは、Cisco UCS BシリーズM3およびM4ブレードサーバ、Cisco UCS Cシリー
ズM3およびM4ラックサーバ、および Cisco UCS SシリーズM4ラックサーバで UEFIセキュア
ブートをサポートします。UEFIセキュアブートがイネーブルの場合、すべての実行可能ファイ
ル（ブートローダ、アダプタドライバなど）はロードされる前に BIOSによって認証されます。
認証されるには、イメージが Cisco認証局（CA）またはMicrosoft CAによって署名される必要が
あります。
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次の制限は、UEFIセキュアブートに適用されます。

• UEFIブートモードは、ブートポリシーでイネーブルにする必要があります。

• Cisco UCS Managerソフトウェアと BIOSファームウェアは、リリース 2.2以上である必要が
あります。

UEFIブートモードは、リリース 2.2(3a)以降の Cisco UCS Cシリーズおよび S
シリーズラックサーバでサポートされます。

（注）

•ユーザ生成された暗号キーはサポートされません。

• UEFIセキュアブートは、Cisco UCS Managerでのみ制御できます。

•サーバがセキュアブートモードのときに Cisco UCSManagerを以前のバージョンにダウング
レードする場合は、ダウングレードする前に、サーバの関連付けを解除し、再び関連付ける

必要があります。これを行わないと、サーバディスカバリは失敗します。

CIMC セキュアブート
CIMC セキュアブートでは、署名済みのシスコファームウェアイメージのみをサーバにインス
トールし、実行できます。CIMCが更新されると、イメージは、ファームウェアがフラッシュさ
れる前に認証されます。認証に失敗すると、ファームウェアはフラッシュされません。これによ

り、CIMCファームウェアへの不正アクセスを防止します。

CIMC セキュアブートの注意事項と制約事項

• CIMCセキュアブートは、Cisco UCS M3ラックサーバでサポートされています。

CIMCセキュアブートは Cisco UCS C220 M4、C240 M4ラックサーバで、デ
フォルトで有効になっており、Cisco UCS C460 M4ラックサーバでは、CIMC
ファームウェアリリース 2.2(3)以降にアップグレードした後に自動的に有効
になります。

（注）

• CIMCセキュアブートがイネーブルになると、それをディセーブルにすることはできませ
ん。

• CIMCセキュアブートがサーバ上でイネーブルになると、2.1(3)より前のCIMCファームウェ
アイメージにダウングレードすることはできません。
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CIMCセキュアブートのステータスの判別

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定したサーバのサーバモードを開始します。UCS-A# scope server
server-num

ステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /chassis/server #
scope cimc

ステップ 2   

指定されたサーバの CIMCセキュアブートのステータ
スが表示されます。次のいずれかになります。

UCS-A /server/cimc # show
secure-boot

ステップ 3   

• [Unsupported]：CIMCセキュアブートはサーバで
サポートされていません。

• [Disabled]：CIMCセキュアブートはサーバでサ
ポートされていますが、ディセーブルになってい

ます。

• [Enabling]：CIMCセキュアブートは有効化され、
操作は進行中です。

• [Enabled]：CIMCセキュアブートはサーバでイネー
ブルになっています。

次に、CIMCセキュアブートのステータスを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # show secure-boot
Secure Boot: Disabled
UCS-A /chassis/server/cimc #

CIMC セキュアブートの有効化

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始します。UCS-A# scope server server-numステップ 1   

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /chassis/server # scope
cimc

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたサーバの CIMCセキュアブートのス
テータスを有効化します。CIMCセキュアブー

UCS-A /server/cimc # enable
secure-boot

ステップ 3   

トは、CiscoUCSM3ラックサーバでのみサポー
トされます。

一度有効化すると、CIMCセキュア
ブートを無効化できません。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /server/cimc #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、CIMCセキュアブートを有効化し、トランザクションをコミットする方法を示してい
ます。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # enable secure-boot
Warning: When committed, CIMC Secure Boot and Installation Feature will be enabled for the
server.
This is an irreversible operation!!

UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

ブートポリシーの作成
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービスプロ

ファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨します。

はじめる前に

SAN LUNからサーバをブートするブートポリシーを作成し、安定した SANブート操作が必要な
場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべてのロー

カルディスクを最初に削除する必要があります。

これは、Cisco UCS M3およびM4サーバには適用されません。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameに /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作成し、

組織ブートポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
boot-policy policy-name
[purpose {operational |
utility}]

ステップ 2   

ブートポリシーを作成する場合、operationalオプ
ションを指定します。これにより、サーバは、サー

バにインストールされているオペレーティングシス

テムからブートするようにします。utilityオプション
は予約されており、シスコの担当者が指示した場合

にのみ使用するようにします。

（任意）

ブートポリシーの説明を記入します。

UCS-A /org/boot-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は showコマンド
出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）

このブートポリシーを使用するサーバが、ブート順

序の変更後に自動的に再起動されるかどうかを指定

します。

UCS-A /org/boot-policy # set
reboot-on-update {no | yes}

ステップ 4   

[yes]を選択すると、CiscoUCSManagerは設定エラー
を表示し、[Boot Order]テーブルにリストされた 1つ

UCS-A /org/boot-policy # set
enforce-vnic-name {no | yes}

ステップ 5   

以上の vNIC、vHBA、または iSCSI vNICがサービス
プロファイル内のサーバ設定に一致するかどうかを

レポートします。

[no]を選択すると、Cisco UCSManagerはサービスプ
ロファイルから vNIC、vHBA、または iSCSI vNIC
（ブートオプションに適切なもの）を使用します。

このブートポリシーを使用するサーバが UEFIまた
はレガシーブートモードを使用するかどうかを指定

します。

UCS-A /org/boot-policy # set
boot-mode {legacy | uefi}

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/boot-policy #
commit-buffer

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

指定したブートポリシーでブートセキュリティモー

ドを開始します。

UCS-A /org/boot-policy #
create boot-security

ステップ 8   

セキュアブートがブートポリシーに対してイネーブ

ルにするかを指定します。

UCS-A
/org/boot-policy/boot-security
# set secure-boot {no | yes}

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/boot-policy/boot-security
# commit-buffer

ステップ 10   

以下の例では、boot-policy-LANという名前のブートポリシーを作成し、このポリシーを使用する
サーバがブート順序が変更されたときに自動的にリブートされないよう指定し、UEFIブートモー
ドを設定し、UEFIブートセキュリティを有効にし、トランザクションをコミットする方法を示
します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy-LAN purpose operational
UCS-A /org/boot-policy* # set descr "Boot policy that boots from the LAN."
UCS-A /org/boot-policy* # set reboot-on-update no
UCS-A /org/boot-policy* # set boot-mode uefi
UCS-A /org/boot-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy # create boot-security
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # set secure-boot yes
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/boot-security #

次の作業

次の 1つ以上のオプションをブートポリシーに設定し、ブート順序を設定します。

• LAN Boot：中央集中型プロビジョニングサーバからブートします。これは、このサーバか
ら、別のサーバ上にオペレーティングシステムをインストールするためによく使用されま

す。

LAN Bootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用 LANブートポリシー設定, （
658ページ）に進みます。

• SAN Boot：Storage Area Network（SAN）上のオペレーティングシステムイメージからブー
トします。プライマリおよびセカンダリ SANブートを指定できます。プライマリブートが
失敗した場合、サーバはセカンダリからのブートを試行します。

システムに最高のサービスプロファイルモビリティを提供する SANブートポリシーの使用
を推奨します。SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファ
イルを移動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティングシステムイメージ

からブートします。したがって、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じ

サーバと認識されます。

SANBootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用SANブートポリシー設定, （618
ページ）に進みます。
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• VirtualMedia Boot：サーバへの物理 CDの挿入を模倣します。これは通常、サーバ上にオペ
レーティングシステムを手動でインストールする場合に使用されます。

Virtual Media Bootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用仮想メディアブートの
設定, （663ページ）に進みます。

ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定されていて、
オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が誤っている場
合、サーバが SAN LUNではなくローカルディスクからブートする場合があります。

たとえば、Red Hat Linuxがインストールされているサーバで、LVMにデフォルトの LVMが
設定されていて、ブート順序に SAN LUNとローカルディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

SAN ブート
SAN上のオペレーティングシステムイメージから 1つ以上のサーバがブートするように、ブー
トポリシーを設定できます。ブートポリシーにはプライマリとセカンダリの SANブートを含め
ることができます。プライマリブートが失敗した場合、サーバはセカンダリからのブートを試行

します。

シスコでは、システム内で最高のサービスプロファイルモビリティを提供する SANブートの使
用を推奨しています。SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファ
イルを移動すると、新しいサーバは、同じオペレーティングシステムイメージからブートしま

す。したがって、ネットワークからは、新しいサーバは同じサーバと認識されます。

SANブートを使用するには、次の項目が設定されていることを確認してください。

• CiscoUCSドメインが、オペレーティングシステムイメージをホストしているSANストレー
ジデバイスと通信できること。

•オペレーティングシステムイメージが置かれているデバイス上のブートターゲット LUN
（論理ユニット番号）。

SANブートは、CiscoUCSブレードおよびラックサーバ上のGen-3Emulexアダプタではサポー
トされていません。

（注）
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ブートポリシー用 SAN ブートポリシー設定

ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定されていて、
オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が誤っている場
合、サーバが SAN LUNではなくローカルディスクからブートする場合があります。

たとえば、Red Hat Linuxがインストールされているサーバで、LVMにデフォルトの LVMが
設定されていて、ブート順序に SAN LUNとローカルディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

この手順は、ブートポリシーの作成, （614ページ）から直接続いています。

はじめる前に

SANブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

SAN LUNからサーバをブートするブートポリシーを作成し、安定した SANブート操作が必
要な場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべ

てのローカルディスクを最初に削除する必要があります。

これは、Cisco UCS M3およびM4サーバには適用されません。

（注）

リリース 2.2以降では、すべての SANブート関連 CLIコマンドが SANスコープに移動されてい
ます。org/boot-policy/sanまたは org/service-profile/boot-definition/sanの代わりにストレージス
コープ下のSANブートを使用する以前のリリースからの既存のスクリプトは、更新する必要があ
ります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポリシー

モードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーのSANブートを作成し、組織ブー
トポリシーストレージモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy #create
san

ステップ 3   

SANブートのブート順序を設定します。1～ 16の
整数を入力します。

UCS-A /org/boot-policy/san # set
order order_number

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

SANイメージの場所を作成し、san-imageオプショ
ンが指定されている場合、組織ブートポリシーの

ストレージ SANイメージモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/san #
create san-image {primary |
secondary}

ステップ 5   

Cisco UCS、M3サーバ、またはM4サーバ上で拡
張ブート順序を使用する場合、定義されたブート

順序が使用されます。標準ブートモードでは、

「プライマリ」、「セカンダリ」という用語が使

用されている場合これはブート順序を示すもので

はありません。同じデバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャン順序により決定
されます。

SANブートに使用される vHBAを指定します。UCS-A
/org/boot-policy/ssn/san-image # set
vhba vhba-name

ステップ 6   

プライマリまたはセカンダリ SANブートパスを
作成し、組織ブートポリシーの SANパスモード
を開始します。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image #
create path {primary | secondary}

ステップ 7   

Cisco UCS、M3サーバ、またはM4サーバ上で拡
張ブート順序を使用する場合、定義されたブート

順序が使用されます。標準ブートモードでは、

「プライマリ」、「セカンダリ」という用語が使

用されている場合これはブート順序を示すもので

はありません。同じデバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャン順序により決定
されます。

ブートイメージへの SANパスに使用される LUN
またはWWNを指定します。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path
# set {lun lun-id | wwn wwn-num}

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path
# commit-buffer

ステップ 9   

次の例で、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーに入り、ポリシーの SANブートを作成
し、ブート順序を 1に設定し、プライマリ SANイメージを作成し、vHBA2という名前の vHBA
を使用し、LUN 0を使用してプライマリパスを作成し、トランザクションをコミットする方法を
示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy # create san
UCS-A /org/boot-policy/san* # set order 1
UCS-A /org/boot-policy/san* # create san-image primary
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UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path #

次の例で、サービスプロファイル SP_lab1用の SANブートを作成し、ブート順序を 1に設定し、
プライマリ SANイメージを作成し、vHBA2という名前の vHBAを使用し、LUN 0を使用してプ
ライマリパスを作成し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create san
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san* # create san-image primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

iSCSI ブート
iSCSIブートは、サーバがネットワークにリモートに配置されている iSCSIターゲットマシンか
らオペレーティングシステムを起動できるようにします。

iSCSIブートは次の Cisco UCSハードウェアでサポートされます。

• Cisco UCSM51KR-B Broadcom BCM57711ネットワークアダプタを持ち、Broadcomから提供
されるデフォルトのMACアドレスを使用する、Cisco UCSブレードサーバ。

• Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC-1280仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS M61KR-B Broadcom BCM57712のネットワークアダプタを持つ Cisco UCSラック
サーバ。

• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカード

• Cisco UCSラックサーバ上の Cisco UCS VIC 1225仮想インターフェイスカード

iSCSIブートを設定する前に満たさなければならない前提条件があります。これらの前提条件のリ
ストについては、iSCSIブートのガイドラインと前提条件, （621ページ）を参照してください。

iSCSIブートを実装するための高度な手順については、iSCSIブートの設定, （624ページ）を参
照してください。
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iSCSI ブートプロセス
CiscoUCSManagerは、サーバにあるアダプタをプログラムするための関連付けプロセスでサービ
スプロファイル用に作成された iSCSI vNICと iSCSIのブート情報を使用します。アダプタのプロ
グラミング後に、サーバは最新のサービスプロファイル値で再起動します。電源投入時セルフテ

スト（POST）の後、アダプタは、次のサービスプロファイル値を使用して初期化を試みます。ア
ダプタが値を使用して指定されたターゲットにログインできる場合、アダプタは iSCSIBootFirmware
Table（iBFT）を初期化してホストメモリに、有効なブート可能 LUNをシステム BIOSにポスト
します。ホストメモリにポストされる iBFTには、プライマリ iSCSI VNICにプログラミングされ
た、イニシエータとターゲットの設定が含まれています。

以前は、ホストは LUN検出が最初に終了したパスに応じて、設定されたブートパスのうち 1
つだけを参照し、そのパスから起動していました。現在は、設定された iSCSIブート vNICが
2つある場合、ホストは両方のブートパスを参照するようになりました。そのため、マルチパ
ス構成では、両方のブート vNICに単一の IQNを設定する必要があります。ホスト上のブート
vNICに設定された異なる IQNが存在する場合、ホストは PCI順序が低いブート vNICに設定
された IQNを使用して起動します。

（注）

次の手順であるオペレーティングシステム（OS）のインストールでは、iBFT対応のOSが必要で
す。OSのインストール時に、OSインストーラは iBFTテーブルのホストのメモリをスキャンし、
iBFTテーブルの情報を使用してブートデバイスの検出とターゲット LUNへの iSCSIパス作成を
行います。OSによっては、このパスを完了するために NICドライバが必要です。このステップ
が成功した場合、OSインストーラが OSをインストールする iSCSIターゲット LUNを検出しま
す。

iBFTは OSインストールのソフトウェアレベルで動作し、HBAモード（別名 TCPオフロー
ド）では動作しない場合があります。iBFTがHBAモードで動作するかどうかは、インストー
ル中の OSの機能によって異なります。また、Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダ
プタを含むサーバについては、iBFTはMTUジャンボ設定に関係なく、最大伝送単位（MTU）
サイズ 1500で正常に動作します。OSが HBAモードをサポートする場合、iSCSIインストー
ルプロセスの後に HBAモード、デュアルファブリックのサポートおよびジャンボMTUサイ
ズの設定が必要な場合があります。

（注）

iSCSI ブートのガイドラインと前提条件
iSCSIブートを設定する前に、これらのガイドラインと前提条件を満たす必要があります。

• iSCSIブートポリシーの作成後、ls-compute権限を持つユーザは、そのポリシーをサービス
プロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに組み込むことができます。ただ

し、ls-compute権限しかないユーザは iSCSIブートポリシーを作成できません。
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•セカンド vNIC（フェールオーバー vNIC）が iSCSI LUNから起動する必要があるWindows
2008サーバからの iSCSIブートを設定するには、Microsoft Knowledge Base Article 976042を
参照してください。Microsoftには、ネットワーキングハードウェアが変更されたときに、
Windowsが iSCSIドライブからの起動に失敗するか、bugcheckエラーが発生する可能性があ
る、という既知の問題があります。この問題を回避するには、Microsoftが推奨する解決方法
に従ってください。

•ストレージアレイは、iSCSIブートのライセンスが付与され、アレイサイド LUNマスキン
グが正しく設定されている必要があります。

•各 iSCSIイニシエータに 1つずつ、2つの IPアドレスを決定する必要があります。可能であ
れば、IPアドレスは、ストレージアレイと同じサブネット上にある必要があります。IPア
ドレスは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用してスタティックまたはダイ
ナミックに割り当てられます。

•グローバルブートポリシーのブートパラメータは設定できません。代わりに、ブートパラ
メータを設定した後、ブートポリシーを適切なサービスプロファイルに含めます。

•オペレーティングシステム（OS）は iSCSI Boot Firmware Table（iBFT）互換である必要があ
ります。

• Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711ネットワークアダプタの場合：

◦ iSCSIブートを使用するサーバは、CiscoUCSM51KR-BBroadcomBCM57711ネットワー
クアダプタを含んでいる必要があります。アダプタカードを取り付けまたは交換する

方法については、『Cisco UCS B250 Extended Memory Blade Server Installation and Service
Note』を参照してください。サービスノートは、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-docの『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』からアクセスでき
ます。

◦ iSCSIデバイスのMACアドレスを設定します。

◦ DHCP Vendor ID（オプション 43）を使用している場合は、iSCSIデバイスのMACアド
レスを /etc/dhcpd.confに設定します。

◦ HBAモード（別名 TCPオフロード）および Boot to Target設定がサポートされます。た
だし、インストール中の HBAモードはWindows OSだけがサポートします。

◦ OSをインストールする前に、iSCSIのアダプタポリシーで Boot to Target設定を無効に
し、OSをインストールした後で、Boot to Target設定を再度有効にします。

アダプタポリシーの設定を変更するたびに、アダプタはリブートして新しい

設定を適用します。

（注）

◦ OSを iSCSIターゲットにインストールする場合、iSCSIターゲットは OSイメージが存
在するデバイスの前の順番にしておく必要があります。たとえば、CDから iSCSIター
ゲットに OSをインストールする場合、ブート順序は最初に iSCSIターゲット、その後
CDとする必要があります。
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◦サーバが iSCSIブートされた後は、イニシエータ名、ターゲット名、LUN、iSCSIデバ
イス IP、ネットマスクやゲートウェイを Broadcomツールで変更しないでください。

◦ POST（電源投入時自己診断テスト）プロセスを中断しないでください。中断すると、
Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711ネットワークアダプタは初期化に失敗しま
す。

• CiscoUCSM81KR仮想インターフェイスカードおよびCiscoUCSVIC-1240仮想インターフェ
イスカードの場合：

Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードの場合：

◦ iSCSIデバイスのMACアドレスを設定しないでください。

◦ HBAモードおよび Boot to Target設定はサポートされていません。

◦ OSを iSCSIターゲットにインストールする場合、iSCSIターゲットは OSイメージが存
在するデバイスより後の順番にしておく必要があります。たとえば、CDから iSCSIター
ゲットにOSをインストールする場合、ブート順序は最初にCD、その後 iSCSIターゲッ
トとする必要があります。

◦ DHCP Vendor ID（オプション 43）を使用している場合、オーバーレイ vNICのMACア
ドレスを /etc/dhcpd.confに設定する必要があります。

◦サーバの iSCSIブート後は、オーバーレイ vNICの IP詳細を変更しないでください。

• VMware ESX/ESXiオペレーティングシステムは、iSCSIブートターゲット LUNへのコアダ
ンプファイルの保存をサポートしていません。ダンプファイルはローカルディスクに書き

込む必要があります。

イニシエータ IQN の設定
Cisco UCSは、サービスプロファイルが物理サーバに関連付けられた時点で、以下のルールを使
用してアダプタ iSCSI vNICのイニシエータ IQNを決定します。

•サービスプロファイルレベルのイニシエータ IQNと iSCSI vNICレベルのイニシエータ IQN
を、1つのサービスプロファイルで一緒に使用することはできません。

•イニシエータ IQNをサービスプロファイルレベルで指定すると、DHCPオプション 43の場
合（イニシエータ IQNはアダプタ iSCSI vNICで空に設定される）を除き、すべてのアダプ
タ iSCSI vNICが同じイニシエータ IQNを使用するように設定されます。

•イニシエータ IQNを iSCSI vNICレベルで設定すると、サービスプロファイルレベルのイニ
シエータ IQNは削除されます（存在する場合）。

•サービスプロファイルに 2つの iSCSI vNICがあり、一方にだけイニシエータ IQNが設定さ
れている場合、もう一方にはデフォルトの IQNプールが設定されます。この設定は後で変更
できます。唯一の例外は、DHCPオプション43が設定されている場合です。その場合、もう
一方の iSCSI vNICのイニシエータ IQNは、サービスプロファイルを関連付けるときに削除
されます。
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ベンダー IDを設定して、DHCP Option 43を使用するように iSCSI vNICを変
更した場合、サービスプロファイルレベルで設定したイニシエータ IQNは削
除されません。サービスプロファイルレベルのイニシエータ IQNは、DHCP
オプション 43を使用しない別の iSCSI vNICで使用できます。

（注）

Windows での MPIO のイネーブル化
ストレージアレイで接続を最適化するには、MPIOをイネーブルにします。

ネットワークハードウェアを変更すると、Windowsが iSCSIドライブからの起動に失敗する
場合があります。詳細については、『Microsoft support Article ID: 976042』を参照してくださ
い。

（注）

はじめる前に

MicrosoftMultipath I/O（MPIO）をイネーブル化するサーバには、CiscoVICドライバが必要です。

ブート LUNに設定されたパスが複数ある場合、LUNがインストールされるときにイネーブルに
するパスは 1つのみです。

手順

ステップ 1 サーバに関連付けられたサービスプロファイルで、プライマリ iSCSI vNICを設定します。
詳細については、サービスプロファイルでの iSCSI vNICの作成, （636ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 2 プライマリ iSCSI vNICを使用して、iSCSIターゲット LUNにWindowsオペレーティングシステ
ムをインストールします。

ステップ 3 Windowsのインストールが完了したら、ホスト上でMPIOをイネーブルにします。
ステップ 4 サーバに関連付けられたサービスプロファイルで、ブートポリシーにセカンダリ iSCSI vNICを

追加します。

詳細については、iSCSIアダプタポリシーの作成, （626ページ）を参照してください。

iSCSI ブートの設定
LUNターゲットから iSCSIブートするようCiscoUCSでアダプタまたはブレードを設定する場合、
次のすべてのステップを完了します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

詳細については、iSCSIアダプタポリシーの
作成, （626ページ）を参照してください。

iSCSIブートのアダプタポリシーを
設定します。

ステップ 1   

（任意）

詳細については、認証プロファイルの作成,
（629ページ）を参照してください。

イニシエータとターゲットの認証プ

ロファイルを設定します。

ステップ 2   

（任意）

詳細については、イニシエータプールへの IP
アドレスのブロックの追加,（630ページ）を
参照してください。

IPアドレスプールの IPアドレスを
使用するよう iSCSIイニシエータを
設定するには、iSCSIイニシエータ
プールに IPアドレスのブロックを追
加します。

ステップ 3   

すべてのサービスプロファイルで使用できる

ブートポリシーの作成の詳細については、

すべてのサービスプロファイルで使

用できるブートポリシーを作成しま

ステップ 4   

iSCSIアダプタポリシーの作成, （626ペー
ジ）を参照してください。

す。または、特定のサービスポリ

シーに対してのみローカルブートポ

リシーを作成できます。ただし、複

数のサービスプロファイルと共有で

きるブートポリシーを作成すること

を推奨します。

詳細については、サービスプロファイルテン

プレートの作成,（704ページ）を参照してく
ださい。

すべてのサービスプロファイルで使

用できるブートポリシーを作成した

場合は、それをサービスプロファイ

ルに割り当てます。それ以外の場合

は、次のステップに進みます。

ステップ 5   

イーサネットvNICは、iSCSIデバイスのオー
バーレイ vNICとして使用されます。詳細に

サービスプロファイルでイーサネッ

ト vNICを設定します。
ステップ 6   

ついては、サービスプロファイルの vNICの
設定, （712ページ）を参照してください。

詳細については、サービスプロファイルでの

iSCSI vNICの作成, （636ページ）を参照して
ください。

サービスプロファイルで iSCSI vNIC
を作成します。

ステップ 7   

スタティック IPアドレスを使用してブートす
る iSCSIイニシエータの作成, （639ペー

スタティック IPアドレス、IPプール
の IPアドレス、またはDHCPを使用

ステップ 8   

ジ）、IPプールからの IPアドレスを使用してして iSCSIイニシエータがブートす
るように設定します。 ブートする iSCSIイニシエータの作成, （642

ページ）、またはDHCPを使用してブートす
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目的コマンドまたはアクション

る iSCSIイニシエータの作成, （644ページ）
を参照してください。

詳細については、iSCSIスタティックターゲッ
トの作成,（652ページ）またはiSCSI自動ター

iSCSIスタティックまたは自動ター
ゲットを作成します。

ステップ 9   

ゲットの作成,（655ページ）を参照してくだ
さい。

詳細については、ブレードサーバまたはサー

バプールとのサービスプロファイルの関連付

け, （731ページ）を参照してください。

サービスプロファイルをサーバと関

連付けます。

ステップ 10   

詳細については、「Verifying iSCSI Boot」を参
照してください。

iSCSIブート動作を確認します。ステップ 11   

詳細については、次のいずれかのドキュメン

トを参照してください。

サーバにOSをインストールします。ステップ 12   

• Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ
VMwareインストレーションガイド

• Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ
Linuxインストレーションガイド

• Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ
Windowsインストレーションガイド

サーバをブートします。ステップ 13   

iSCSI アダプタポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameに /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

iSCSIアダプタポリシーを作成します。UCS-A /org # create iscsi-policy
policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

iSCSIアダプタポリシーに説明を記入します。
UCS-A /org/iscsi-policy # set
descr description

ステップ 3   

最初のログインに失敗し、iSCSIアダプタが使用で
きないと Cisco UCSが判断するまで待機する秒数。

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item
connection-timeout timeout-secs

ステップ 4   

0～255の整数を入力します。0を入力すると、Cisco
UCSはアダプタファームウェアに設定された値（デ
フォルト：15秒）を使用します。

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。

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item
dhcp-timeout timeout-secs

ステップ 5   

60～ 300の整数を入力します（デフォルト：60
秒）。

iSCSI LUNの検出中に障害が発生した場合に接続を
再試行する回数。

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item
lun-busy-retry-count num

ステップ 6   

0～ 60の整数を入力します。0を入力すると、Cisco
UCSはアダプタファームウェアに設定された値（デ
フォルト：15秒）を使用します。

TCPタイムスタンプを適用するかどうかを指定しま
す。この設定を使用すると、転送されるパケットに

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item
tcp-time-stamp {no | yes}

ステップ 7   

パケット送信時のタイムスタンプが付けられるので、

必要なときにパケットのラウンドトリップ時間を計

算することができます。この設定は Cisco UCS
M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタにだけ適用
されます。

HBAモードをイネーブルにするかどうかを指定しま
す。

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item hbamode
{no | yes}

ステップ 8   

このオプションは、Windowsオペレーティングシス
テムを実行するCiscoUCSNICM51KR-Bのアダプタ
を備えるサーバに対してのみ有効にする必要があり

ます。

iSCSIターゲットからブートするかどうかを指定し
ます。

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-itemboottotarget
{no | yes}

ステップ 9   

このオプションはCiscoUCSNICM51KR-Bのアダプ
タを備えたサーバにのみ適用されます。また、サー

バにオペレーティングシステムをインストールする

まではディセーブルにしておく必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/iscsi-policy #
commit-buffer

ステップ 10   

次の例に、iscsibootという iSCSIアダプタポリシーを作成し、接続タイムアウト、DHCPタイム
アウト、LUNビジー再試行カウントを設定し、TCPタイムスタンプを適用して、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create iscsi-policy iscsiboot
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item connection-timeout 60
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item dhcp-timeout 200
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item lun-busy-retry-count 5
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item tcp-time-stamp yes
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item hbamode yes
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item boottotarget yes
UCS-A /org/iscsi-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/iscsi-policy #

次の作業

アダプタポリシーはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

iSCSI アダプタポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

iSCSIアダプタポリシーを削除します。UCS-A /org # delete iscsi-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、iscsi-adapter-polという名前の iSCSIアダプタポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete iscsi-policy iscsi-adapter-pol
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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認証プロファイルの作成

iSCSIブートの認証を使用する場合は、イニシエータとターゲットの両方に認証プロファイルを作
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

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された名前で認証プロファイルを作

成します。名前には 16文字以内の英数
字を使用できます。

UCS-A /org # create auth-profile
profile-name

ステップ 2   

認証用にログインを作成します。UCS-A /org/auth-profile* # set user-id
id-name

ステップ 3   

認証用のパスワードを作成します。UCS-A /org/auth-profile* # set
password

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/auth-profile* #
commit-buffer

ステップ 5   

現在のモードを終了します。UCS-A /org/auth-profile* # exitステップ 6   

ターゲットの認証プロファイルを作

成するには、ステップ 2～ 6を繰り
返します。

ステップ 7   

次の例は、イニシエータとターゲットの認証プロファイルを作成し、トランザクションをコミッ

トする方法を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # create auth-profile InitAuth
UCS-A /org/auth-profile* # set user-id init
UCS-A /org/auth-profile* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/auth-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/auth-profile # exit
UCS-A /org # create auth-profile TargetAuth
UCS-A /org/auth-profile* # set user-id target
UCS-A /org/auth-profile* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/auth-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/auth-profile # exit
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次の作業

iSCSIデバイスのオーバーレイ vNICとして使用されるイーサネット vNICを作成してから、iSCSI
vNICを作成します。

認証プロファイルの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定した認証プロファイルを削除します。UCS-A /org # delete auth-profile
auth-profile-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、iscsi-authという認証プロファイルを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # delete auth-profile iscsi-auth
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

イニシエータプールへの IP アドレスのブロックの追加
iSCSIブートに使用する IPアドレスのグループを作成できます。Cisco UCS Managerは指定した
IPアドレスのブロックを予約します。

サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IPア
ドレスが、IPプールに含まれていてはなりません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/を org-nameとし
て入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

iSCSIイニシエータプールを指定するモードを
開始します。

UCS-A /org# scope ip-pool
iscsi-initiator-pool

ステップ 2   

（任意）

IPプールの説明を記入します。
UCS-A /org/ip-pool # set descr
description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句

読点が含まれている場合、説明を引用

符で括る必要があります。引用符は、

showコマンド出力の説明フィールド
には表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/ip-pool # set
assignmentorder {default |
sequential}

ステップ 4   

• default：Cisco UCS Managerはプールから
ランダムな IDを選択します。

• sequential：Cisco UCS Managerはプールか
ら最も小さい使用可能 IDを選択します。

iSCSIイニシエータの IPアドレスのブロックを
作成します。

UCS-A /org/ip-pool# create block
from_ip_address to_ip_address
default_gateway subnet_mask

ステップ 5   

（任意）

作成した IPアドレスのブロックを表示します。
UCS-A/org/ip-pool/block# show
detail expand

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/ip-pool/block #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例に、iSCSI vNICの IPイニシエータプールを作成して、トランザクションをコミットする
方法を示します。

UCS-A # scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool iscsi-initiator-pool
UCS-A /org/ip-pool # create block 40.40.40.10 40.40.40.50 40.40.40.1 255.0.0.0
UCS-A /org/ip-pool/block # show detail expand
Block of IP Addresses:

From: 40.40.40.10
To: 40.40.40.50
Default Gateway: 40.40.40.1
Subnet Mask: 255.0.0.0

UCS-A /org/ip-pool/block # commit buffer

次の作業

1つ以上のサービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートを設定し、iSCSIイ
ニシエータ IPプールから iSCSIイニシエータ IPアドレスを取得します。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
631

サーバブートの設定

イニシエータプールへの IP アドレスのブロックの追加



イニシエータプールからの IP アドレスのブロックの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

iSCSIイニシエータプールを指定するモード
を開始します。

UCS-A /org# scope ip-pool
iscsi-initiator-pool

ステップ 2   

イニシエータプールから指定した IPアドレ
スブロックを削除します。

UCS-A /org/ip-pool# delete block
from_ip_address to_ip_address

ステップ 3   

（任意）

IPアドレスのブロックが削除されたことを
示します。

UCS-A/org/ip-pool/block# show
detail expand

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/ip-pool# commit bufferステップ 5   

次の例は、IPアドレスのブロックをイニシエータプールから削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A # scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool iscsi-initiator-pool
UCS-A /org/ip-pool # delete block 40.40.40.10 40.40.40.50 40.40.40.1 255.0.0.0
UCS-A /org/ip-pool # show detail expand

IP Pool:
Name: iscsi-initiator-pool
Size: 0
Assigned: 0
Descr:

UCS-A /org/ip-pool # commit buffer

iSCSI ブートポリシーの作成
ブートポリシーあたり最大 2つの iSCSI vNICを追加できます。一方の vNICはプライマリ iSCSI
ブートソースとして動作し、もう一方はセカンダリ iSCSIブートソースとして動作します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作成し、組

織ブートポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
boot-policy policy-name
[purpose {operational |
utility}]

ステップ 2   

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特
殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェ

クトが保存された後にこの名前を変更することはでき

ません。

ブートポリシーを作成する場合、operationalオプショ
ンを指定します。これにより、サーバは、サーバにイ

ンストールされているオペレーティングシステムから

ブートするようにします。utilityオプションは予約さ
れており、シスコの担当者が指示した場合にのみ使用

するようにします。

（任意）

ブートポリシーの説明を記入します。

UCS-A /org/boot-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点が

含まれている場合、説明を引用符で括る必要

があります。引用符は showコマンド出力の
説明フィールドには表示されません。

（注）

（任意）

[yes]を選択すると、Cisco UCS Managerはブートポリ
シー内で指定されたデバイス名とサービスプロファイ

UCS-A /org/boot-policy # set
enforce-vnic-name {no | yes}

ステップ 4   

ル内で指定されたものとが一致するかどうかをレポー

トします。

[no]を選択すると、CiscoUCSManagerはサービスプロ
ファイルの任意のvNIC、vHBA、iSCSIデバイスを使用
し、ブートポリシー内で指定されたデバイス名とサー

ビスプロファイル内で指定されたものとが一致するか

どうかをレポートしません。

このブートポリシーを使用するサーバが、ブート順序

の変更後に自動的に再起動されるかどうかを指定しま

す。

UCS-A /org/boot-policy # set
reboot-on-update {no | yes}

ステップ 5   

CiscoUCSManagerGUIで、[Reboot onBootOrder Change]
チェックボックスがブートポリシーについて選択され
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目的コマンドまたはアクション

ており、CD-ROMまたはフロッピーがブート順の最後
のデバイスの場合に、デバイスを取り外すか、装着す

ると、ブート順に直接効力がなく、サーバがリブート

されません。

ブートポリシーに iSCSIブートを追加します。UCS-A /org/boot-policy #
create iscsi

ステップ 6   

Cisco UCSManagerが iSCSIターゲットに到達するため
に使用する、プライマリパスとセカンダリパスを指定

UCS-A /org/boot-policy/iscsi
# create path {primary |
secondary}

ステップ 7   

します。iSCSIブートの場合、2つのパスを設定しま
す。CiscoUCSManagerは、プライマリパスを最初に使
用し、それが失敗した場合、セカンダリパスを使用し

ます。

iSCSI vNICを作成します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path #

ステップ 8   

create iscsivnicname
iscsi-vnic-name

iSCSIパスモードを終了します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path #
exit

ステップ 9   

ブート順序内の iSCSIブート順序を指定します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path #
set order order-num

ステップ 10   

（任意）ステップ 8～ 10を繰り返
し、セカンダリ iSCSI vNIC
を作成します。

ステップ 11   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/boot-policy/iscsi
# commit-buffer

ステップ 12   

次の例は、iscsi-boot-policy-LANという名前の iSCSIブートポリシーを作成し、ブートポリシー
の説明を記入し、このポリシーを使用するサーバはブート順序変更時に自動でリブートしないよ

う指定し、iSCSIブートのブート順序を 2に設定し、iSCSIブートを作成して iscsienic1という vNIC
に関連付け、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy iscsi-boot-policy-LAN purpose operational
UCS-A /org/boot-policy* # set descr "Boot policy that boots from iSCSI."
UCS-A /org/boot-policy* # set enforce-vnic-name yes
UCS-A /org/boot-policy* # set reboot-on-update no
UCS-A /org/boot-policy* # create iscsi
UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path* # set iscsivnicname iscsienic1
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path* # exit
UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # set order 2
UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy #
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次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

ブートポリシーからの iSCSI デバイスの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したブートポリシーでブートポリシー

組織モードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
boot-pol-name

ステップ 2   

ブートポリシーから iSCSIブートを削除しま
す。

UCS-A /org/boot-policy # delete
iscsi

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/boot-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、boot-policy-iscsiという名前のブートポリシーから iSCSIブートを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope boot-policy boot-policy-iscsi
UCS-A /org/boot-policy # delete iscsi
UCS-A /org/boot-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy #

サービスプロファイルレベルでのイニシエータ IQN の設定
サービスプロファイルでは、特定の IQNまたは IQNのプールから取得される IQNを持つイニシ
エータを作成できます。

はじめる前に

CLIを使用して IQNを削除できません。

イニシエータ IQNの設定ガイドラインについては、イニシエータ IQNの設定, （623ページ）を
参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始

します。ルート組織モードを開始

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

するには、org-nameに /と入力し
ます。

サービスプロファイルのサービス

プロファイル組織モードを開始し

ます。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステップ 2   

指定された名前でイニシエータを

作成します。名前には16文字以内
の英数字を使用できます。

UCS-A /org/service-profile# set iscsi-identity
{initiator
nameinitiator-name|initiator-pool-namepool-name}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A /org/service-profile* # commit bufferステップ 4   

現在のモードを終了します。UCS-A /org/auth-profile* # exitステップ 5   

次の例では、iSCSIイニシエータの特定の名前を作成し、トランザクションをコミットする方法を
示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # set iscsi-identity initiator-name manual:IQN
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

サービスプロファイルでの iSCSI vNIC の作成
サービスプロファイルに iSCSI vNICを作成できます。

はじめる前に

iSCSIデバイスのオーバーレイvNICとして使用される、サービスプロファイル内のイーサネット
vNICが必要です。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と
入力します。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

サービスプロファイルのサービスプロファイル

組織モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

iSCSI vNICの名前を指定します。UCS-A /org/service-profile # create
vnic-iscsi iscsi-vnic-name.

ステップ 3   

（任意）

この iSCSI vNIC用に作成した iSCSIアダプタポ
リシーを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
iscsi-adaptor-policy
iscsi-adaptor-name

ステップ 4   

（任意）

iSCSI vNICによって使用される認証プロファイ
ルを設定します。設定する認証プロファイルが

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
auth-name
authentication-profile-name

ステップ 5   

すでに存在している必要があります。詳細につ

いては、認証プロファイルの作成,（629ページ）
を参照してください。

iSCSI vNICのMACアドレスを指定します。
MACアドレスは、Cisco UCS NIC
M51KR-Bアダプタ専用に設定されま
す。

（注）

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
identity { dynamic-mac
{dynamic-mac-address | derived } |
mac-pool mac-pool-name }

ステップ 6   

iSCSI発信側の名前または iSCSI発信側名の提供
元の IQNプール名を指定します。iSCSI発信側
名には最大 223文字を使用できます。

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
iscsi-identity {initiator-name
initiator-name | initiator-pool-name
iqn-pool-name}

ステップ 7   

オーバーレイ vNICとして iSCSIデバイスで使用
される、イーサネットvNICを指定します。詳細

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
overlay-vnic-name
overlay-vnic-name

ステップ 8   

については、サービスプロファイルの vNICの
設定, （712ページ）を参照してください。

iSCSIvNICに割り当てられたVLANのイーサネッ
トインターフェイスを作成します。

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* #
create eth-if

ステップ 9   

VLAN名を指定します。デフォルトのVLANは、
defaultです。CiscoUCSM81KR仮想インターフェ

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi/eth-if*
# set vlanname vlan-name.

ステップ 10   

イスカードおよび Cisco UCS VIC-1240仮想イン
ターフェイスカードの場合、指定するVLANは
オーバーレイ vNICのネイティブ VLANと同じ
である必要があります。Cisco UCS M51KR-B
Broadcom BCM57711アダプタの場合、指定した
VLANは、オーバーレイvNICに割り当てられた
どの VLANでも設定できます。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi
# commit-buffer

ステップ 11   

次に、scsivnic1という iSCSI vNICを作成し、accountingという既存のサービスプロファイルに追
加し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # create vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set iscsi-adaptor-policy iscsiboot
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set auth-name initauth
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set iscsi-identity initiator-name iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set overlay-vnic-name eth1
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # create eth-if
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi/eth-if* # set vlanname default
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi/eth-if* # commit buffer

次の作業

スタティック IPアドレス、設定された IPプールからの IPアドレス、または DHCPを使用して
ブートするように iSCSIイニシエータを設定します。

サービスプロファイルからの iSCSI vNIC の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

サービスプロファイルのサービスプロファ

イル組織モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

指定したサービスプロファイルから指定した

iSCSI vNICを削除します。
UCS-A /org/service-profile # delete
vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   
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次に、scsivnic1という iSCSI vNICを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # delete vnic-iscsi scsivnic1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

スタティック IP アドレスを使用してブートする iSCSI イニシエータの
作成

サービスプロファイルで iSCSIイニシエータを作成し、スタティック IPアドレスを使用してブー
トするよう設定できます。

はじめる前に

次の設定が済んでいます。

•サービスプロファイルに iSCSIオーバーレイ vNICを作成した。

•サービスプロファイルに iSCSI vNICを作成した。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織

モードを開始します。

UCS-A # scope org org-nameステッ

プ 1   
ルート組織モードを開

始するには、org-name
に /と入力します。

サービスプロファイル

のサービスプロファイ

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   
ル組織モードを開始し

ます。

指定した iSCSI vNICの
コンフィギュレーショ

UCS-A /org/service-profile # scope vnic-iscsi iscsi-vnic-nameステッ

プ 3   
ンモードを開始しま

す。

IPインターフェイスを
作成します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-ifステッ

プ 4   

スタティック IPブート
パラメータを入力する

ことを指定します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if* # enter
static-ip-params

ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクション

スタティック IPアドレ
スを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set addr ip-address

ステッ

プ 6   

デフォルトゲートウェ

イの IPアドレスを指定
します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set default-gw ip-address

ステッ

プ 7   

プライマリDNSIPアド
レスを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set primary-dns ip-address

ステッ

プ 8   

セカンダリDNSIPアド
レスを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set secondary-dns ip-address

ステッ

プ 9   

サブネットマスクを指

定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set subnet subnet-ip-address

ステッ

プ 10   

トランザクションをシ

ステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# commit buffer

ステッ

プ 11   

次の例に、スタティック IPアドレスを使用してブートするようにイニシエータを設定し、トラン
ザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # enter static-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set addr
10.104.105.193
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set default-gw
10.104.105.1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set primary-dns
11.11.11.100
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set secondary-dns
11.11.11.100
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set subnet
255.255.255.0
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # commit-buffer

次の作業

iSCSIターゲットを作成します。
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iSCSI イニシエータからのスタティック IP アドレスブートパラメータ
の削除

サービスプロファイルで、iSCSIイニシエータからスタティック IPアドレスブートパラメータ
を削除できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モード

を開始します。ルート組織

UCS-A # scope org org-nameステッ

プ 1   
モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

サービスプロファイルの

サービスプロファイル組織

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   

指定した iSCSI vNICのコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope vnic-iscsi iscsi-vnic-nameステッ

プ 3   

IPインターフェイスでコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # scope ip-ifステッ

プ 4   

発信側からスタティック IP
ブートパラメータを削除し

ます。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete
static-ip-params

ステッ

プ 5   

トランザクションをシステ

ムの設定にコミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params*
# commit buffer

ステッ

プ 6   

次に、スタティック IPアドレスブートパラメータを発信側から削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # scope ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if # delete static-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # commit-buffer
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IP プールからの IP アドレスを使用してブートする iSCSI イニシエータ
の作成

サービスプロファイルでは、iSCSIイニシエータを作成し、作成した IPプールからの IPアドレス
を使用してブートするように設定できます。

はじめる前に

次の設定が済んでいます。

•サービスプロファイルにオーバーレイ vNICを作成した

•サービスプロファイルに iSCSI vNICを作成した。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モード

を開始します。ルート組織

UCS-A # scope org org-nameステッ

プ 1   
モードを開始するには、

org-nameに /と入力しま
す。

サービスプロファイルの

サービスプロファイル組織

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   

iSCSIブートパラメータを
設定するコンフィギュレー

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-bootステッ

プ 3   
ションモードを開始しま

す。

指定した iSCSI vNICのコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

ステッ

プ 4   

iSCSIイーサネットイン
ターフェイスのコンフィ

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi* # scope ip-ifステッ

プ 5   
ギュレーションモードを開

始します。

以前に作成された iSCSIイ
ニシエータ IPプールからの

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # enter
pooled-ip-params

ステッ

プ 6   
IPアドレスのいずれかを使
用して iSCSIイニシエータ
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目的コマンドまたはアクション

がブートするよう指定しま

す。

トランザクションをシステ

ムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params*
# commit buffer

ステッ

プ 7   

次に、iSCSIイニシエータを作成し、IPプールからの IPアドレスを使用してブートするように設
定する例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # scope ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # enter pooled-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params* # commit buffer

次の作業

iSCSIターゲットを作成します。

iSCSI イニシエータからの IP プールブートパラメータの削除
サービスプロファイルでは、iSCSIイニシエータを作成し、作成した IPプールからの IPアドレス
を使用してブートするように設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モード

を開始します。ルート組織

UCS-A # scope org org-nameステッ

プ 1   
モードを開始するには、

org-nameに /と入力しま
す。

サービスプロファイルの

サービスプロファイル組織

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   

iSCSIブートパラメータを
設定するコンフィギュレー

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-bootステッ

プ 3   
ションモードを開始しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

指定した iSCSI vNICのコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/ # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

ステッ

プ 4   

IPインターフェイスでコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-ifステッ

プ 5   

iSCSIイニシエータがブー
トのために IPプールからの

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete
pooled-ip-params

ステッ

プ 6   
IPアドレスを使用しないこ
とを指定します。

トランザクションをシステ

ムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params*
# commit buffer

ステッ

プ 7   

次に、IPアドレスを使用するブートを IPプールパラメータから削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete pooled-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params* # commit buffer

DHCP を使用してブートする iSCSI イニシエータの作成
サービスプロファイルで iSCSIイニシエータを作成し、DHCPを使用してブートするよう設定で
きます。

はじめる前に

次の設定が済んでいます。

•サービスプロファイルに iSCSIオーバーレイ vNICを作成した。

•サービスプロファイルに iSCSI vNICを作成した。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モード

を開始します。ルート組織

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

サービスプロファイルの

サービスプロファイル組織

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステップ 2   

iSCSIブートパラメータを設
定するコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-bootステップ 3   

指定した iSCSI vNICのコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

ステップ 4   

IPインターフェイスを作成
します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-ifステップ 5   

DHCPを使用してブートする
よう発信側を設定している

ことを指定します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # create
dhcp-ip-params

ステップ 6   

トランザクションをシステ

ムの設定にコミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params*
# commit buffer

ステップ 7   

次の例に、DHCPを使用してブートするようにイニシエータを設定し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # create dhcp-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* # commit-buffer

次の作業

iSCSIターゲットを作成します。
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iSCSI イニシエータからの DHCP ブートパラメータの削除
サービスプロファイルで、iSCSIイニシエータから DHCPブートパラメータを削除できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを

開始します。ルート組織モー

UCS-A # scope org org-nameステッ

プ 1   
ドを開始するには、org-name
に /と入力します。

サービスプロファイルの

サービスプロファイル組織

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   

iSCSIブートパラメータを設
定するコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-bootステッ

プ 3   

指定した iSCSI vNICのコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

ステッ

プ 4   

IPインターフェイスでコン
フィギュレーションモード

を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-ifステッ

プ 5   

発信側がブートのために

DHCPを使用しないことを指
定します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete
dhcp-ip-params

ステッ

プ 6   

トランザクションをシステム

の設定にコミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params*
# commit buffer

ステッ

プ 7   

次に、DHCPパラメータを使用してブート削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete dhcp-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* # commit-buffer
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IQN プール
IQNプールは、iSCSI vNICが Cisco UCSドメインでイニシエータ IDとして使用する iSCSI修飾名
（IQN）の集合です。

IQNプールのメンバの形式は、プレフィックス:サフィックス:番号となり、プレフィックス、サ
フィックス、および番号のブロック（範囲）を指定できます。

IQNプールは、番号の範囲と接尾辞は異なるものの、同じ接頭辞を共有する複数の IQNブロック
を含むことができます。

IQN プールの作成

ほとんどの場合、最大 IQNサイズ（プレフィックス +サフィックス +追加文字）は 223文字
です。Cisco UCS NIC M51KR-Bアダプタを使用する場合、IQNサイズを 128文字に制限する
必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モード

を開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定された名前で IQNプールを作成し、組織 IQNプール
モードを開始します。

UCS-A /org # create
iqn-pool pool-name

ステップ 2   

この名前には、1～32文字の英数字を使用できます。-（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .
（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とス

ペースは使用できません。また、オブジェクトが保存され

た後で、この名前を変更することはできません。

IQNブロックメンバーのプレフィックスを指定します。
アダプタカードによって制限されない限り、プレフィッ

クスには最大 150文字を使用できます。

UCS-A /org/iqn-pool # set
iqn-prefix prefix

ステップ 3   

（任意）

IQNプールの説明を記入します。256文字以下で入力しま
す。

UCS-A /org/iqn-pool # set
descr description

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアク

ション

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含

まれている場合、説明を引用符で括る必要があ

ります。引用符は、showコマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/iqn-pool # set
assignmentorder {default
| sequential}

ステップ 5   

• default：CiscoUCSManagerはプールからランダム ID
を選択します。

• sequential：CiscoUCSManagerはプールから最も小さ
い使用可能 IDを選択します。

IQNブロック（範囲）を作成し、組織 IQNプールブロッ
クモードを開始します。ベースサフィックス、サフィッ

UCS-A /org/iqn-pool #
create block suffix from to

ステップ 6   

クス開始番号、およびサフィックス終了番号を指定する必

要があります。最終的な IQNプールメンバーは
prefix:suffix:numberという形式になります。サフィックス
は最大 64文字まで使用できます。

IQNプールには、複数の IQNブロックを含める
ことができます。複数のブロックを作成するに

は、組織 IQNプールモードから複数の create
blockコマンドを入力します。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/iqn-pool/block
# commit-buffer

ステップ 7   

次に、pool4という名前の IQNプールを作成し、プールの説明を記入し、プールに使用されるプ
レフィックスおよびサフィックスブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示し

ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create iqn-pool pool4
UCS-A /org/iqn-pool* # set iqn-prefix iqn.alpha.com
UCS-A /org/iqn-pool* # set descr "This is IQN pool 4"
UCS-A /org/iqn-pool* # create block beta 3 5
UCS-A /org/iqn-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/iqn-pool/block #

次の作業

IQNサフィックスプールはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。
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IQN プールへのブロックの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameに /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したプールの組織 IQNプールモードを開始しま
す。

UCS-A /org # scope iqn-pool
pool-name

ステップ 2   

IQNサフィックスのブロック（範囲）を作成し、組
織 IQNプールブロックモードを開始します。ベー

UCS-A /org/iqn-pool # create
block suffix from to

ステップ 3   

スサフィックス、サフィックス開始番号、およびサ

フィックス終了番号を指定する必要があります。最

終的な IQNプールメンバーは prefix:suffix:numberと
いう形式になります。

IQNプールには、複数の IQNブロックを
含めることができます。複数のブロックを

作成するには、組織 IQNプールモードか
ら複数の create blockコマンドを入力しま
す。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/iqn-pool/block #
commit-buffer

ステップ 4   

（任意）

組織 IQNプールモードに戻ります。
UCS-A /org/iqn-pool/block #
exit

ステップ 5   

（任意）

サフィックスのブロックを表示します。

UCS-A /org/iqn-pool # show
block

ステップ 6   

この例では、IQNサフィックスのブロックを pool4という名前の IQNプールに追加し、トランザ
クションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope iqn-pool pool4
UCS-A /org/iqn-pool # create block beta 3 5
UCS-A /org/iqn-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/iqn-pool/block # exit
UCS-A /org/iqn-pool # show block
Block of IQN Names:

Suffix From To
---------- ----- --
beta 3 5

UCS-A /org/iqn-pool #
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IQN プールからのブロックの削除
プールからアドレスブロックを削除すると、Cisco UCSManagerはそのブロックの中の vNICまた
は vHBAに割り当てられたアドレスを再割り当てしません。削除されたブロックのすべての割り
当て済みブロックは、次のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残りま
す。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したプールの組織 IQNプールモードを開
始します。

UCS-A /org # scope iqn-pool
pool-name

ステップ 2   

IQNのブロック（範囲）を削除します。削除す
るブロック内のベースサフィクス、最初と最

後の数を指定します。

UCS-A /org/iqn-pool # delete
block suffix from to

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/iqn-pool #
commit-buffer

ステップ 4   

この例では、サフィックスのブロックを pool4という名前の IQNプールから削除し、トランザク
ションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope iqn-pool pool4
UCS-A /org/iqn-pool # delete block beta 0 12
UCS-A /org/iqn-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/iqn-pool #

IQN プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Managerは、そのプールの vNICまたは vHBAに割り当てられ
たアドレスは再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次の

いずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合。
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•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合。

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された IQNプールを削除します。UCS-A /org # delete iqn-pool
pool-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次に、pool4という名前の IQNプールを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete iqn-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

IQN プール使用の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したプールの組織 IQNプールモードを
開始します。

UCS-A /org # scope iqn-pool
pool-name

ステップ 2   

IQNブロックメンバの割り当てを表示しま
す。

UCS-A /org/iqn-pool # showpooledステップ 3   

次に、pool4という名前の IQNプールにおけるサフィックスの割り当てを表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope iqn-pool pool4
UCS-A /org/iqn-pool # show pooled
Pooled:

Name Assigned Assigned To Dn
---------- -------- --------------
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beta:3 No
beta:4 No
beta:5 No

UCS-A /org/iqn-pool #

iSCSI スタティックターゲットの作成
スタティックターゲットを作成できます。

はじめる前に

iSCSI vNICを作成済みです。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、org-nameに /と入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameス

テッ

プ 1   

iSCSIターゲットを追加するサービスプロファイル
のサービスプロファイル組織モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameス

テッ

プ 2   

iSCSIブートパラメータを設定するモードを開始し
ます。

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-bootス

テッ

プ 3   

指定したvNIC名で iSCSI vNICモードを開始します。UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

ス

テッ

プ 4   

iSCSI vNICのスタティックターゲットを作成し、プ
ライオリティレベルを指定します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create
static-target-if {1 | 2}

ス

テッ

プ 5   
有効なプライオリティレベルは 1または 2です。

iSCSIターゲットの iSCSIQualifiedName（IQN）また
は拡張固有識別子（EUI）の名前を定義する正規表
現。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set
name name

ス

テッ

プ 6   

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）
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目的コマンドまたはアクション

この名前は、標準 IQNまたは EUIのガイド
ラインを使用して正しい形式にする必要があ

ります。

重要

次に、正しい形式の iSCSIターゲット名の例を示し
ます。

• iqn.2001-04.com.example

• iqn.2001-04.com.example:storage:diskarrays-sn-a8675309

• iqn.2001-04.com.example:storage.tape1.sys1.xyz

• iqn.2001-04.com.example:storage.disk2.sys1.xyz

• eui.02004567A425678D

iSCSIターゲットに関連付けられたポート。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set
port port-num

ス

テッ

プ 7   
1～65535の整数を入力します。デフォルト値は3260
です。

（任意）

ターゲットがそれ自体を認証する必要があり、認証

プロファイルを設定済みの場合、認証プロファイル

の名前を指定する必要があります。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set
auth-name auth-profile

ス

テッ

プ 8   

関連付けられた iSCSI認証プロファイルの名前。

iSCSIターゲットに割り当てられた IPv4アドレス。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set
ipaddress ipv4-address

ス

テッ

プ 9   

インターフェイスの位置に対応するLUNを作成しま
す。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if #
create lun

ス

テッ

プ 10   

ターゲット LUN IDを指定します。有効値は 0～
65535です。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun*
# set id id-number

ス

テッ

プ 11   

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun*
# exit

ス

テッ

プ 12   

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if #
exit

ス

テッ

プ 13   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
commit-buffer

ス

テッ

プ 14   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ステップ 5～ 14を繰り返して 2番目のスタティック
ターゲットを作成します。

ス

テッ

プ 15   

次に、2つの iSCSIスタティックターゲットインターフェイスを作成して、トランザクションを
コミットする例を示します。

UCS-A # scope org test
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create static-target-if 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set name statictarget1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set port 3260
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set auth-name
authprofile1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set ip-address
192.168.10.10
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # create lun
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # set id 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create static-target-if 2
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set ipaddress
192.168.10.11
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set name statictarget2
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set port 3260
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set auth-name
authprofile1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # create lun
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # set id 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer

次の作業

2番目の iSCSIデバイスを設定するには、iSCSI vNIC、イニシエータおよびターゲットを作成する
手順を繰り返します。

iSCSI スタティックターゲットの削除
iSCSIスタティックターゲットを削除できます。ただし、1つの iSCSIスタティックターゲット
を削除した後、少なくとも 1つの iSCSIスタティックターゲットが残るようにする必要がありま
す。したがって、1つの iSCSIスタティックターゲットを削除するには、2つの iSCSIスタティッ
クターゲットが必要です。
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2つの iSCSIターゲットがあり、優先順位1位のターゲットを削除すると、優先順位2位のター
ゲットが優先順位1位のターゲットになります。ただし、このターゲットは、CiscoUCSManager
では、引き続き優先順位 2位のターゲットとして表示されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

iSCSIターゲットを追加するサービスプロ
ファイルのサービスプロファイル組織モー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

iSCSIブートパラメータを設定するモード
を開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3   

指定した vNIC名で iSCSI vNICモードを開
始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot
# scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4   

iSCSI vNICのスタティックターゲットを削
除します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi
# delete static-target-if

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、iSCSIスタティックターゲットを削除してトランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A # scope org test
UCS-A /org # scope service-profile sample
UCS-A /org # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi trial
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # delete static-target-if 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #

iSCSI 自動ターゲットの作成
ベンダー IDの有無にかかわらず iSCSI自動ターゲットを作成できます。

はじめる前に

iSCSIターゲットを自動作成する前に、これらの前提条件に適合する必要があります。

•すでにサービスプロファイルに iSCSI vNICを作成してある。
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•使用している VICの前提条件を検討した。詳細については、次のサイトを参照してくださ
い。 iSCSIブートのガイドラインと前提条件, （621ページ）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始

します。ルート組織モードを開始

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

するには、org-nameに /と入力し
ます。

iSCSIターゲットインターフェイス
を追加するサービスプロファイル

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステップ 2   

のサービスプロファイル組織モー

ドを開始します。

iSCSIブートパラメータを設定する
モードを開始します。

UCS-A /org # scope iscsi-boot

例：

ステップ 3   

指定した vNIC名の iSCSI vNICサー
ビスプロファイル組織モードを開

始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

ステップ 4   

iSCSI vNICの自動ターゲットを作
成します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ #
create auto-target-if

ステップ 5   

ベンダー IDなしで自動ターゲット
を使用する場合は、イニシエータ

の名前を設定する必要があります。

詳細については、サービスプロ

ファイルでの iSCSI vNICの作成,
（636ページ）を参照してくださ
い。

（任意）

自動ターゲットのベンダー IDを設
定します。ベンダー IDには、最大
32文字の英数字を指定できます。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if*
# set dhcp-vendor-id vendor-id

ステップ 6   

現在のコンフィギュレーション

モードを終了します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if*
# exit

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A /org/service-profile/iscis-boot/vnic-iscsi #
commit-buffer

ステップ 8   
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次に、iSCSI自動ターゲットをベンダー IDなしで作成してトランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create auto-target-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer

次に、iSCSI自動ターゲットをベンダー IDありで作成してトランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create auto-target-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* # set dhcp-vendor-id
iSCSI_Vendor
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer

次の作業

2番目の iSCSIデバイスを設定するには、iSCSI vNIC、イニシエータおよびターゲットを作成する
手順を繰り返します。

iSCSI 自動ターゲットの削除
スタティックターゲットセットがある場合にのみ自動ターゲットを削除できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

iSCSIターゲットを追加するサービスプロ
ファイルでサービスプロファイルモード

を開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

iSCSIブートパラメータを設定するモード
を開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3   

指定した vNIC名で iSCSI vNICモードを開
始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4   

自動ターゲットを削除します。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi
# delete auto-target-if

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、iSCSI自動ターゲットを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A # scope org test
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # delete auto-target-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer

iSCSI ブートの確認
アダプタがブート中の場合、KVMコンソールを使用してブートアップメッセージを確認します。
KVMコンソールにアクセスする方法については、「Starting the KVM Console」の章を参照してく
ださい。

この手順は、CiscoUCSManagerGUIを使用した場合にのみ実行できます。詳細については、『UCS
Manager GUI Configuration Guide』の「Starting the KVM Console」の章を参照してください。

• Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711では、次のメッセージが表示されます。
Logging in the 1st iSCSI Target….Succeeded.

• Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードでは、次のメッセージが表示されます。
Option ROM installed successfully.

LAN ブート
LANの集中プロビジョニングサーバから 1つまたは複数のサーバをブートするブートポリシー
を設定できます。LAN（または PXE）ブートは、その LANサーバからサーバにOSをインストー
ルする際に頻繁に使用されます。

LANブートポリシーには、複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、ローカ
ルディスクや仮想メディアブートをセカンダリブートデバイスとして追加できます。

ブートポリシー用 LAN ブートポリシー設定

はじめる前に

LANブート設定を含めるブートポリシーを作成します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーの LANブートを作成し、組
織ブートポリシーLANモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy #create lanステップ 3   

LANブートのブート順序を指定します。UCS-A /org/boot-policy/lan # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 4   

プライマリまたはセカンダリ LANブートパ
スを作成し、組織ブートポリシーの LANパ
スモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/lan #create
path {primary | secondary}

ステップ 5   

ブートイメージへのLANパスとして vNICを
使用するよう指定します。

UCS-A /org/boot-policy/lan/path
#set vnic vnic-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/boot-policy/lan/path
#commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、lab2-boot-policyというブートポリシーに入り、ポリシーにLANブートを作成し、ブー
ト順序を 2に設定し、vNIC1および vNIC2という名前の vNICを使用するプライマリとセカンダ
リのパスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab2-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create lan
UCS-A /org/boot-policy/lan* # set order 2
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC1
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # exit
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path secondary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC2
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/lan/path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

ローカルデバイスブート
Cisco UCS Managerでは、異なるローカルデバイスから起動することができます。
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拡張ブート順序を使用している Cisco UCSM3およびM4ブレード/ラックサーバの場合は、最
上位と第 2レベルの両方のブートデバイスを選択できます。標準のブート順序を使用してい
る Cisco UCS M1とM2のブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルのブートデ
バイスのみを選択できます。

（注）

ローカルディスクブート

サーバにローカルドライブがある場合、ブートポリシーを設定して、トップレベルのローカル

ディスクデバイスまたは第 2レベルのデバイスのいずれかからサーバを起動できます。

• [Local LUN]：ローカルディスクまたはローカル LUNからの起動を有効にします。

• [Local JBOD]：ブート可能な JBODからの起動を有効にします。

• [SD card]：SDカードからの起動を有効にします。

• [Internal USB]：内部 USBからの起動を有効にします。

• [External USB]：外部 USBからの起動を有効にします。

• [Embedded Local LUN]：Cisco UCS C240 M4サーバ上の内蔵ローカル LUNからの起動を有効
にします。

• [Embedded Local Disk]：Cisco UCS C240M4SXおよびM4Lサーバの内蔵ローカルディスクか
らの起動を有効にします。

第 2レベルのデバイスは、拡張ブート順序を使用している Cisco UCS M3およびM4ブレード/
ラックサーバでのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1とM2の
ブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルの [Add Local Disk]のみを選択できま
す。

（注）

仮想メディアブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできる仮想メディアデバイスから 1つ以上の
サーバを起動できます。仮想メディアデバイスは、物理CD/DVDディスク（読み取り専用）また
はフロッピーディスク（読み取り書き込み）のサーバへの挿入を疑似的に実行します。このタイ

プのサーバブートは、通常サーバに手動でオペレーティングシステムをインストールするために

使用されます。

第 2レベルのデバイスは、拡張ブート順序を使用している Cisco UCS M3およびM4ブレード/
ラックサーバでのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1とM2の
ブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルの [Add CD/DVD]または [Add Floppy]
のみを選択できます。

（注）
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リモート仮想ドライブのブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできるリモート仮想ドライブから 1つ以上の
サーバを起動できます。

ブートポリシー用ローカルディスクブートの設定

サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービスプロ

ファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨します。

ブートポリシーには複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、セカンダリブー

トデバイスとして、仮想メディアブートを追加できます。

リリース 2.2以降では、ブート順序にトップレベルのローカルストレージデバイスを追加す
るには、create localコマンドの後に create local-anyを使用します。ローカルストレージデバ
イスを含む以前のリリースからのポリシーがある場合は、それらはアップグレード中に local-any
を使用するように変更されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブート

ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy policy-nameステッ

プ 2   

ブートポリシーのストレージブートを作

成し、組織ブートポリシーストレージ

モードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy #create storageステッ

プ 3   

ローカルストレージ場所を作成し、ブー

トポリシーのローカルストレージモー

ドを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/storage #create localステッ

プ 4   

ローカルストレージのタイプを指定しま

す。次のいずれかになります。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create
{local-any | local-lun | sd-card | usb-extern |
usb-intern }

ステッ

プ 5   

• [local-any]：ローカルストレージデ
バイスのタイプ。このオプション

は、レガシーまたは UEFIのブート
モードで使用できます。
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目的コマンドまたはアクション

標準のブート順序を使用し

ている Cisco UCS M1およ
びM2のブレードサーバお
よびラックサーバは

local-anyのみ使用できま
す。

（注）

• [local-lun]：ローカルのハードディス
クドライブ。

• [sd-card]：SDカード。

• [usb-extern]：外部 USBカード。

• [usb-intern]：内部 USBカード。

拡張ブート順序を使用しているCiscoUCS
M3およびM4ブレード/ラックサーバの
場合は、最上位と第2レベルの両方のブー
トデバイスを選択できます。標準のブー

ト順序を使用している Cisco UCS M1と
M2のブレードサーバとラックサーバの
場合、トップレベルのブートデバイスの

みを選択できます。

指定したローカルストレージデバイスの

ブート順序を設定します。1～ 16の整数
を入力します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# set order order_number

ステッ

プ 6   

Cisco UCS、M3サーバ、またはM4サー
バ上で拡張ブート順序を使用する場合、

定義されたブート順序が使用されます。

標準ブートモードでは、「プライマ

リ」、「セカンダリ」という用語が使用

されている場合これはブート順序を示す

ものではありません。同じデバイスクラ

ス内での実際のブート順序は、PCIeバス
スキャン順序により決定されます。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# commit-buffer

ステッ

プ 7   
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次の例では、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーを作成し、そのポリシーのローカル
ハードディスクドライブのブートを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコ
ミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1のローカル SDカードブートを作成し、ブート順序
を 3に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create sd-card
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1のトップレベルのローカルデバイスブートを作成
し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create local-any
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

ブートポリシー用仮想メディアブートの設定

仮想メディアでは、USBをイネーブルにする必要があります。USBの機能に影響するBIOS設
定を変更した場合は、仮想メディアにも影響します。したがって、最適なパフォーマンスを実

現するためには、次の USB BIOSをデフォルト設定のままにしておくことをお勧めします。

（注）

• [Make Device Non Bootable]：[disabled]に設定します。

• [USB Idle Power Optimizing Setting]：[high-performance]に設定します。

はじめる前に

仮想メディアブート設定を含めるブートポリシーを作成します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope
boot-policy policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーの指定仮想メディアブートを作成し、

組織ブートポリシーの仮想メディアモードを開始しま

す。次のいずれかになります。

UCS-A /org/boot-policy
#create virtual-media
{read-only | read-only-local |
read-only-remote | read-write

ステップ 3   

• [read-only]：ローカルまたはリモート CD/DVD。こ
のオプションは、レガシーまたは UEFIのブート
モードで使用できます。

| read-write-drive |
read-write-local |
read-write-remote}

• [read-only-local]：ローカル CD/DVD。

• [read-only-remote]：リモート CD/DVD。

• [read-write]：ローカルまたはリモートフロッピー
ディスクドライブ。このオプションは、レガシー

または UEFIのブートモードで使用できます。

• [read-write-drive]：リモート USBドライブ。

• [read-write-local]：ローカルフロッピーディスクド
ライブ。

• [read-write-remote]：リモートフロッピーディスク
ドライブ。

拡張ブート順序を使用している Cisco UCS M3
およびM4ブレード/ラックサーバの場合は、
最上位と第 2レベルの両方のブートデバイス
を選択できます。標準のブート順序を使用し

ているCisco UCSM1とM2のブレードサーバ
とラックサーバの場合、トップレベルのブー

トデバイスのみを選択できます。

（注）

仮想メディアブートのブート順序を設定します。1～16
の整数を入力します。

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media
# set order order_number

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media
#commit-buffer

ステップ 5   
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次の例では、lab3-boot-policyという名前のブートポリシーを開始し、CD/DVD仮想メディアブー
トを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab3-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media read-only-local
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # commit-buffer

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

CIMC vMedia ブートポリシーの作成
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービスプロ

ファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作

成し、組織ブートポリシーモードを開始し

ます。

UCS-A /org # create boot-policy
policy-name

ステップ 2   

アクセスと起動が可能なローカルおよびリ

モートのデバイスのリストを表示します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media ?

ステップ 3   

アクセスと起動が可能なローカルおよびリ

モートのデバイスのリストを表示します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media {access |
vMediaMappingName}

ステップ 4   

指定した vMediaに対する vMediaブートデバ
イス構成を作成します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media
read-write-remote-drive
vMediaMap0}

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
commit-buffer

ステップ 6   

次のブート順序を表示します。

Boot virtual media：
UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
show detail expand

ステップ 7   

Order：1
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目的コマンドまたはアクション

Access：読み取り/書き込みリモート vMedia
ドライブ

Name：vmediaMap0

次に、CIMC vMediaブートポリシーを作成する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy vm-vmediamap-boot
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media

CIMC vMedia マウントの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモード

を開始します。

UCS-A# scope server chassis_id/blade_idステップ 1   

CIMCモードを開始します。UCS-A# /chassis/server #scope cimcステップ 2   

vMediaマッピングの詳細を表示しま
す。

UCS-A /chassis/server/cimc # show
vmedia-mapping-list detail expand

ステップ 3   

次に、CIMC vMediaのマウントを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/2
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # show vmedia-mapping-list detail expand

vMedia Mapping List:
vMedia Mapping:
Disk Id: 1
Mapping Name: cdd
Device Type: Cdd
Remote IP: 172.31.1.167
Image Path: cifs
Image File Name: ubunt-14.11-desktop-i386.iso
Mount Protocol: Cifs
Mount Status: Mounted
Error: None
Password:
User ID: Adminstrator

UCS-A /chassis/server/cimc #
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ブートポリシーの EFI シェルブートの設定
ブートデバイスとして EFIシェルのブートポリシーを作成できます。EFIシェルからブートする
と、データ損失が抑制され、さまざまなブートシナリオのスクリプト作成、デバッグ、および管

理に関するオプションが増えます。EFIシェルは、[Uefi]ブートモードでのみブートデバイスと
してサポートされます。

はじめる前に

EFIシェルをブートデバイスとして設定するには、ブートモードが [Uefi]に設定されていること
を確認します。

EFIシェルブートポリシーで、ブートモードを [Legacy]に編集する場合、Cisco UCS Manager
は EFIシェルブートデバイスを削除し、ブートポリシーをデフォルトに設定します。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組

織モードを開始するには、/を org-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作成

し、組織ブートポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create boot-policy
policy-name

ステップ 2   

このブートポリシーを使用するサーバが UEFIま
たはレガシーブートモードを使用するかどうかを

指定します。

UCS-A /org/boot-policy* # set
boot-mode {legacy | uefi}

ステップ 3   

EFIシェルをブートデバイスとして設定
するには、ブートモードが [Uefi]に設
定されていることを確認します。

（注）

ブートポリシーのEFIシェルブートを作成し、組
織ブートポリシーモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy* #
create efi-shell

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/boot-policy/efi-shell* #
commit-buffer

ステップ 5   

UCS-A# scope org
UCS-A /org # create boot-policy efi_shell
UCS-A /org/boot-policy* # set boot-mode uefi
UCS-A /org/boot-policy* # create efi-shell
UCS-A /org/boot-policy/efi-shell* # commit-buffer
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次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

ブートポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーを削除します。UCS-A /org # delete boot-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、boot-policy-LANという名前のブートポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete boot-policy boot-policy-LAN
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

UEFI ブートパラメータ
サーバの UEFIブートモードは、プラットフォームハードウェアに保存されている情報によって
決まります。UEFI OSブートローダに関する情報を含むブートエントリは、サーバの BIOSフ
ラッシュに保存されます。2.2(4)より前の Cisco UCS Managerリリースでは、サービスプロファ
イルがあるサーバから別のサーバに移行されると、ブートローダ情報は宛先サーバで使用できな

くなります。そのため、BIOSは、サーバを UEFIブートモードでブートするためのブートロー
ダ情報をロードできません。

Cisco UCSMリリース 2.2(4)では、宛先サーバ上の UEFI OSブートローダの位置に関する情報を
BIOSに提供するUEFIブートパラメータが導入され、BIOS はその位置からブートローダをロー
ドできます。サーバは、そのブートローダ情報を使用して、UEFIブートモードでブートできま
す。

UEFI ブートパラメータに関する注意事項と制約事項
•ブートモードが UEFIの場合のみ、UEFIブートパラメータを設定できます。
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• Cisco UCS Managerをリリース 2.2(4)にアップグレードする場合は、サービスプロファイル
の移行中に UEFIブートが失敗しても自動的に処理されません。UEFI対応 OSで正常にブー
トするには、ターゲットデバイスでUEFIブートパラメータを明示的に作成しておく必要が
あります。

• UEFIブートパラメータは、セカンドレベルのブート順序をサポートする、M3以降のすべて
のサーバでサポートされています。

•次のデバイスタイプの UEFIブートパラメータを指定できます。

◦ SAN LUN

◦ ISCSI LUN

◦ローカル LUN

• UEFIブートパラメータは各オペレーティングシステム固有のパラメータです。次のオペレー
ティングシステムの UEFIブートパラメータを指定できます。

◦ VMware ESX

◦ SUSE Linux

◦ Microsoft Windows

◦ Red Hat Enterprise Linux 7

ローカル LUN の UEFI ブートパラメータの設定

はじめる前に

ローカル LUNのブートモードが UEFIに設定されていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組

織モードを開始し

UCS-A# scope org org-nameス

テッ

プ 1   ます。ルート組織

モードを開始する

には、org-nameに
/を入力します。

指定されたブート

ポリシーの組織

UCS-A /org # scope boot-policy policy-nameス

テッ

プ 2   ブートポリシー

モードを開始しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

ブートポリシーの

組織ブートポリ

UCS-A /org/boot-policy #scope storageス

テッ

プ 3   シーストレージ

モードを開始しま

す。

ブートポリシー

ローカルストレー

UCS-A /org/boot-policy/storage #scope localス

テッ

プ 4   ジモードを開始し

ます。

ローカルストレー

ジのタイプを指定

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # scope {local-any | local-lun | sd-card
| usb-extern | usb-intern }

ス

テッ

プ 5   します。次のいず

れかになります。

• [local-any]：
ローカルスト

レージデバイ

スのタイプ。

このオプショ

ンは、レガ

シーまたは

UEFIのブー
トモードで使

用できます。
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目的コマンドまたはアクション

標準

の

ブー

ト順

序を

使用

して

いる
Cisco
UCS
M1
およ

び
M2
のブ

レー

ド

サー

バお

よび

ラッ

ク

サー

バは
local-any
のみ

使用

でき

ま

す。

（注）

• [local-lun]：
ローカルの

ハードディス

クドライブ。

• [sd-card]：SD
カード。

• [usb-extern]：
外部 USB
カード。

• [usb-intern]：
内部 USB
カード。
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目的コマンドまたはアクション

UEFIブート
パラメータ

を設定可能

なローカル

ストレージ

の唯一のタ

イプは

local-lunで
す。

重

要

ローカルLUNのイ
メージパスを指定

します。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # scope local-lun-image-path
{primary | secondary}

ス

テッ

プ 6   

UEFIのブートパ
ラメータを作成

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # create
uefi-boot-param

ス

テッ

プ 7   し、UEFIブート
パラメータモード

を開始します。

ブートローダの名

前を設定します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# set bootloader-name name

ス

テッ

プ 8   

ブートローダのパ

スを設定します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# set bootloader-path path

ス

テッ

プ 9   

ブートローダの説

明を記入します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# set boot-description "description"

ス

テッ

プ 10   

トランザクション

をシステムの設定

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# commit-buffer

ス

テッ

プ 11   にコミットしま

す。

次の例では、ローカル LUNのUEFIブートパラメータを作成し、トランザクションをコミットす
る方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy bp1
UCS-A /org/boot-policy* # scope storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # scope local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # scope local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # scope local-lun-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # create uefi-boot-param
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* # set
bootloader-name grub.efi

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
672

サーバブートの設定

ローカル LUN の UEFI ブートパラメータの設定



UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* # set
bootloader-path EFI\redhat
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* # set
boot-description "Red Hat Enterprise Linux"
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* #
commit-buffer

iSCSI LUN の UEFI ブートパラメータの設定

はじめる前に

iSCSI LUNのブートモードが UEFIに設定されていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するに

は、org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブー

トポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーの組織ブートポリシー

iSCSIモードを開始します。
UCS-A /org/boot-policy #scope iscsiステップ 3   

iSCSI LUNのイメージパスを指定しま
す。

UCS-A /org/boot-policy/iscsi # scope path
{primary | secondary}

ステップ 4   

UEFIのブートパラメータを作成し、
UEFIブートパラメータモードを開始
します。

UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path # create
uefi-boot-param

ステップ 5   

ブートローダの名前を設定します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-name name

ステップ 6   

ブートローダのパスを設定します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-path path

ステップ 7   

ブートローダの説明を記入します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set boot-description "description"

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# commit-buffer

ステップ 9   
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次の例では、iSCSI LUNの UEFIブートパラメータを作成し、トランザクションをコミットする
方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy bp2
UCS-A /org/boot-policy* # scope iscsi
UCS-A /org/boot-policy/iscsi # scope path primary
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path # create uefi-boot-param
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # set bootloader-name grub.efi
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # set bootloader-path EFI\redhat
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # set boot-description "Red Hat Enterprise
Linux"
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # commit-buffer

SAN LUN の UEFI ブートパラメータの設定

はじめる前に

SAN LUNのブートモードが UEFIに設定されていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開

始します。ルート組織モードを

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

開始するには、org-nameに /を
入力します。

指定されたブートポリシーの組

織ブートポリシーモードを開始

します。

UCS-A /org # scope boot-policy policy-nameステップ 2   

ブートポリシーの組織ブートポ

リシー SANモードを開始しま
す。

UCS-A /org/boot-policy #scope sanステップ 3   

SANイメージを開始します。UCS-A /org/boot-policy/san # scope san-image
{primary | secondary}

ステップ 4   

SAN LUNのイメージパスを入
力します。

UCS-A /org/boot-policy/san/san-image # scope path
{primary | secondary}

ステップ 5   

UEFIのブートパラメータを作成
し、UEFIブートパラメータモー
ドを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path # create
uefi-boot-param

ステップ 6   

ブートローダの名前を設定しま

す。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-name name

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

ブートローダのパスを設定しま

す。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-path path

ステップ 8   

ブートローダの説明を記入しま

す。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# set boot-description "description"

ステップ 9   

トランザクションをシステムの

設定にコミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# commit-buffer

ステップ 10   

次の例では、SANLUNのUEFIブートパラメータを作成し、トランザクションをコミットする方
法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy bp3
UCS-A /org/boot-policy* # scope san
UCS-A /org/boot-policy/san # scope san-image primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image # scope path primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path # create uefi-boot-param
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # set bootloader-name grub.efi
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # set bootloader-path EFI\redhat
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # set boot-description "Red Hat
Enterprise Linux"
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # commit-buffer
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第 30 章

サービスプロファイル更新の遅延展開

この章は、次の項で構成されています。

• サービスプロファイルの遅延展開, 677 ページ

• スケジュールの設定, 681 ページ

• メンテナンスポリシーの設定, 687 ページ

• 保留アクティビティの管理, 689 ページ

サービスプロファイルの遅延展開
サービスプロファイルの変更の一部、またはサービスプロファイルテンプレートの更新は、中

断をともなうことや、サーバのリブートが必要になることがあります。ただし、これらの中断を

ともなう設定変更をいつ実行するかを、遅延展開によって制御できます。たとえば、サービスプ

ロファイルの変更をすぐに展開するか、指定されたメンテナンス時間帯に展開するかを選択でき

ます。また、サービスプロファイルの展開にユーザの明示的な確認応答が必要かどうかを選択で

きます。

遅延展開は、サーバとサービスプロファイルとの関連付けによって発生するすべての設定変更に

使用できます。これらの設定変更は、サービスプロファイルへの変更、サービスプロファイルに

含まれるポリシーへの変更、更新サービスプロファイルテンプレートへの変更によってプロンプ

ト表示される場合があります。たとえば、サーバBIOS、RAIDコントローラ、ホストHBA、ネッ
トワークアダプタなどのホストファームウェアパッケージや管理ファームウェアパッケージに

よって、ファームウェアのアップグレードおよびアクティブ化を延期することもできます。ただ

し、Cisco UCS Manager、ファブリックインターコネクト、I/Oモジュールなど、ファームウェア
パッケージを使用しないコンポーネントのファームウェアイメージの直接展開を遅延させること

はできません。

遅延展開は、サーバのリブートを必要とする次のアクションに使用できません。

•サーバのサービスプロファイルの最初の関連付け
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•サービスプロファイルと別のサーバを関連付けない、サービスプロファイルのサーバから
の関連付けの最終解除

•サーバの解放

•サーバの再認識

•サーバのリセット

サービスプロファイル変更の展開を遅延させる場合、1つ以上のメンテナンスポリシーを設定
し、各サービスプロファイルにメンテナンスポリシーを設定する必要があります。展開が発生す

る時間帯を指定する場合、1つ以上の繰り返しオカレンスまたはワンタイムオカレンスを持つス
ケジュールを少なくとも 1つ作成し、そのスケジュールをメンテナンスポリシーに含める必要が
あります。

遅延展開のスケジュール

スケジュールには、一連のオカレンスが含まれます。これらのオカレンスは、1回だけ発生させ
るか、または毎週指定した日時に繰り返し発生させることができます。オカレンスの時間長や実

行されるタスクの最大数といった、オカレンスで定義されるオプションにより、あるサービスプ

ロファイルの変更が展開されるかどうかが決まります。たとえば、最大時間長またはタスク数に

達したため特定のメンテナンス時間帯に変更を展開できない場合、この展開は次のメンテナンス

時間に持ち越されます。

各スケジュールは、Cisco UCSドメインが 1つまたは複数のメンテナンス時間帯に入っているか
どうか、定期的に確認します。入っている場合、スケジュールはメンテナンスポリシーで指定さ

れた制限に対し適切な展開を実行します。

スケジュールには、スケジュールに関連付けられたメンテナンス時間を決定する 1つ以上のオカ
レンスが含まれています。オカレンスは次のいずれかになります。

ワンタイムオカレンス

ワンタイムオカレンスは、単一のメンテナンス時間を定義します。これらの時間帯は、そ

の時間帯の最大時間長まで、または時間帯の中で実行可能なタスクの最大数に達するまで継

続されます。

繰り返しオカレンス

繰り返しオカレンスは、一連のメンテナンス時間を定義します。これらの時間帯は、タスク

の最大数に達するまで、またはオカレンスに指定された日の終わりに達するまで継続しま

す。

メンテナンスポリシー

メンテナンスポリシーは、サーバに関連付けられたサービスプロファイル、または 1つ以上の
サービスプロファイルに関連付けられた更新中のサービスプロファイルに対して、サーバのリ

ブートが必要になるような変更が加えられた場合のCiscoUCSManagerの対処方法を定義します。
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メンテナンスポリシーは、Cisco UCS Managerでのサービスプロファイルの変更の展開方法を指
定します。展開は、次のいずれかの方法で実行されます。

•即時

•ユーザが管理者権限で承認したときに実行する

•スケジュールで指定された時間に自動的に実行する

•ユーザによる確認応答の待機またはタイマースケジュールオプションを伴わない次回のリ
ブートまたはシャットダウン時

メンテナンスポリシーで [On Next Boot]オプションが有効で、Cisco UCS
Managerリリース 3.1(1)以降から Cisco UCS Managerリリース 2.2(8)よりも以
前のリリースにダウングレードしている場合は、ファームウェアのダウング

レードに失敗します。ダウングレードを継続するには、メンテナンスポリシー

から [On Next Boot]を無効にします。

（注）

メンテナンスポリシーでソフトシャットダウンタイマーを使用すると、ハードシャットダウン

を実行するまでの待機時間を設定できます。ソフトシャットダウンタイマーは、次のようにサー

バを再起動するときに適用されます。

• [Gracefully Restart OS]オプションを使用してサーバをリセットします。

• [In case of graceful shutdown failure, a hard shutdown will be issued after X seconds]オプションを
使用してサーバをシャットダウンします。

•サーバの再起動が必要なサービスプロファイルを変更します。

スケジュール済みのメンテナンスウィンドウ中に変更を展開するように設定されているメンテナ

ンスポリシーでは、ポリシーに有効なスケジュールが含まれていることが必要です。この場合、

最初に使用可能なメンテナンスウィンドウ中に変更が展開されます。

メンテナンスポリシーでは、関連付けられたサービスプロファイルに設定変更が加えられた

場合に、サーバの即時リブートは回避できますが、次のアクションの即時実行は回避されませ

ん。

（注）

•関連付けられたサービスプロファイルのシステムからの削除

•サーバプロファイルのサーバからの関連付けの解除

•サービスポリシーを使用しないファームウェアアップグレードの直接インストール

•サーバのリセット
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遅延展開のための保留アクティビティ

Cisco UCSドメインで遅延展開を設定すると、Cisco UCSManagerですべての保留アクティビティ
を表示することができます。ユーザの確認応答を待っているアクティビティと、スケジュールさ

れたアクティビティを表示できます。

Cisco UCSドメインに保留中のアクティビティがある場合、Cisco UCS Manager GUIは管理者権限
を持つユーザがログインしたときに通知します。

Cisco UCS Managerは、すべての保留アクティビティについて次のような情報を表示します。

•展開され、サーバと関連付けられるサービスプロファイルの名前

•展開の影響を受けるサーバ

•展開により発生する中断

•展開によって実行される変更

特定の保留中アクティビティがサーバに適用されるメンテナンス時間を指定することはできま

せん。メンテナンス期間は、保留中のアクティビティの数およびサービスプロファイルに割

り当てられたメンテナンスポリシーに依存します。ただし、保留アクティビティがユーザの

確認応答またはメンテナンス時間帯のいずれを待っているかにかかわらず、管理者権限を持つ

ユーザは、手動で保留アクティビティを開始して、ただちにサーバをリブートできます。

（注）

遅延展開に関するガイドラインおよび制限事項

サービスプロファイルの関連付けの変更とメンテナンスポリシーのオプション

サービスプロファイルの関連付けを変更する場合、次のメンテナンスポリシーのオプションが変

更の適用方法に影響する可能性があります。

•メンテナンスポリシーで [On Next Boot]および [User Ack]オプションが有効になっている場
合、サービスプロファイルの関連付けの変更では、確認が必要であるという警告が表示され

ます。ただし、関連付けはすぐに行われます。

•メンテナンスポリシーで [On Next Boot]および [User Ack]オプションが有効になっていない
場合、サービスプロファイルの関連付けの変更では、確認が必要であるという警告が表示さ

れ、確認されるまで保留されます。

サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートへのすべての変更を元に戻すこ

とはできない

保留中の変更をキャンセルする場合、Cisco UCS Managerはサーバを再起動せずに変更のロール
バックを試みます。ただし、複雑な変更を行った場合、Cisco UCS Managerは変更のロールバッ
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クのためサーバを 2度目にリブートする必要がある場合があります。たとえば、vNICを削除する
と、Cisco UCS Managerはサービスプロファイルに含まれているメンテナンスポリシーに従って
サーバをリブートします。サービスプロファイルで元の vNICを復元しても、この再起動および
変更はキャンセルできません。代わりに、Cisco UCSManagerは 2回目の展開とサーバのリブート
をスケジュールします。

サービスプロファイルの関連付けはメンテナンス時間の境界を超えてもよい

Cisco UCS Managerがサービスプロファイルの関連付けを開始した後、スケジューラとメンテナ
ンスポリシーは手順を制御する方法を持っていません。サービスプロファイルの関連付けが割り

当てられたメンテナンス時間に完了しない場合、プロセスが完了するまで続行されます。たとえ

ば、いくつかの段階の再試行やその他の問題のため、関連付けが完了しなかった場合に発生する

ことがあります。

保留中のアクティビティの順序を指定できない

スケジュールされた展開は、独立して並行実行されます。展開が発生する順序は指定できません。

また、あるサービスプロファイルの変更を他のものの完了を条件として実行することもできませ

ん。

保留中のアクティビティの部分的な展開を実行できない

Cisco UCS Managerは、サーバプロファイルに加えられたすべての変更をスケジュールされたメ
ンテナンス時間に適用します。サービスプロファイルに複数の変更を加えた後にそれらの変更を

別々のメンテナンス時間に振り分けることはできません。サービスプロファイルの変更を展開す

るとき、Cisco UCS Managerはデータベース内の最新の設定に一致するようにサービスプロファ
イルを更新します。

スケジュールの設定

スケジュールの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラを作成し、スケジューラ

モードを開始します。

UCS-A /system # create scheduler
sched-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/scheduler #
commit-buffer

ステップ 3   
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次の例は、maintenanceschedというスケジューラを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # create scheduler maintenancesched
UCS-A /system/scheduler* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler #

次の作業

スケジュールの 1回限りの実行か繰り返し実行を作成します。

スケジュールのワンタイムオカレンスの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope schedule
sched-name

ステップ 2   

ワンタイムオカレンスを作成します。UCS-A /system/scheduler # create
occurrence one-time occurrence-name

ステップ 3   

このオカレンスを実行する日時を設定しま

す。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
date month day-of-month year hour
minute

ステップ 4   

（任意）

このオカレンスの間に同時実行可能なタス

クの最大数を設定します。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
concur-tasks {unlimited |
max-num-concur-tasks

ステップ 5   

タスクの最大数に達すると、スケジューラ

は新しいタスクをスケジュールする前に、

[minimum interval]プロパティで設定された
時間だけ待機します。

（任意）

このスケジュールオカレンスが実行可能な

時間の最大長を設定します。CiscoUCSは、

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
max-duration {none | num-of-days
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 6   

指定された時間内にできるだけ多くのスケ

ジュールタスクを完了します。

（任意）

システムが新しいタスクを開始するまで待

機する時間の最小長を設定します。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
min-interval {none | num-of-days
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 7   

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
682

サービスプロファイル更新の遅延展開

スケジュールのワンタイムオカレンスの作成



目的コマンドまたはアクション

（任意）

このオカレンスの間に実行可能な、スケ

ジュール設定されたタスクの最大数を設定

します。

UCS-A /system/scheduler/one-time # set
proc-cap {unlimited |
max-num-of-tasks}

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /system/scheduler/one-time #
commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、onetimemaintというワンタイムオカレンスをmaintschedというスケジューラに作成し、
同時実行タスクの最大数を 5に設定し、開始日時を 2011年 4月 1日 11：00に設定し、トランザ
クションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
UCS-A /system/scheduler # create occurrence one-time onetimemaint
UCS-A /system/scheduler/one-time* # set date apr 1 2011 11 00
UCS-A /system/scheduler/one-time* # set concur-tasks 5
UCS-A /system/scheduler/one-time* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler/one-time #

スケジュールへの繰り返しオカレンスの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始します。UCS-A /system # scope schedule
sched-name

ステップ 2   

繰り返しオカレンスを作成します。UCS-A /system/scheduler # create
occurrence recurring
occurrence-name

ステップ 3   

（任意）

Cisco UCSでこのスケジュールのオカレンスを
実行する曜日を選択します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set day {even-day | every-day |
friday |monday | never | odd-day |
saturday | sunday | thursday |
tuesday | wednesday}

ステップ 4   

デフォルトでは、このプロパティは neverに設
定されています。

（任意）

このオカレンスが開始する時間（時）を指定し

ます。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set hour hour

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

CiscoUCSは、最長期間に到達してい
ない場合でも、すべての繰り返しオ

カレンスを開始されたその日のうち

に終了します。たとえば、開始時刻

を午後 11時、最長継続時間を 3時間
に指定すると、CiscoUCSはこのオカ
レンスを午後 11時に開始しますが、
59分しか経過していない午後 11時
59分に終了します。

（注）

（任意）

このオカレンスが開始する時間（分）を指定し

ます。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set minute minute

ステップ 6   

（任意）

このオカレンスの間に同時実行可能なタスクの

最大数を設定します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set concur-tasks {unlimited |
max-num-concur-tasks

ステップ 7   

タスクの最大数に達すると、スケジューラは新

しいタスクをスケジュールする前に、[minimum
interval]プロパティで設定された時間だけ待機
します。

（任意）

このスケジュールオカレンスが実行可能な時

間の最大長を設定します。Cisco UCSは、指定

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set max-duration {none |
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 8   

された時間内にできるだけ多くのスケジュール

タスクを完了します。

（任意）

システムが新しいタスクを開始するまで待機す

る時間の最小長を設定します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set min-interval {none | num-of-days
num-of-hours num-of-minutes
num-of-seconds}

ステップ 9   

（任意）

このオカレンスの間に実行可能な、スケジュー

ル設定されたタスクの最大数を設定します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
set proc-cap {unlimited |
max-num-of-tasks}

ステップ 10   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /system/scheduler/recurring #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例は、maintschedというスケジューラに recurringmaintという繰り返しオカレンスを作成し、
同時実行タスクの最大数を 5に設定し、このオカレンスの実行日を偶数日に設定し、11:05から開
始するように時間を設定してトランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
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UCS-A /system/scheduler # create occurrence recurring recurringmaint
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set day even-day
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set hour 11
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set minute 5
UCS-A /system/scheduler/recurring* # set concur-tasks 5
UCS-A /system/scheduler/recurring* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler/recurring #

スケジュールからのワンタイムオカレンスの削除

これがスケジュールにおける唯一の実行である場合には、そのスケジュールは実行なしで再設定

されます。スケジュールがメンテナンスポリシーに含まれており、そのポリシーがサービスプロ

ファイルに割り当てられている場合、サービスプロファイルに関連付けられているサーバに関連

する保留中のアクティビティは展開できません。保留中のアクティビティを展開するには、1回
限りの実行か繰り返し実行をスケジュールに追加する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始し

ます。

UCS-A /system # scope scheduler
sched-name

ステップ 2   

指定されたワンタイムオカレンスを削

除します。

UCS-A /system/scheduler # delete
occurrence one-time occurrence-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /system/scheduler #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、maintschedスケジューラから onetimemaintというワンタイムオカレンスを削除し、ト
ランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
UCS-A /system/scheduler # delete occurrence one-time onetimemaint
UCS-A /system/scheduler* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler #

スケジュールからの繰り返しオカレンスの削除

これがスケジュールにおける唯一の実行である場合には、そのスケジュールは実行なしで再設定

されます。スケジュールがメンテナンスポリシーに含まれており、そのポリシーがサービスプロ

ファイルに割り当てられている場合、サービスプロファイルに関連付けられているサーバに関連

する保留中のアクティビティは展開できません。保留中のアクティビティを展開するには、1回
限りの実行か繰り返し実行をスケジュールに追加する必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラシステムモードを開始し

ます。

UCS-A /system # scope scheduler
sched-name

ステップ 2   

指定された繰り返しオカレンスを削除

します。

UCS-A /system/scheduler # delete
occurrence recurring occurrence-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /system/scheduler #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、maintschedスケジューラから onetimemaintという繰り返しオカレンスを削除し、トラ
ンザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope scheduler maintsched
UCS-A /system/scheduler # delete occurrence recurring onetimemaint
UCS-A /system/scheduler* # commit-buffer
UCS-A /system/scheduler #

スケジュールの削除

このスケジュールがメンテナンスポリシーに含まれている場合、ポリシーはスケジュールなしで

再設定されます。そのポリシーがサービスプロファイルに割り当てられている場合、サービスプ

ロファイルに関連付けられているサーバに関連する保留中のアクティビティは展開できません。

保留中のアクティビティを展開するには、スケジュールをメンテナンスポリシーに追加する必要

があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

スケジューラを削除し、スケジューラ

モードを開始します。

UCS-A /system # delete scheduler
sched-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   

次の例は、maintenanceschedというスケジューラを削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete scheduler maintenancesched
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UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

メンテナンスポリシーの設定

メンテナンスポリシーの作成

はじめる前に

このメンテナンスポリシーを遅延展開のために設定する場合は、スケジュールを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定されたメンテナンスポリシーを作成し、メンテナン

スポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
maint-policy policy-name

ステップ 2   

サービスプロファイルがサーバに関連付けられている場

合、関連付けを完了するにはサーバをリブートする必要が

UCS-A /org/maint-policy #
set reboot-policy
{immediate |

ステップ 3   

あります。reboot-policyコマンドを指定すると、このメン
timer-automatic |
user-ack} テナンスポリシーを含むすべてのサービスプロファイル

について発生するタイミングを決定できます。有効な値は

次のとおりです。

• immediate：サービスプロファイルが変更されると、
すぐにサーバがリブートします。

• timer-automatic：set schedulerコマンドを使用して、
メンテナンス操作がサーバに適用されるタイミング

を指定するスケジュールを選択できます。Cisco UCS
によって、スケジュールされた時間にサーバがリブー

トされ、サービスプロファイルの変更が完了します。

• user-ack：ユーザは、変更が適用される前に apply
pending-changesコマンドを使用して変更を明示的に
確認する必要があります。

（任意）

ポリシーが有効な場合、ホストOSのリブート、シャット
ダウン、リセット、またはサーバリセットとシャットダ

UCS-A /org/maint-policy #
set on-next-boot

ステップ 4   

ウンにより、[user-ack]user-ackを待っている変更を適用す
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目的コマンドまたはアクショ

ン

る関連FSMまたは [timer-automatic] timer-automaticメンテ
ナンスウィンドウもトリガーされます。

150秒後にハードシャットダウンするのではなく、サーバ
がグレースフルシャットダウンし、指定の時間内に再起

UCS-A /org/maint-policy #
set soft-shutdown-timer {
150-seconds | 300-seconds |
600-seconds \ | never }

ステップ 5   

動できるよう、ソフトシャットダウンを発行した後に

Cisco UCS Managerが待機する時間（秒）を指定します。

（任意）

reboot-policyプロパティが timer-automaticに設定された場
合、メンテナンス操作がサーバに適用されるタイミングを

UCS-A /org/maint-policy #
set scheduler
scheduler-name

ステップ 6   

指定するスケジュールを選択する必要があります。Cisco
UCSによって、スケジュールされた時間にサーバがリブー
トされ、サービスプロファイルの変更が完了します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/maint-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例では、maintenanceというメンテナンスポリシーを作成し、サービスプロファイルがサー
バに関連付けられるとすぐにリブートするようシステムを設定し、ソフトシャットダウンのタイ

マーを 300秒に設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create maint-policy maintenance
UCS-A /org/maint-policy* # set reboot-policy immediate
UCS-A /org/maint-policy* # set soft-shutdown-timer 300-secs
UCS-A /org/maint-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/maint-policy #

次の例では、maintenanceというメンテナンスポリシーを作成し、サービスプロファイルへの変
更が明示的に認識されたときにリブートするようシステムを設定し、on-next-bootオプションを設
定し、ソフトシャットダウンのタイマーを 300秒に設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # enter maint-policy maintenance
UCS-A /org/maint-policy* # set reboot-policy user-ack
UCS-A /org/maint-policy* # set on-next-boot
UCS-A /org/maint-policy* # set soft-shutdown-timer 300-secs
UCS-A /org/maint-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/maint-policy #
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メンテナンスポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたメンテナンスポリシーを削除しま

す。

UCS-A /org # delete maint-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、maintenanceという名前のメンテナンスポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete maint-policy maintenance
UCS-A /org/maint-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/maint-policy #

保留アクティビティの管理

保留アクティビティの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファ

イルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

保留中の変更に関する詳細を表示します。UCS-A /org/service-profile # show
pending-changes [detail | expand]

ステップ 3   
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次に、accountingというサービスプロファイルの保留中の変更を表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # show pending-changes detail

Pending Changes:
Scheduler:
Changed by: admin
Acked by:
Mod. date: 2010-09-20T20:36:09.254
State: Untriggered
Admin State: Untriggered
Pend. Changes: 0
Pend. Disr.: 0

UCS-A /org/service-profile #

ユーザの確認応答待ちサービスプロファイル変更の展開

CiscoUCSManager CLIは、ユーザの確認応答待ちの、複数のサービスプロファイルの保留中のす
べての変更を展開することはできません。複数のサービスプロファイルの保留中のすべての変更

を同時に展開するには、Cisco UCS Manager GUIを使用します。

保留中のアクティビティを確認した後、Cisco UCS Managerが影響のあるサーバをリブートす
ることは禁止できません。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ルート組織モードを開始するには、org-nameに
/と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

保留中の変更をただちに適用します。UCS-A /org/service-profile # apply
pending-changes immediate

ステップ 3   

Cisco UCS Managerによって保留中のアクティ
ビティの影響を受けるサーバがただちに再起動

されます。

次に、accountingというサービスプロファイルの保留中の変更を適用する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # apply pending-changes immediate
UCS-A /org/service-profile #
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スケジュールされたサービスプロファイル変更の即時展開

CiscoUCSManager CLIは、複数のサービスプロファイルの、スケジュールされているすべての変
更を同時に展開することはできません。複数のサービスプロファイルの、スケジュールされてい

るすべての変更を同時に展開するには、Cisco UCS Manager GUIを使用します。

保留中のアクティビティを確認した後、Cisco UCS Managerが影響のあるサーバをリブートす
ることは禁止できません。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

組織モードを開始します。UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ルート組織モードを開始するには、org-nameに
/と入力します。

指定したサービスで組織サービスプロファイル

モードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

保留中の変更をただちに適用します。UCS-A /org/service-profile # apply
pending-changes immediate

ステップ 3   

Cisco UCS Managerによって保留中のアクティ
ビティの影響を受けるサーバがただちに再起動

されます。

次に、accountingというサービスプロファイルの保留中の変更を適用する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # apply pending-changes immediate
UCS-A /org/service-profile #
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第 31 章

サービスプロファイル

この章は、次の項で構成されています。

• サーバ IDを上書きするサービスプロファイル, 693 ページ

• サーバ IDを継承するサービスプロファイル, 694 ページ

• サービスプロファイルに関するガイドラインおよび推奨事項, 695 ページ

• インバンドサービスプロファイル, 696 ページ

• 初期テンプレートと既存のテンプレート, 703 ページ

• ハードウェアベースのサービスプロファイルの作成, 709 ページ

• サービスプロファイルの vNICの設定, 712 ページ

• サービスプロファイルでの vNICペアの作成, 715 ページ

• サービスプロファイルの vHBAの設定, 716 ページ

• サービスプロファイルでの vHBAペアの作成, 718 ページ

• サービスプロファイルのローカルディスクの設定, 720 ページ

• サービスプロファイルの Serial over LANの設定, 721 ページ

• サービスプロファイルブート定義設定, 722 ページ

• サービスプロファイルのファイバチャネルゾーン分割の設定, 728 ページ

• サービスプロファイルおよびサービスプロファイルテンプレートの管理, 731 ページ

サーバ ID を上書きするサービスプロファイル
このタイプのサービスプロファイルにより、柔軟性と制御性が最大化されます。このプロファイ

ルを使用すると、アソシエーション時にサーバに設定された ID値を上書きし、CiscoUCSManager
で設定されたリソースプールとポリシーを使用して一部の管理タスクを自動化できます。
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このサービスプロファイルは、あるサーバとの関連付けを解除して、別のサーバに関連付けるこ

とができます。この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サーバプールポリ

シーを通じて行うこともできます。UUIDやMACアドレスなど、新しいサーバの工場出荷時の設
定は、サービスプロファイルでの設定で上書きされます。その結果、サーバでの変更はネット

ワークに対して透過的です。新しいサーバの使用を開始するために、ネットワークでコンポーネ

ントやアプリケーションを再設定する必要はありません。

このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを

利用し、管理できるようになります。

• MACアドレスのプール、WWNアドレス、UUIDなどの仮想 ID情報

•イーサネットおよびファイバチャネルアダプタプロファイルポリシー

•ファームウェアパッケージポリシー

•オペレーティングシステムブート順序ポリシー

サービスプロファイルに電源管理ポリシー、サーバプール資格情報ポリシー、または特定のハー

ドウェア設定が必要な別のポリシーが含まれていない場合は、そのサービスプロファイルをCisco
UCSドメインのどのタイプのサーバにも使用できます。

これらのサービスプロファイルは、ラックマウントサーバまたはブレードサーバのどちらかに

関連付けることができます。サービスプロファイルの移行の可否は、サービスプロファイルの移

行制限を選択するかどうかによって決まります。

移行を制限しない場合、Cisco UCS Managerは、既存のサーバプロファイルを移行する前に新
しいサーバに対する互換性チェックを行いません。両方のハードウェアが似ていない場合、関

連付けが失敗することがあります。

（注）

サーバ ID を継承するサービスプロファイル
このハードウェアベースのサービスプロファイルは使用も作成も簡単です。このプロファイル

は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。これは特

定のサーバに関連付けられているため、別のサーバへの移動や移行はできません。

このサービスプロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ

ん。

このサービスプロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID情報および設定情
報を継承し、適用します。

• 2つの NICのMACアドレス

•統合ネットワークアダプタまたは仮想インターフェイスカードについては、2つの HBAの
WWNアドレス

• BIOSバージョン
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•サーバの UUID

このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値

が変更された場合、このサービスプロファイルを通じて継承されたサーバの IDおよび設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

重要

サービスプロファイルに関するガイドラインおよび推奨

事項
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに含まれるポリシー（ローカ

ルディスク設定ポリシーなど）やプールに固有のガイドラインと推奨事項に加え、サービスプロ

ファイルとサーバを関連付ける機能に影響する以下のガイドラインと推奨事項も順守してくださ

い。

ラックマウントサーバで設定できる vNIC 数の制限

Cisco UCS Managerと統合されているラックマウントサーバでは、Cisco UCS P81E仮想インター
フェイスカード（N2XX-ACPCI01）などのサポート対象のアダプタごとに最大 56の vNICを設定
できます。

ラックマウントサーバの電力制限はサポート対象外

電力制限はラックサーバではサポートされません。ラックマウントサーバに関連付けられている

サービスプロファイルに電力制御ポリシーを含めた場合、そのポリシーは実行されません。

vNIC に関する QoS ポリシーのガイドライン

QoSポリシーのプライオリティ設定が fc（ファイバチャネルシステムクラス）ではない場合に
のみ、そのポリシーを vNICに割り当てることができます。QoSポリシーのプライオリティに他
のシステムクラスを設定できます。

vHBA に関する QoS ポリシーのガイドライン

QoSポリシーのプライオリティ設定が fc（ファイバチャネルシステムクラス）である場合にの
み、そのポリシーを vHBAに割り当てることができます。

QoSポリシーのホスト制御設定は vNICにのみ適用されます。vHBAには影響しません。
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インバンドサービスプロファイル

インバンドサービスプロファイルの設定

この手順は、インバンドサービスプロファイルの作成方法を示しています。

Cisco UCSManager GUIで、[Equipment]タブのサーバ CIMCを使用するようにアウトオブバン
ド設定を設定したすべての Cisco UCS M3およびM4サーバは、インバンドプロファイルに
従って、自動的にインバンドネットワーク（VLAN）および IPv4/IPv6設定を取得します。イ
ンバンドプロファイル設定からネットワークまたは IPプール名を削除すると、サーバのイン
バンド設定がインバンドプロファイルから取得された場合は、サーバからインバンド設定が

削除されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

UCS-A # scope eth-uplinkステップ 1   

インバンドプロファイルコンフィギュ

レーションモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
inband-profile

ステップ 2   

インバンドプロファイルのネットワーク

グループ名を設定します。

UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set
net-group-namevlan-group-name

ステップ 3   

インバンドプロファイルのデフォルト

VLANを設定します。
UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set
default-vlan-namevlan-name

ステップ 4   

インバンドプロファイルのデフォルト IP
を設定します。

UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set
default-pool-name pool-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-uplink/inband-profile #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、インバンドサービスプロファイル inband-profileを作成し、ネットワークグループ
名を inband-vlan-groupに、デフォルトの VLANを Inband_VLANに、IPプールを inband_defaultに
それぞれ設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A #scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope inband-profile
UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set net-group-name inband-vlan-group
UCS-A /eth-uplink/inband-profile* # set default-vlan-name Inband_VLAN
UCS-A /eth-uplink/inband-profile* # set pool-name inband_default
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UCS-A /eth-uplink/inband-profile* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/inband-profile #

インバンド管理サービスプロファイルの設定

この手順は、インバンド管理サービスプロファイルを設定する方法について説明します。

手順

目的コマンドまたはアクション

組織コンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A# scope org /ステップ 1   

指定されたサービスプロファ

イルを作成し、サービスプロ

UCS-A /org # create service-profilesp-nameステップ 2   

ファイルのコンフィギュレー

ションモードを開始します。

指定された管理インターフェイ

スを作成し、管理インターフェ

UCS-A /org/service-profile # create mgmt-ifacein-bandステップ 3   

イスコンフィギュレーション

モードを開始します。

管理 VLANを作成し、管理
VLANコンフィギュレーション
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface # create
mgmt-vlan

ステップ 4   

管理 VLANのネットワーク名
を設定します。

UCS-A/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # set
network-name network-name

ステップ 5   

外部 IPプールを作成し、IP
プールコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # create
ext-pooled-ip

ステップ 6   

外部 IPv4プールの名前を設定
します。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip
# set name pool-name

ステップ 7   

IPv4プールコンフィギュレー
ションモードを終了します。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip
# exit

ステップ 8   

外部 IPv6プールを作成し、
IPv6プールコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan #create
ext-pooled-ip6

ステップ 9   

外部 IPv6プールの名前を設定
します。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6
# set name pool-name

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの

設定にコミットします。

UCS-A
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6
# commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、サービスプロファイル名 inband_spを作成し、in-bandという名前の管理インターフェ
イスを設定し、管理 VLANを作成し、ネットワーク名を Inband_VLANに設定し、外部 IPv4プー
ルを作成してその名前を inband_defaultにし、外部 IPおよび外部 IPv6管理プールを作成し、両方
のプールの名前を inband_defaultに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create service-profile inband_sp
UCS-A /org/service-profile* # create mgmt-iface in-band
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface* # create mgmt-vlan
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name Inband_VLAN
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # set name inband_default
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip6
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # set name inband_default
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface # exit

次の作業

サーバにインバンド管理インターフェイスのサービスプロファイルを関連付けます。

サービスプロファイルからのインバンド設定の削除

この手順では、サービスプロファイルからインバンド設定を削除する方法について説明します。

デフォルト VLAN名とデフォルトプール名を使用して Cisco UCS Managerでインバンドプロ
ファイルが設定されると、サーバ CIMCは、サービスプロファイルから設定を削除してから
1分以内にインバンドプロファイルからインバンド設定を自動的に取得します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

組織コンフィギュレーションモードを開

始します。

UCS-A# scope org /ステップ 1   

組織プロファイルコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

UCS-A/org # scope service-profile
blade1

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたサービスプロファイルを削除

します。

UCS-A/org/service-profile # delete
mgmt-ifacein-band

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A/org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、サービスプロファイルblade1にスコープし、管理インターフェイスインバンドを削除し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile blade1
UCS-A /org/service-profile # delete mgmt-iface in-band
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile

CIMC でのインバンド管理の設定
この手順では、プールされた IPのサーバCIMC上でのインバンド管理を設定する方法について説
明します。
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インバンド管理 IPをスタティック IPに設定することは、インバンド管理 IPをプール済み IP
に設定する手順と同様です。次の例では、in-bandと命名したシャーシ 1のサーバ 1に管理イ
ンターフェイスを作成し、IPv4および IPv6の状態をスタティックに設定し、トランザクショ
ンをコミットします。この例では、さらに、管理 VLANを作成し、外部スタティック IPv4を
作成して開き、外部スタティック IPv6を作成して開き、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv4state static
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv6state static
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # show detail

External Management Interface:
Mode: In Band
Ip V4 State: Static
Ip V6 State: Static
Is Derived from Inband Profile: No

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # set
ipv4state IpV4State
ipv6state IpV6State
mode Mode

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # create mgmt-vlan
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-static-ip
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # set addr x.x.x.1
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # set subnet 255.255.255.0
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # set default-gw x.x.x.254
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip # up
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan # create ext-static-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set addr
xxxx:xxxx:xxxx:1::
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set default-gw
xxxx:xxxx:xxxx:1::0001
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set prefix 64
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6 # up
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan # show detail expand

External Management Virtual LAN:
Network Name:
Id: 1

External Management Static IP:
IP Address: x.x.x.1
Default Gateway: 10.193.1.254
Subnet: 255.255.255.0
Primary DNS IP: 0.0.0.0
Secondary DNS IP: 0.0.0.0

External Management Static IPv6:
IP Address: xxxx:xxxx:xxxx:1::
Default Gateway: xxxx:xxxx:xxxx:1::0001
Prefix: 64
Primary DNS IP: ::
Secondary DNS IP: ::

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサー

バモードを開始します。

UCS-A# scope server chassi-numserver-numステップ 1   

CIMCコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

指定された管理インターフェ

イスを作成し、管理インター

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc # create
mgmt-ifacein-band

ステップ 3   

フェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

IPv4状態を pooledに設定し
ます。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv4state
pooled

ステップ 4   

IPv6状態を pooledに設定し
ます。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface *# set ipv6state
pooled

ステップ 5   

管理 VLANを作成し、管理
VLANコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # create
mgmt-vlan

ステップ 6   

管理 VLANのネットワーク
名を設定します。

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set
network-name network-name

ステップ 7   

外部 IPv4プールを作成し、
IPv4プールコンフィギュ

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan*# create
ext-pooled-ip

ステップ 8   

レーションモードを開始し

ます。

外部 IPv4プールの名前を設
定します。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip*
# set name pool-name

ステップ 9   

IPv4プールコンフィギュ
レーションモードを終了し

ます。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip*
# exit

ステップ 10   

外部 IPv6プールを作成し、
IPv6プールコンフィギュ

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* #create
ext-pooled-ip6

ステップ 11   

レーションモードを開始し

ます。

外部 IPv6プールの名前を設
定します。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6*
# set name pool-name

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステム

の設定にコミットします。

UCS-A
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6*
# commit-buffer

ステップ 13   

次の例では、in-bandという名前のサーバ 1のシャーシ 1上で管理インターフェイスを作成し、
IPv4および IPv6状態を pooledに設定し、管理 VLANを作成し、ネットワーク名を Inbandにし、
外部 IPv4プールを作成してその名前を inband_defaultに設定します。外部 IPv6プールを作成して
その名前を inband_defaultに設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv4state pooled
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv6state pooled
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # create mgmt-vlan
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name Inband
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # set name Inband_default
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # exit
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # set name Inband_default
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 #

CIMC からのインバンド設定の削除
この手順は、サーバ CIMCからインバンド設定を削除する方法について説明します。

デフォルト VLAN名とデフォルトプール名を使用して Cisco UCS Managerでインバンドプロ
ファイルが設定されると、サーバ CIMCは、サービスプロファイルから設定を削除してから
1分以内にインバンドプロファイルからインバンド設定を自動的に取得します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
chassi-numserver-num

ステップ 1   

CIMCコンフィギュレーションモード
を開始します。

UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2   

指定されたサービスプロファイルを削

除します。

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc
# delete mgmt-ifacein-band

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc
# commit-buffer

ステップ 4   
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次に、server 1の chassis1から in-bandという名前の管理インターフェイスを削除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # delete mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

初期テンプレートと既存のテンプレート
サービスプロファイルテンプレートを使用して、vNICや vHBAの個数などの同じ基本パラメー
タ、および同じプールから取得された ID情報を使ってすばやく複数のサービスプロファイルを
作成できます。

既存のサービスプロファイルに類似した値を持つ 1つのサービスプロファイルだけが必要な
場合は、Cisco UCS Manager GUIでサービスプロファイルを複製できます。

ヒント

たとえば、データベースソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の

サービスプロファイルが必要である場合、手動、または既存のサービスプロファイルから、サー

ビスプロファイルテンプレートを作成できます。その後、このテンプレートを使用して、サービ

スプロファイルを作成します。

Cisco UCSは、次のタイプのサービスプロファイルテンプレートをサポートしています。

初期テンプレート

初期テンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパティをす

べて継承します。初期のサービスプロファイルテンプレートから作成されたサービスプロ

ファイルはテンプレートにバインドされます。ただし、初期のテンプレートに対して行われ

た変更は、バインドされたサービスプロファイルに自動的に伝播されません。バインドさ

れたサービスプロファイルに変更を伝播したい場合は、そのサービスプロファイルをアン

バインドしてから、再び初期テンプレートにバインドします。

アップデートテンプレート

アップデートテンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプロパ

ティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をそのまま保持します。アップデートテ

ンプレートを変更すると、このテンプレートから作成されたサービスプロファイルが自動

的にアップデートされます。
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初期テンプレートと標準のサービスプロファイルから作成されたサービスプロファイルは、

[Reset]がクリックされると、順次プール内で使用可能な最小の IDを取得します。

アップデートテンプレートから作成されたサービスプロファイルは、[Reset]がクリックされ
ると、順次プール内のより小さい IDが未使用の場合でも、同じ IDを保持します。

（注）

サービスプロファイルテンプレートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルテンプレートを作

成し、組織サービスプロファイルモードを開始し

ます。

UCS-A /org # create
service-profile profile-name
{initial-template |
updating-template}

ステップ 2   

このサービスプロファイルテンプレートを識別す

る一意の profile-nameを入力します。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。こ

の名前は、同じ組織内のすべてのサービスプロファ

イルおよびサービスプロファイルテンプレートで

一意であることが必要です。

指定されたBIOSポリシーをサービスプロファイル
に関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
bios-policy policy-name

ステップ 3   

指定されたブートポリシーをサービスプロファイ

ルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
boot-policy policy-name

ステップ 4   

（任意）

サービスプロファイルに説明を記入します。

UCS-A /org/service-profile # set
descr description

ステップ 5   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、showコ
マンド出力の説明フィールドには表示さ

れません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

指定されたダイナミック vNIC接続ポリシーをサー
ビスプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
dynamic-vnic-conn-policy
policy-name

ステップ 6   

管理 IPアドレスをサービスプロファイルに割り当
てる方法を指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
ext-mgmt-ip-state {none |
pooled}

ステップ 7   

次のオプションを使用して管理IPアドレスポリシー
を設定できます。

• [None]：サービスプロファイルには IPアドレ
スが割り当てられません。

• [Pooled]：サービスプロファイルには、管理 IP
プールから IPアドレスが割り当てられます。

サービスプロファイルテンプレートの管

理 IPアドレスを staticに設定すると、エ
ラーが発生します。

（注）

指定されたホストファームウェアポリシーをサー

ビスプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
host-fw-policy policy-name

ステップ 8   

サーバが UUIDまたはWWNNを取得する方法を指
定します。次のいずれかを実行できます。

UCS-A /org/service-profile # set
identity {dynamic-uuid {uuid |
derived} | dynamic-wwnn

ステップ 9   

•一意の UUIDを
nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn形式で作成
する。

{wwnn | derived} | uuid-pool
pool-name | wwnn-pool
pool-name}

•製造時にハードウェアに焼き付けられたUUID
を取得する。

• UUIDプールを使用する。

•固有のWWNNを hh : hh : hh : hh : hh : hh : hh
: hhの形式で作成します。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWNNを取得する。

• WWNNプールを使用する。

指定された IPMIアクセスプロファイルをサービス
プロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 10   

サービスプロファイルに指定された LAN接続ポリ
シーを関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
lan-connectivity-policy-name
policy-name

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

LAN接続ポリシーとローカルで作成され
た vNICを同じサービスプロファイルに
含めることはできません。LAN接続ポリ
シーをサービスプロファイルに追加する

と、すべての既存のvNIC設定が消去され
ます。

（注）

指定されたローカルディスクポリシーをサービス

プロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
local-disk-policy policy-name

ステップ 12   

指定されたメンテナンスポリシーをサービスプロ

ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
maint-policy policy-name

ステップ 13   

指定された管理ファームウェアポリシーをサービ

スプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
mgmt-fw-policy policy-name

ステップ 14   

指定された電源管理ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
power-control-policy
policy-name

ステップ 15   

指定された SAN接続ポリシーをサービスプロファ
イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
san-connectivity-policy-name
policy-name

ステップ 16   

SAN接続ポリシーとローカルで作成され
た vHBAを同じサービスプロファイルに
含めることはできません。SAN接続ポリ
シーをサービスプロファイルに追加する

と、すべての既存の vHBA設定が消去さ
れます。

（注）

指定されたスクラブポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
scrub-policy policy-name

ステップ 17   

指定した Serial over LANポリシーをサービスプロ
ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
sol-policy policy-name

ステップ 18   

指定された統計情報ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
stats-policy policy-name

ステップ 19   

サービスプロファイルに関連付けられたユーザラ

ベルを指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
user-label label-name

ステップ 20   

指定された vConに選択プリファレンスを指定しま
す。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon {1 | 2} selection {all |
assigned-only | exclude-dynamic
| exclude-unassigned}

ステップ 21   

指定された vNIC/vHBA配置プロファイルをサービ
スプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon-profile policy-name

ステップ 22   
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目的コマンドまたはアクション

サービスプロファイルに vNIC/vHBA配
置プロファイルを割り当てるか、または

サービスプロファイルに vCon選択プリ
ファレンスを設定することができますが、

両方を実行する必要はありません。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 23   

次の例は、サービスプロファイルテンプレートを作成してトランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServTemp2 updating-template
UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy biospol1
UCS-A /org/service-profile* # set boot-policy bootpol32
UCS-A /org/service-profile* # set descr "This is a service profile example."
UCS-A /org/service-profile* # set dynamic-vnic-conn-policy mydynvnicconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # set ext-mgmt-ip-state pooled
UCS-A /org/service-profile* # set host-fw-policy ipmi-user987
UCS-A /org/service-profile* # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # set ipmi-access-profile ipmiProf16
UCS-A /org/service-profile* # set local-disk-policy localdiskpol33
UCS-A /org/service-profile* # set maint-policy maintpol4
UCS-A /org/service-profile* # set mgmt-fw-policy mgmtfwpol75
UCS-A /org/service-profile* # set power-control-policy powcontrpol13
UCS-A /org/service-profile* # set scrub-policy scrubpol55
UCS-A /org/service-profile* # set sol-policy solpol2
UCS-A /org/service-profile* # set stats-policy statspol4
UCS-A /org/service-profile* # set user-label mylabel
UCS-A /org/service-profile* # vcon-policy myvconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業

•（任意）サービスプロファイルのブート定義を設定します。サービスプロファイルにブー
トポリシーが関連付けられていない場合に限り、このオプションを使用します。

•サービスプロファイルテンプレートからサービスプロファイルインスタンスを作成しま
す。

サービスプロファイルテンプレートからのサービスプロファイルイ

ンスタンスの作成

はじめる前に

サービスプロファイルのインスタンスの作成元になるサービスプロファイルテンプレートがあ

ることを確認します。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
707

サービスプロファイル

サービスプロファイルテンプレートからのサービスプロファイルインスタンスの作成



手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定したサービスプロファイルインスタンスを作成し、

組織サービスプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # create
service-profile profile-name
instance

ステップ 2   

このサービスプロファイルテンプレートを識別する一意

の profile-nameを入力します。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できます。-
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。この名前は、同じ組織内

のすべてのサービスプロファイルおよびサービスプロ

ファイルテンプレートで一意であることが必要です。

元になるサービスプロファイルテンプレートを指定して

サービスプロファイルインスタンスに適用します。サー

UCS-A /org/service-profile
# set src-templ-name
profile-name

ステップ 3   

ビスプロファイルテンプレートからのすべての設定が、

サービスプロファイルインスタンスに適用されます。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/service-profile
# commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ServProf34という名前のサービスプロファイルインスタンスを作成し、ServTemp2と
いう名前のサービスプロファイルテンプレートを適用し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServProf34 instance
UCS-A /org/service-profile* # set src-templ-name ServTemp2
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業

サーバ、ラックサーバ、またはサーバプールにサービスプロファイルを関連付けます。

サービスプロファイルテンプレートからのサービスプロファイルの

バインド解除

サービスプロファイルテンプレートからサービスプロファイルをアンバインドするには、空の

値（スペースなしの引用符）にサービスプロファイルをバインドします。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルテンプレートから、

サービスプロファイルをアンバインドします。

UCS-A /org/service-profile # set
src-templ-name ""

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServiceProf1という名前のサービスプロファイルをアンバインドし、トランザクションを
コミットする例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile ServiceProf1
UCS-A /org/service-profile # set src-templ-name ""
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ハードウェアベースのサービスプロファイルの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルインスタンスを作

成し、組織サービスプロファイルモードを開始し

ます。

UCS-A /org # create
service-profile
profile-nameinstance

ステップ 2   

このサービスプロファイルを特定する一意の

profile-nameを入力します。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。
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目的コマンドまたはアクション

この名前は、同じ組織内のすべてのサービスプロ

ファイルおよびサービスプロファイルテンプレー

トで一意であることが必要です。

指定された BIOSポリシーをサービスプロファイ
ルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
bios-policy policy-name

ステップ 3   

指定されたブートポリシーをサービスプロファイ

ルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
boot-policy policy-name

ステップ 4   

（任意）

サービスプロファイルに説明を記入します。

UCS-A /org/service-profile # set
descr description

ステップ 5   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示

されません。

（注）

指定されたダイナミックvNIC接続ポリシーをサー
ビスプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
dynamic-vnic-conn-policy
policy-name

ステップ 6   

管理 IPアドレスをサービスプロファイルに割り当
てる方法を指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
ext-mgmt-ip-state {none | pooled
| static}

ステップ 7   

次のオプションを使用して管理 IPアドレスポリ
シーを設定できます。

• [None]：サービスプロファイルには IPアドレ
スが割り当てられません。

• [Pooled]：サービスプロファイルには、管理
IPプールから IPアドレスが割り当てられま
す。

• [Static]：サービスプロファイルには、設定さ
れたスタティック IPアドレスが割り当てられ
ます。

指定されたホスト転送ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
host-fw-policy ipmi-user-name

ステップ 8   

サーバが UUIDまたはWWNNを取得する方法を
指定します。次のいずれかを実行できます。

UCS-A /org/service-profile # set
identity {dynamic-uuid {uuid |
derived} |dynamic-wwnn {wwnn

ステップ 9   

•一意の UUIDを
nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn形式で作成
する。

| derived} | uuid-pool pool-name
| wwnn-pool pool-name}
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目的コマンドまたはアクション

•製造時にハードウェアに焼き付けられたUUID
を取得する。

• UUIDプールを使用する。

•固有のWWNNを hh : hh : hh : hh : hh : hh : hh
: hhの形式で作成します。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWNNを取得する。

• WWNNプールを使用する。

指定された IPMIアクセスプロファイルをサービ
スプロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
ipmi-access-profile profile-name

ステップ 10   

指定されたローカルディスクポリシーをサービス

プロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
local-disk-policy policy-name

ステップ 11   

指定されたメンテナンスポリシーをサービスプロ

ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
maint-policy policy-name

ステップ 12   

指定された管理転送ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
mgmt-fw-policy policy-name

ステップ 13   

指定された電源管理ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
power-control-policy
policy-name

ステップ 14   

指定されたスクラブポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
scrub-policy policy-name

ステップ 15   

指定した Serial over LANポリシーをサービスプロ
ファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
sol-policy policy-name

ステップ 16   

指定された統計情報ポリシーをサービスプロファ

イルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
stats-policy policy-name

ステップ 17   

サービスプロファイルに関連付けられたユーザラ

ベルを指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
user-label label-name

ステップ 18   

指定されたvConに選択プリファレンスを指定しま
す。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon {1 | 2} selection {all |
assigned-only | exclude-dynamic
| exclude-unassigned}

ステップ 19   

指定された vNIC/vHBA配置ポリシーをサーバプ
ロファイルに関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
vcon-policy policy-name

ステップ 20   
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目的コマンドまたはアクション

サービスプロファイルに vNIC/vHBA配
置プロファイルを割り当てるか、または

サービスプロファイルに vCon選択プリ
ファレンスを設定することができます

が、両方を実行する必要はありません。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 21   

次の例は、サービスプロファイルインスタンスを作成してトランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServInst90 instance
UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy biospol1
UCS-A /org/service-profile* # set boot-policy bootpol32
UCS-A /org/service-profile* # set descr "This is a service profile example."
UCS-A /org/service-profile* # set ext-mgmt-ip-state pooled
UCS-A /org/service-profile* # set host-fw-policy ipmi-user987
UCS-A /org/service-profile* # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # set ipmi-access-profile ipmiProf16
UCS-A /org/service-profile* # set local-disk-policy localdiskpol33
UCS-A /org/service-profile* # set maint-policy maintpol4
UCS-A /org/service-profile* # set mgmt-fw-policy mgmtfwpol75
UCS-A /org/service-profile* # set power-control-policy powcontrpol13
UCS-A /org/service-profile* # set scrub-policy scrubpol55
UCS-A /org/service-profile* # set sol-policy solpol2
UCS-A /org/service-profile* # set stats-policy statspol4
UCS-A /org/service-profile* # set user-label mylabel
UCS-A /org/service-profile* # vcon-policy myvconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業

•（任意）サービスプロファイルのブート定義を設定します。サービスプロファイルにブー
トポリシーが関連付けられていない場合に限り、このオプションを使用します。

•ブレードサーバ、サーバプール、ラックサーバとサービスプロファイルを関連付けます。

サービスプロファイルの vNIC の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/をorg-nameとして入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したサービスプロファイルで組織サービスプロ

ファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定したサービスプロファイルの vNICを作成し、
組織サービスプロファイルの vNICモードを開始し
ます。

UCS-A /org/service-profile #
create vnic vnic-name [eth-if
eth-if-name] [fabric {a | b}]

ステップ 3   

vNICに使用するアダプタポリシーを指定します。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set adapter-policy
policy-name

ステップ 4   

vNICに使用するファブリックを指定します。vNICテ
ンプレートを作成するときにステップ3でファブリッ

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set fabric {a | a-b | b | b-a}

ステップ 5   

クを指定しなかった場合、このコマンドで指定する

オプションがあります。

デフォルトのファブリックインターコネクトが使用

できない場合にこの vNICが第 2のファブリックイ
ンターコネクトにアクセスできるようにする場合、

a-b（Aがプライマリ）または、b-a（Bがプライマ
リ）を選択します。

次の状況下では、vNICのファブリック
フェールオーバーをイネーブルにしないで

ください。

（注）

• Cisco UCSドメインがイーサネットス
イッチモードで動作している場合、そ

のモードでは vNICファブリック
フェールオーバーがサポートされませ

ん。1つのファブリックインターコネ
クト上のすべてのイーサネットアップ

リンクが障害になった場合、vNICは他
のイーサネットアップリンクにフェー

ルオーバーしません。

•ファブリックフェールオーバーをサ
ポートしないアダプタ（Cisco UCS
82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter
など）があるサーバにこの vNICを関
連付ける予定がある場合。これを行っ

た場合、Cisco UCS Managerにより、
サービスプロファイルとサーバを関連

付けたときに設定エラーが生成されま

す。
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目的コマンドまたはアクション

vNICの ID（MACアドレス）を指定します。次のい
ずれかのオプションを使用して識別を設定できます。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set identity {dynamic-mac
{mac-addr | derived} |
mac-pool mac-pool-name}

ステップ 6   

•固有のMACアドレスを nn : nn : nn : nn : nn : nn
の形式で作成します。

•製造時にハードウェアに焼き付けられたMAC
アドレスを取得する。

• MACプールからMACアドレスを割り当てる。

このvNICで受け入れられる最大伝送単位、つまりパ
ケットサイズ。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set mtu size-num

ステップ 7   

1500～ 9216の範囲の整数を入力します。

vNICに対応するQoSポリシーがある場合、
ここで指定したMTUは、関連付けられた
QoSシステムクラスで指定されたMTUと
同等以下でなければなりません。このMTU
値がQoSシステムクラスのMTU値を超え
ている場合、データ転送中にパケットがド

ロップされる可能性があります。

（注）

vNICによって使用されるネットワーク制御ポリシー。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set nw-control-policy
policy-name

ステップ 8   

vNICに相対順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set order {order-num |
unspecified}

ステップ 9   

vNICによって使用される LANピングループ。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set pin-group group-name

ステップ 10   

vNICによって使用されるサービスポリシーの品質。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set qos-policy policy-name

ステップ 11   

vNICによって使用される統計情報収集ポリシー。UCS-A /org/service-profile/vnic
# set stats-policy policy-name

ステップ 12   

ダイナミック vNIC接続ポリシーを vNICに使用する
ように指定します。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set template-name
policy-name

ステップ 13   

指定された vConに vNICを割り当てます。CiscoUCS
Managerが自動で vNICを割り当てるようにするに
は、anyキーワードを使用します。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}

ステップ 14   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/service-profile/vnic
# commit-buffer

ステップ 15   

次の例は、サービスプロファイルの vNICを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create vnic vnic3 fabric a
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set fabric a-b
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set identity mac-pool MacPool3
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set mtu 8900
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set order 0
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set pin-group EthPinGroup12
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set template-name VnicConnPol3
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set set vcon any
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

サービスプロファイルでの vNIC ペアの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組

織モードを開始するには、org-nameとして「org」
を入力します。

UCS-A /org # scope org-name.ステップ 1   

vNICペアを作成するサービスプロファイルの名前
を入力します。

UCS-A /org # scope
service-profile service profile
name.

ステップ 2   

冗長ペアを作成するvNICに名前を割り当てます。UCS-A /org # scope
service-profile create vnic eth0.

ステップ 3   

サービスプロファイルレベルで vNICペアを作成
するため、セカンダリvNICテンプレートにリンク

UCS-A /org/service-profile/vnic*
# set
template-namevNIC-primary .

ステップ 4   

できるプライマリvNICテンプレートを使用するよ
うに指定します。

vNICペアを作成するために使用するプライマリ
vNICテンプレートを終了します。

UCS-A /org/service-profile/vnic*
#exit

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

vNIC eth0にリンクするのに、ピア vNIC
を作成できるようになりました。vNIC
ペアを作成するため、vNIC eth0を vNIC
eth1にリンクした後、トランザクション
のコミットを確認します。

（注）

vNICeth0にリンクするペアを作成するために、ピ
ア vNICを作成する vNICに名前を割り当てます。

UCS-A /org/service-profile #
create vnic eth1.

ステップ 6   

サービスプロファイルレベルで使用できる vNIC
ペアを作成するため、セカンダリvNICテンプレー

UCS-A /org/service-profile/vnic*
set template-name vNIC
secondary.

ステップ 7   

トをピアテンプレートとしてプライマリ vNICテ
ンプレートに使用するように指定します。

vNICペアを作成するために使用するセカンダリ
vNICテンプレートを終了します。

UCS-A /org/service-profile/vnic*
#exit

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 9   

次に、サービスプロファイルから vNIC冗長ペアを作成し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile test-sp
UCS-A /org/service-profile # create vNIC eth0
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set template-name vNIC-primary
UCS-A /org/service-profile/vnic* # exit
UCS-A /org/service-profile* # create vNIC eth1
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set template-name vNIC-secondary
UCS-A /org/service-profile/vnic* # exit
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルの vHBA の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したサービスで組織サービスプロファイ

ルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

指定したサービスプロファイル用の vHBAを
作成し、組織サービスプロファイルの vHBA
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # create
vhba vhba-name [fabric {a | b}]
[fc-if fc-if-name]

ステップ 3   

vHBAに対し使用するアダプタポリシーを指定
します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set adapter-policy policy-name

ステップ 4   

vHBAを 1つまたはすべての仮想ネットワーク
インターフェイス接続に割り当てます。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set admin-vcon {1 | 2 | any}

ステップ 5   

vHBAのWWPNを指定します。UCS-A /org/service-profile/vhba #
set identity {dynamic-wwpn {wwpn

ステップ 6   

次のいずれかのオプションを使用してストレー

ジ IDを設定できます。
| derived} | wwpn-pool
wwn-pool-name}

•一意のWWPNを hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh
形式で作成します。

WWPNは、20:00:00:00:00:00:00:00～
20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFまたは
50:00:00:00:00:00:00:00～
5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内で指定
できます。

WWPNに Cisco MDSファイバチャネル
スイッチと互換性を持たせる場合は、

WWPNテンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使用します。

•製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWPNからWWPN取得する。

• WWNプールからWWPNを割り当てる。

vHBAがサポートするファイバチャネルフレー
ムペイロードの最大サイズ（バイト数）を指

定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set max-field-size size-num

ステップ 7   

vHBAの PCIスキャン順序を指定します。UCS-A /org/service-profile/vhba #
set order {order-num | unspecified}

ステップ 8   

ファイバチャネルターゲットに対する永続的

なバインディングをディセーブルまたはイネー

ブルにします。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set pers-bind {disabled | enabled}

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

vHBAに使用する SANピングループを指定し
ます。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set pin-group group-name

ステップ 10   

vHBAに対し使用するQoSポリシーを指定しま
す。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set qos-policy policy-name

ステップ 11   

vHBAに使用する統計情報しきい値ポリシーを
指定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set stats-policy policy-name

ステップ 12   

vHBAに使用する vHBAテンプレートを指定し
ます。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set template-name policy-name

ステップ 13   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
commit-buffer

ステップ 14   

次に、サービスプロファイル用の vHBAを設定し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create vhba vhba3 fabric b
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set admin-vcon any
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set identity wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set order 0
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set pers-bind enabled
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set template-name SanConnPol3
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #

サービスプロファイルでの vHBA ペアの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/をorg-nameとして入力し
ます。

UCS-A/ org # scope org
org-name.

ステップ 1   

vHBAペアを作成するサービスプロファイルの名
前を入力します。

UCS-A/ org # scope
service-profile service profile
name.

ステップ 2   

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
718

サービスプロファイル

サービスプロファイルでの vHBA ペアの作成



目的コマンドまたはアクション

冗長ペアを作成するvHBAに名前を割り当てます。UCS-A/ org # service-profile
create vhba fc0.

ステップ 3   

サービスプロファイルレベルで vHBAペアを作成
するため、セカンダリ vHBAテンプレートにリン

UCS-A /org/service-profile # set
template-name vhba primary
.

ステップ 4   

クできるプライマリ vHBAテンプレートを使用す
るように指定します。

vHBAペアを作成するために使用するプライマリ
vHBAテンプレートを終了します。

UCS-A /org/service-profile #
exit

ステップ 5   

vHBA fc0にリンクするのに、ピア vHBA
を作成できるようになりました。vHBA
ペアを作成するため、vHBA fc0を vHBA
fc1にリンクした後、トランザクションの
コミットを確認します。

（注）

vHBA fc0にリンクするペアを作成するために、ピ
アvHBAを作成するvHBAに名前を割り当てます。

UCS-A /org/service-profile #
create vhba fc1.

ステップ 6   

サービスプロファイルレベルで使用できる vHBA
ペアを作成するため、セカンダリvHBAテンプレー

UCS-A/ org # service-profile set
template-name vhba secondary.

ステップ 7   

トをピアテンプレートとしてプライマリ vHBAテ
ンプレートに使用するように指定します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/ # org service
profilecommit-buffer

ステップ 8   

次に、サービスプロファイルから vHBA冗長ペアを作成し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A/ # scope org
UCS-A /org # scope service-profile test-sp
UCS-A /org/service-profile # create vhba fc0
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set template-name vhba-primary
UCS-A /org/service-profile/vhba* # exit
UCS-A /org/service-profile* # create vhba fc1
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set template-name vhba-secondary
UCS-A /org/service-profile/vhba* # exit
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #
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サービスプロファイルのローカルディスクの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織

サービスプロファイルモードを開始し

ます。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルのローカルディ

スク設定を作成し、組織サービスプロ

UCS-A /org/service-profile # create
local-disk-config

ステップ 3   

ファイルのローカルディスクコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

（任意）

ローカルディスク設定に説明を記入し

ます。

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config
# set descr description

ステップ 4   

ローカルディスクのモードを指定しま

す。

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config
# set mode {any-configuration |
no-local-storage | no-raid | raid-0-striped |

ステップ 5   

raid-1-mirrored | raid-5-striped-parity |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-10-mirrored-and-striped}

ローカルディスクのパーティションを

作成し、組織サービスプロファイルの

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config
# create partition

ステップ 6   

ローカルディスク設定パーティション

モードを開始します。

（任意）

パーティションの説明を記します。

UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition
# set descr description

ステップ 7   

パーティションのサイズをMB単位で
指定します。

UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition
# set size {size-num | unspecified}

ステップ 8   

パーティションタイプを指定します。UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition

ステップ 9   

# set type {ext2 | ext3 | fat32 | none | ntfs |
swap}
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/service-profile/local-disk-config/partition
# commit-buffer

ステップ 10   

次の例は、サービスプロファイルのローカルディスクを設定し、トランザクションをコミットし

ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile # create local-disk-config
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # set mode raid-1-mirrored
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # create partition
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set size 1000000
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set type ntfs
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition #

サービスプロファイルの Serial over LAN の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファ

イルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルの Serial over LAN設
定を作成し、組織サービスプロファイルの

UCS-A /org/service-profile # create
sol-config

ステップ 3   

SoLコンフィギュレーションモードを開始
します。

サービスプロファイルの Serial over LAN設
定をイネーブルまたはディセーブルにしま

す。

UCS-A /org/service-profile/sol-config
# {disable | enable}

ステップ 4   

（任意）

Serial over LAN設定に説明を加えます。
UCS-A /org/service-profile/sol-config
# set descr description

ステップ 5   

シリアルボーレートを指定します。UCS-A /org/service-profile/sol-config
# set speed {115200 | 19200 | 38400 |
57600 | 9600}

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile/sol-config
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに Serial over LANを設定し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create sol-config
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # enable
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # set descr "Sets serial over LAN to 9600 baud."
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # set speed 9600
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/sol-config #

サービスプロファイルブート定義設定

サービスプロファイルのブート定義の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファイ

ルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルのブート定義を作成し、

組織サービスプロファイルのブート定義モー

ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # create
boot-definition

ステップ 3   

（任意）

ブート定義の説明を記入します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition
# set descr description

ステップ 4   

（任意） ブート順に変更を加えた後に、この

ブート定義を使用するすべてのサーバを自動的

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition
# set reboot-on-update {no | yes}

ステップ 5   

にリブートするかどうかを指定します。デフォ

ルトでは、reboot on updateオプションはディ
セーブルです。
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、サービスプロファイルのブート定義を設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # set descr "This boot definition reboots on
update."
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # set reboot-on-update yes
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition #

次の作業

次の 1つ以上のオプションをブート定義に設定し、ブート順序を設定します。

• LAN Boot：中央集中型プロビジョニングサーバからブートします。これは、このサーバか
ら、別のサーバ上にオペレーティングシステムをインストールするためによく使用されま

す。

LAN Bootオプションを選択した場合は、サービスプロファイルブート定義の LANブート
の設定, （724ページ）に進みます。

• Storage Boot：Storage Area Network（SAN）上のオペレーティングシステムイメージから
ブートします。プライマリおよびセカンダリ SANブートを指定できます。プライマリブー
トが失敗した場合、サーバはセカンダリからのブートを試行します。

システムに最高のサービスプロファイルモビリティを提供する SANブートの使用を推奨し
ます。SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファイルを移
動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティングシステムイメージからブー

トします。したがって、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認

識されます。

Storage Bootオプションを選択した場合は、サービスプロファイルブート定義のストレージ
ブートの設定, （725ページ）に進みます。

• VirtualMedia Boot：サーバへの物理 CDの挿入を模倣します。これは通常、サーバ上にオペ
レーティングシステムを手動でインストールする場合に使用されます。

Virtual Media Bootオプションを選択した場合は、サービスプロファイルブート定義の仮想
メディアブートの設定, （727ページ）に進みます。
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サービスプロファイルブート定義の LAN ブートの設定

はじめる前に

サービスプロファイルのブート定義を設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織

サービスプロファイルモードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

組織サービスプロファイルのブート定義

モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
boot-definition

ステップ 3   

サービスプロファイルのブート定義に

LANブートを作成し、サービスプロファ
UCS-A /org/service-profile/boot-definition
# create lan

ステップ 4   

イルのブート定義LANモードを開始しま
す。

LANブートのブート順序を指定します。UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 5   

プライマリまたはセカンダリLANブート
パスを作成し、サービスプロファイルの

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan #
create path {primary | secondary}

ステップ 6   

ブート定義 LANパスモードを開始しま
す。

LANイメージパスに使用する vNICを指
定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan/path
# set vnic vnic-name

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan/path
# commit-buffer

ステップ 8   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに入り、サービスプロファイルのブー
ト定義に LANブートを作成し、ブート順序を 2に設定し、プライマリパスを作成し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
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UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create lan
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan* # set order 2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path* # set vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path #

サービスプロファイルブート定義のストレージブートの設定

はじめる前に

サービスプロファイルのブート定義を設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始

します。ルート組織モードを開始

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
するには、org-nameに /を入力し
ます。

指定したサービスで組織サービス

プロファイルモードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   

組織サービスプロファイルの

ブート定義モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope boot-definitionステッ

プ 3   

サービスプロファイルのブート

定義にストレージブートを作成

UCS-A /org/service-profile/boot-definition # create storageステッ

プ 4   
し、サービスプロファイルの

ブート定義ストレージモードを

開始します。

ストレージブートのブート順序

を指定します。

UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステッ

プ 5   

ローカルストレージブートまた

は SANイメージブートを作成し
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage # create
{local | san-image {primary | secondary}}

ステッ

プ 6   
ます。SANイメージブートが作
成されると、サービスプロファ

イルのブート定義ストレージ

SANイメージモードを開始しま
す。

プライマリまたはセカンダリ

SANイメージパスを作成し、
UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image #
create path {primary | secondary}

ステッ

プ 7   
サービスプロファイルのブート
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目的コマンドまたはアクション

定義ストレージ SANイメージパ
スモードを開始します。

Cisco UCS、M3サーバ、または
M4サーバ上で拡張ブート順序を
使用する場合、定義されたブート

順序が使用されます。標準ブート

モードでは、「プライマリ」、

「セカンダリ」という用語が使用

されている場合これはブート順序

を示すものではありません。同じ

デバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャ
ン順序により決定されます。

SANイメージパスに使用される
LUNを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# set lun lun-num

ステッ

プ 8   

SANイメージパスに使用される
vHBAを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# set vhba vhba-name

ステッ

プ 9   

SANイメージパスに使用される
WWNを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# set wwn wwn-num

ステッ

プ 10   

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path
# commit-buffer

ステッ

プ 11   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに入り、サービスプロファイルのブー
ト定義にストレージブートを作成し、ブート順序を 2に設定し、プライマリパスを作成し、トラ
ンザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create san-image primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # set order 2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set lun 27512
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set wwn
20:00:00:00:20:00:00:23
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path #
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サービスプロファイルブート定義の仮想メディアブートの設定

はじめる前に

サービスプロファイルのブート定義を設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードを開始するに

は、org-nameに /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロ

ファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステップ 2   

組織サービスプロファイルのブート定

義モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
boot-definition

ステップ 3   

サービスプロファイルブート定義に

読み取り専用または読み取りと書き込

UCS-A /org/service-profile/boot-definition #
create virtual-media {read-only | read-write}

ステップ 4   

みの仮想メディアブートを作成し、

サービスプロファイルのブート定義仮

想メディアモードを開始します。

仮想メディアブートのブート順序を指

定します。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/virtual-media
# set order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/virtual-media
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、ServInst90という名前のサービスプロファイルに入り、サービスプロファイルのブー
ト定義に読み取り専用権限で仮想メディアブートを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create virtual-media read-only
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media #
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サービスプロファイルのブート定義の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファ

イルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルのブート定義を削除

します。

UCS-A /org/service-profile # delete
boot-definition

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、サービスプロファイルのブート定義を削除し、トランザクションをコミットする例を示し

ます。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # delete boot-definition
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルのファイバチャネルゾーン分割

の設定

既存のストレージ接続ポリシーでの vHBA イニシエータグループの設
定

この手順では、既存のグローバルファイバチャネルストレージ接続ポリシーを使用すると想定

されています。このサービスプロファイルに対してのみストレージ接続ポリシー定義を作成する

場合は、ローカルストレージ接続ポリシー定義を持つvHBAイニシエータグループの設定,（729
ページ）を参照してください。

すべてのサービスプロファイルで使用できるグローバルファイバチャネルストレージ接続ポリ

シーを作成する方法については、ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの作成, （443ペー
ジ）を参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

ファイバチャネルゾーン分割の指定イニシエー

タグループを作成し、サービスプロファイル

のイニシエータグループモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile # create
initiator-group group-name

ステップ 3   

イニシエータグループの指定vHBAイニシエー
タを作成します。

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group #
create initiator vhba-name

ステップ 4   

必要に応じて、この手順を繰り返しグループに

2番めの vHBAを追加します。

サービスプロファイルに指定されたストレー

ジ接続ポリシーを関連付けます。

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group #
set storage-connection-policy
policy-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、ServInst90という名前のサービスプロファイルに対し 2つの vHBAイニシエータを
持つ initGroupZone1という名前の vHBAイニシエータグループを設定し、既存のファイバチャネ
ルストレージ接続ポリシーを保持し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create initiator-group initGroupZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # set storage-connection-policy scpolicyZone1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ローカルストレージ接続ポリシー定義を持つ vHBA イニシエータグ
ループの設定

この手順では、サービスプロファイルにローカルファイバチャネルストレージ接続ポリシーを

作成すると想定しています。既存のストレージ接続ポリシーを使用する場合は、既存のストレー

ジ接続ポリシーでの vHBAイニシエータグループの設定, （728ページ）を参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織

モードを開始します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ルート組織モードを開

始するには、org-name
に /を入力します。

指定したサービスプロ

ファイルで組織サービ

UCS-A /org # scope service-profile profile-nameステッ

プ 2   
スプロファイルモード

を開始します。

ファイバチャネルゾー

ン分割の指定イニシ

UCS-A /org/service-profile # create initiator-group group-nameステッ

プ 3   
エータグループを作成

し、サービスプロファ

イルのイニシエータグ

ループモードを開始し

ます。

vHBAイニシエータグ
ループの指定 vHBAイ

UCS-A /org/service-profile/initiator-group # create initiator vhba-nameステッ

プ 4   
ニシエータを作成しま

す。

必要に応じて、この手

順を繰り返しグループ

に 2番めの vHBAを追
加します。

指定したストレージ接

続ポリシー定義を作成

UCS-A /org/service-profile/initiator-group # create
storage-connection-def policy-name

ステッ

プ 5   
し、ストレージ接続定

義モードを開始しま

す。

指定されたWWPNを
持つストレージター

UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def #
create storage-target wwpn

ステッ

プ 6   
ゲットエンドポイント

を作成し、ストレージ

ターゲットモードを開

始します。
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目的コマンドまたはアクション

ターゲットエンドポイ

ントとの通信に使用す

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-path {a | b}

ステッ

プ 7   
るファブリックイン

ターコネクトを指定し

ます。

ターゲットエンドポイ

ントとの通信に使用す

UCS-A
/org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target
# set target-vsan vsan

ステッ

プ 8   
る VSANを指定しま
す。

トランザクションをシ

ステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile/initiator-group # commit-bufferステッ

プ 9   

次の例では、ServInst90という名前のサービスプロファイルに対し 2つの vHBAイニシエータを
持つ initGroupZone1という名前の vHBAイニシエータグループを設定し、scPolicyZone1という名
前のローカルストレージ接続ポリシー定義を設定し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create initiator-group initGroupZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create storage-connection-def scPolicyZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def* # create storage-target

20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target* # set
target-path a
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target* # set
target-vsan default
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/initiator-group #

サービスプロファイルおよびサービスプロファイルテ

ンプレートの管理

ブレードサーバまたはサーバプールとのサービスプロファイルの関

連付け

作成時にサービスプロファイルとブレードサーバまたはサーバプールを関連付けなかった場合、

またはサービスプロファイルを関連付けるブレードサーバまたはサーバプールを変更する場合

には、次の手順を実行します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービス

プロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルを単一のサーバに関連付

けます。または、指定したサーバプールポリシー

UCS-A /org/service-profile #
associate {server chassis-id/ slot-id
| server-pool pool-name qualifier}
[restrict-migration]

ステップ 3   

資格情報を使用して、指定したサーバプールに

関連付けます。

オプションの restrict-migrationキーワードを追加
すると、サービスプロファイルは別のサーバに

移行されません。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルとシャーシ 1のスロット 4のサーバを関連
付け、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # associate server 1/4
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルとラックサーバの関連付け

作成時にサービスプロファイルをラックサーバを関連付けなかった場合、またはサービスプロ

ファイルを関連付けるラックサーバを変更する場合には、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したサービスプロファイルで組織サービス

プロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルと指定したラックサーバ

を関連付けます。

UCS-A /org/service-profile #
associate server serv-id
[restrict-migration]

ステップ 3   

オプションの restrict-migrationコマンドを追加す
ると、サービスプロファイルは別のサーバに移

行されません。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルとラックサーバ 1を関連付け、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # associate server 1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルとサーバまたはサーバプールの関連付け解除

この手順では、サービスプロファイルとブレードサーバ、ラックサーバ、またはサーバプール

の関連付け解除について説明します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルとサーバまたはサーバ

プールの関連付けを解除します。

UCS-A /org/service-profile #
disassociate

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   
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次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルとサーバの関連付けを解除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # disassociate
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルの名前の変更

サービスプロファイルの名前を変更すると、次のことが起こります。

•サービスプロファイルの以前の名前を参照するイベントログと監査ログは、その名前のま
ま保持されます。

•名前変更の操作を記録する、新しい監査データが作成されます。

•サービスプロファイルの以前の名前で生じたすべての障害データは、新しいサービスプロ
ファイル名に転送されます。

保留中の変更があるサービスプロファイルの名前は変更できません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

指定したサービスで組織サービスプロファイルモード

を開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

指定されたサービスプロファイルの名前を変更します。UCS-A /org/service-profile
# rename-to
new-profile-name

ステップ 3   

このコマンドを入力すると、CLIセッションのコミット
されていないすべての変更が失われることがあるという

警告がされます。続行するには確認のため yを入力しま
す。

この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できます。-
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊
文字とスペースは使用できません。この名前は、同じ組

織内のすべてのサービスプロファイルおよびサービス

プロファイルテンプレートで一意であることが必要で

す。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/service-profile/
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServInst90から ServZoned90にサービスプロファイル名を変更し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # rename-to ServZoned90
Rename is a standalone operation. You may lose any uncommitted changes in this CLI session.
Do you want to continue? (yes/no): y
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルに割り当てられた UUID の、サービスプロファ
イルテンプレートのプールからのリセット

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられている UUIDサフィックスプール
を変更しても、CiscoUCSManagerにより、そのテンプレートにより作成されたサービスプロファ
イルに割り当てられているUUIDは変更されません。Cisco UCSManagerを使用して、新しくサー
ビスプロファイルに割り当てられたプールから UUIDを割り当て、これを関連付けられたサーバ
に反映させるには、UUIDをリセットする必要があります。サービスプロファイルおよび関連付
けられたサーバに割り当てられている UUIDは、次の状況でのみリセットできます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
UUID接尾辞プールから割り当てられた UUIDがインクルードされている。

• UUID接尾辞プール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空
でない場合です。

• UUIDの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。

手順

目的コマンドまたはアクション

UUIDをリセットする組織でコマンドモードを開
始します。システムにマルチテナント機能が含ま

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

れていない場合、ルート組織モードに入るには、

「/」をorg-nameとして入力します。
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目的コマンドまたはアクション

関連付けられたサーバのUUIDを別のUUID接尾
辞プールにリセットする必要があるサービスプ

ロファイルを入力します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルがプールから UUIDを動
的に取得するように指定します。

UCS-A /org/service-profile # set
identity dynamic-uuid derived

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、サービスプロファイルの UUIDを別の UUID接尾辞プールにリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

vNIC に割り当てられた MAC アドレスの、サービスプロファイルテン
プレートのプールからのリセット

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられているMACプールを変更しても、
Cisco UCS Managerより、そのテンプレートにより作成されたサービスプロファイルに割り当て
られているMACアドレスは変更されません。Cisco UCSManagerを使用して、新しくサービスプ
ロファイルに割り当てられたプールからMACアドレスを割り当て、これを関連付けられたサー
バに反映させるには、MACアドレスをリセットする必要があります。サービスプロファイルお
よび関連付けられたサーバに割り当てられているMACアドレスは、次の状況でのみリセットで
きます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
MACプールからMACアドレスが割り当てられている。

• MACプール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でない
場合です。

• MACアドレスの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。

手順

目的コマンドまたはアクション

MACアドレスをリセットするサービスプロファ
イルを含む組織でコマンドモードを開始します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

システムにマルチテナント機能が含まれていない
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目的コマンドまたはアクション

場合、ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

関連するサーバのMACアドレスを別のMACア
ドレスにリセットする必要があるサービスプロ

ファイルでコマンドモードを開始します。

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

ステップ 2   

MACアドレスをリセットする vNICでコマンド
モードを開始します。

UCS-A /org/service-profile #
scope vnic vnic-name

ステップ 3   

vNICがプールからMACアドレスを動的に取得
するように指定します。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
set identity dynamic-mac derived

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、サービスプロファイルで vNICのMACアドレスをリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope vnic dynamic-prot-001
UCS-A /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

vHBA に割り当てられた WWPN の、サービスプロファイルテンプレー
トのプールからのリセット

更新中のサービスプロファイルテンプレートに割り当てられているWWPNプールを変更しても、
Cisco UCS Managerにより、そのテンプレートにより作成されたサービスプロファイルに割り当
てられているWWPNは変更されません。Cisco UCS Managerを使用して、新しくサービスプロ
ファイルに割り当てられたプールからWWPNを割り当て、これを関連付けられたサーバに反映さ
せるには、WWPNをリセットする必要があります。サービスプロファイルおよび関連付けられた
サーバに割り当てられているWWPNは、次の状況でのみリセットできます。

•サービスプロファイルが更新中のサービスプロファイルテンプレートから作成されていて、
WWPNプールからWWPNが割り当てられている。

• WWPNプール名がサービスプロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でな
い場合です。

• WWPNの値が 0でない（サーバハードウェアに由来しない）。
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手順

目的コマンドまたはアクション

WWPNをリセットするサービスプロファイル
を含む組織でコマンドモードを開始します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

システムにマルチテナント機能が含まれていな

い場合、ルート組織モードに入るには、「/」
をorg-nameとして入力します。

WWPNをリセットする vHBAのサービスプロ
ファイルを入力します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

WWPNをリセットする vHBAでコマンドモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
vhba vhba-name

ステップ 3   

vHBAがプールからWWPNを動的に取得する
ように指定します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set identity dynamic-wwpn
derived

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile/vhba #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、サービスプロファイルで vHBAのWWPNをリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn derived
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #
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第 32 章

ストレージプロファイルの設定

このパートの構成は、次のとおりです。

• ストレージプロファイル, 739 ページ

• ディスクグループおよびディスクグループ設定ポリシー, 740 ページ

• RAIDレベル, 742 ページ

• 自動ディスク選択, 743 ページ

• サポートされている LUNの変更, 744 ページ

• サポートされていない LUNの変更, 744 ページ

• ディスク挿入の処理, 745 ページ

• 仮想ドライブの命名, 747 ページ

• LUNの参照解除, 747 ページ

• コントローラの制限と制約事項, 748 ページ

• ストレージプロファイルの設定, 748 ページ

ストレージプロファイル
ストレージプロファイルを作成して使用することで、ストレージディスクの数、これらのディス

クのロールと用途、およびその他のストレージパラメータを柔軟に定義できます。ストレージプ

ロファイルには、1つ以上のサービスプロファイルのストレージ要件がカプセル化されます。ス
トレージプロファイルで設定された LUNは、ブート LUNまたはデータ LUNとして使用でき、
また特定のサーバ専用にすることができます。さらに、ローカル LUNをブートデバイスとして
指定することも可能です。ただし、LUNのサイズ変更はサポートされていません。ストレージプ
ロファイルを導入すると、次の利点があります。

•複数の仮想ドライブを設定し、仮想ドライブによって使用される物理ドライブを選択できま
す。仮想ドライブのストレージ容量も設定できます。
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•ディスクグループに含まれるディスクの数、タイプ、ロールを設定できます。

•ストレージプロファイルをサービスプロファイルに関連付けることができます。

ストレージプロファイルは、組織レベルでも、サービスプロファイルレベルでも作成できます。

サービスプロファイルには、専用ストレージプロファイルおよび組織レベルのストレージプロ

ファイルを関連付けることができます。

ディスクグループおよびディスクグループ設定ポリシー
ストレージに使用するディスクは、ユーザが選択して設定できます。これらの物理ディスクの論

理集合をディスクグループと言います。ディスクグループを使用すれば、ローカルディスクを

整理できます。ストレージコントローラがディスクグループの作成と設定を制御します。

ディスクグループ設定ポリシーはディスクグループの作成方法と設定方法を定義したものです。

このポリシーで、ディスクグループに使用する RAIDレベルを指定します。また、ディスクグ
ループのディスク、およびディスクのロールを手動で選択するか、自動で選択するかどうかも指

定します。1つのディスクグループポリシーを使用して、複数のディスクグループを管理できま
す。ただし、1つのディスクグループを複数のディスクグループポリシーで管理することはでき
ません。

ホットスペアとは、ディスクグループに含まれるディスクで障害が発生した場合にディスクグ

ループで使用できる、未使用の予備ディスクのことです。ホットスペアを使用できるのは、フォー

ルトトラレント RAIDレベルをサポートするディスクグループのみです。また、ディスクは、グ
ローバルホットスペアとして割り当てることができます。つまり、どのディスクグループでも

使用できます。

仮想ドライブ

1つのディスクグループは、複数の仮想ドライブにパーティション分割できます。その場合、オ
ペレーティングシステムには各仮想ドライブが個別の物理デバイスとして表されます。

ディスクグループのすべての仮想ドライブは、同じ 1つのディスクグループポリシーを使用し
て管理する必要があります。

設定状態

[Configuration States]には、仮想ドライブの設定状態が示されます。仮想ドライブの設定状態は次
のいずれかになります。

• [Applying]：仮想ドライブを作成中です。

• [Applied]：仮想ドライブの作成が完了したか、仮想ディスクポリシーの変更が設定されて正
常に適用されました。

• [Failed to apply]：基礎となるストレージサブシステムで発生したエラーにより、仮想ドライ
ブの作成、削除、または名前変更が失敗しました。

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
740

ストレージプロファイルの設定

ディスクグループおよびディスクグループ設定ポリシー



• [Orphaned]：この仮想ドライブを含むサービスプロファイルが削除されたか、サービスプロ
ファイルとストレージプロファイルとの関連付けが解除されています。

展開状態

[Deployment States]には、仮想ドライブで実行中のアクションが示されます。仮想ドライブの展開
状態は次のいずれかになります。

• [No action]：仮想ドライブに対して保留中の作業項目はありません。

• [Creating]：仮想ドライブを作成中です。

• [Deleting]：仮想ドライブを削除中です。

• [Modifying]：仮想ドライブを変更中です。

動作状態

[Operability States]には、仮想ドライブの動作状態が示されます。仮想ドライブの動作状態は次の
いずれかになります。

• [Optimal]：仮想ドライブの動作状態は正常です。設定されているすべてのドライブがオンラ
インです。

• [Degraded]：仮想ドライブの動作状態は最適ではありません。設定されたドライブのいずれ
かに障害が発生したか、オフラインの状態です。

• [Cache-degraded]：仮想ドライブは write backモードの書き込みポリシーを使用して作成され
ましたが、BBUに障害が発生したか、BBUがありません。

always write backモードを選択した場合は、この状態になりません。（注）

• [Partially degraded]：RAID6仮想ドライブの動作状態が最適ではありません。設定されたドラ
イブのいずれかに障害が発生したか、オフラインの状態です。RAID6は、最大2つのドライ
ブ障害を許容できます。

• [Offline]：仮想ドライブが、RAIDコントローラで使用できません。これは基本的に障害状態
です。

• [Unknown]：仮想ドライブの状態は不明です。

プレゼンスステータス

[Presence States]には、仮想ドライブコンポーネントのプレゼンスが示されます。仮想ドライブの
プレゼンスステータスは次のいずれになります。

• [Equipped]：仮想ドライブを利用できます。

• [Mismatched]：仮想ドライブの展開状態が、その仮想ドライブに設定されている状態と異な
ります。
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• [Missing]：仮想ドライブがありません。

RAID レベル
ディスクグループの RAIDレベルは、可用性、データの冗長性、および I/Oパフォーマンスの確
保を目的とした、ディスクグループでのデータの編成方法を表します。

RAIDにより、次の機能が提供されます。

•ストライピング：複数の物理デバイスでデータをセグメント化します。これにより、デバイ
スの同時アクセスが可能になり、スループットが向上するため、パフォーマンスが向上しま

す。

•ミラーリング：同じデータを複数のデバイスに書き込んで、データの冗長性を実現します。

•パリティ：デバイスで障害が発生した場合にエラーを修正できるよう、追加のデバイスに冗
長データを保管します。パリティによって完全な冗長性が実現されることはありませんが、

シナリオによってはエラーリカバリが可能になります。

•スパニング：複数のドライブが 1つの大きなドライブであるかのように機能できます。たと
えば、4台の 20 GBドライブを結合して、1台の 80 GBドライブのようにすることができま
す。

サポートされている RAIDレベルは次のとおりです。

• RAID0Striped：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スループット
を提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、すべての

データが失われます。

• RAID 1 Mirrored：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生した
場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの小さい方
の空き容量に等しくなります。

• RAID 5 Striped Parity：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各ディ
スクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が

格納されます。RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータ
スループットを提供します。

RAID5は、RAID-5グループに属する複数のディスクにパリティデータブロックを配分しま
す。RAID 5には、3台以上のディスクが必要です。

• RAID 6 Striped Dual Parity：アレイのすべてのディスクにデータをストライプ化し、2つのパ
リティデータセットを使用して、最大 2台の物理ディスクの障害に対する保護を提供しま
す。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

2つ目のパリティブロックが追加される点を除けば、RAID 6は RAID 5と同じです。RAID
6には 4台以上のディスクが必要です。

• RAID 10Mirrored and Striped：RAID 10はミラーリングされたディスクのペアを使用して完全
なデータ冗長性を提供し、ブロックレベルのストライピングによって高度なスループット
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レートを実現します。RAID 10は、パリティおよびブロックレベルのストライピングを使用
しないミラーリングを行います。RAID 10には 4台以上のディスクが必要です。

• RAID50Striped Parity and Striped：データが複数のストライプ化されたパリティディスクセッ
トにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク故障耐性を提供します。

• RAID 60 Striped Dual Parity and Striped：データが複数のストライプ化されたパリティディス
クセットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク故障耐性を提供します。

自動ディスク選択
ディスクグループ設定を指定して、そのディスクグループに含まれるローカルディスクを指定

しないと、Cisco UCS Managerはディスクグループ設定ポリシーで指定された基準に従って、使
用するディスクを決定します。この場合、CiscoUCSManagerは複数の方法でディスクを選択でき
ます。

一連のディスクのすべての修飾子が一致すると、それらのディスクはスロット番号に従って順番

に選択されます。通常のディスクおよび専用ホットスペアは、スロット番号が小さい順に選択さ

れます。

ディスク選択プロセスは次のとおりです。

1 新しい仮想ドライブの作成が必要なすべてのローカル LUNについて処理が繰り返されます。
繰り返し処理は、次の基準に、記載する順で従います。

a ディスクの種類

b 降順の最小ディスクサイズ

c 降順のスペース要件

d アルファベット順のディスクグループ修飾子名

e アルファベット順のローカル LUN名

2 最小ディスク数および最小ディスクサイズに応じて、通常のディスクを選択します。検索基準

を満たすディスクのうち、スロット番号が最も小さい順にディスクが選択されます。

ドライブタイプとして [Any]を指定すると、使用可能な最初のドライブが選択されます。最初
のドライブが選択されると、以降のドライブはそのドライブと互換性のあるタイプになりま

す。たとえば、最初のドライブが SATAである場合、後続のすべてのドライブも SATAとな
ります。

（注）

3 専用ホットスペアの選択方法も、通常のディスクを選択する場合と同じです。[Unconfigured
Good]状態のディスクのみが選択されます。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
743

ストレージプロファイルの設定

自動ディスク選択



4 プロビジョニング済みLUNに、展開済み仮想ドライブと同じディスクグループポリシーが設
定されている場合は、同じディスクグループへの新しい仮想ドライブの展開を試みます。そう

でない場合は、展開する新しいディスクの検索を試みます。

サポートされている LUN の変更
LUNが関連付けられたサーバにすでに展開されているとしても、LUN設定に対する一部の変更は
サポートされます。

次のタイプの変更を行うことができます。

•新しい仮想ドライブの作成。

•孤立した状態にある既存の仮想ドライブの削除。

•既存の仮想ドライブに対する、再構成を伴わない変更。次の変更は、データ損失やパフォー
マンスの低下を伴わずに既存の仮想ドライブに対して行うことができます。

•ポリシーの変更。たとえば、キャッシュ書き込みポリシーを変更するなどです。

•ブートパラメータの変更

LUNを削除すると、警告が表示されます。データ損失を回避するための措置を取ってください。

サポートされていない LUN の変更
既存のLUNに対する変更の中には、元の仮想ドライブを破棄して新しい仮想ドライブを作成しな
ければ適用できない変更があります。その場合、すべてのデータが失われるため、そのような変

更はサポートされていません。

再構成を伴う既存の仮想ドライブに対する変更はサポートされていません。サポートされていな

い、再構成を伴う変更は次のとおりです。

•再構成を通して可能となる、サポートされている任意の RAIDレベルの変更。たとえば、
RAID0から RAID1への変更です。

•再構成を通した仮想ドライブのサイズ増加。

•再構成を通したディスクの追加および削除。

破壊的変更もサポートされていません。サポートされていない破壊的変更は次のとおりです。

•再構成をサポートしないRAIDレベルの変更。たとえば、RAID5からRAID1への変更です。

•仮想ドライブのサイズ縮小。

•同じドライブグループに他の仮想ドライブが存在する状況における、再構成をサポートする
RAIDレベルの変更。
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•ディスクドライブに仮想ドライブを収容するだけのスペースが残っていない場合のディスク
の削除。

•仮想ドライブで使用しているディスクセットの明示的変更。

ディスク挿入の処理
次の一連のイベントが発生する場合があります。

1 LUNが、次のいずれかの方法で作成されます。

1 ユーザがローカルディスク参照を使用して、明示的にスロットを指定します。

2 ユーザが指定した基準に従って、システムがスロットを選択します。

2 LUNが正常に展開されます。つまり、そのスロットを使用する仮想ドライブが作成されます。

3 ディスクをスロットから取り外します（おそらくディスクで障害が発生したため）。

4 同じスロットに新しい有効なディスクを挿入します。

次のシナリオが可能です。

•非冗長仮想ドライブ, （745ページ）

•ホットスペアドライブが割り当てられていない冗長仮想ドライブ, （745ページ）

•ホットスペアドライブが割り当てられた冗長仮想ドライブ, （746ページ）

•ホットスペアドライブの交換, （746ページ）

•未使用スロットへの物理ドライブの挿入, （746ページ）

非冗長仮想ドライブ

非冗長仮想ドライブ（RAID0）は、物理ドライブが除去されると [Inoperable]状態になります。新
しい有効なドライブが挿入されると、新しい物理ドライブは [UnconfiguredGood]状態になります。

非冗長仮想ドライブの場合、仮想ドライブの回復手段はありません。仮想ドライブを削除してか

ら再作成する必要があります。

ホットスペアドライブが割り当てられていない冗長仮想ドライブ

冗長仮想ドライブ（RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60）にホットスペア
ドライブが割り当てられていないと、古い物理ドライブを取り除いたスロットに有効な物理ドラ

イブを挿入するまでは、仮想ドライブの不一致、仮想ドライブのメンバ欠如、ローカルディスク

の欠如といった障害状態になります。
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物理ドライブのサイズが古いドライブのサイズ以上である場合、ストレージコントローラは自動

的にその新しいドライブを仮想ドライブ用に使用します。新しいドライブは [Rebuilding]状態にな
ります。再ビルドが完了すると、仮想ドライブは [Online]状態に戻ります。

ホットスペアドライブが割り当てられた冗長仮想ドライブ

冗長仮想ドライブ（RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60）にホットスペア
ドライブが割り当てられている場合、ドライブで障害が発生したり、ドライブを取り除いたりす

ると、仮想ドライブが [Degraded]状態になった時点で、専用ホットスペアドライブ（使用可能な
場合）が [Rebuilding]状態になります。再ビルドが完了すると、そのドライブが [Online]状態にな
ります。

仮想ドライブが運用可能であっても、仮想ドライブは Cisco UCSMが期待する物理設定と一致し
ないため、ディスク欠如および仮想ドライブ不一致の障害が発生します。

ディスクが欠如しているスロットに新しいディスクを挿入すると、前のホットスペアディスクか

ら、新しく挿入されたディスクへの自動コピーバックが開始されます。コピーバックの後、ホッ

トスペアディスクが復元されます。復元された時点で、すべてのエラーがクリアされます。

自動コピーバックが開始されず、新しく挿入したディスクの状態が [Unconfigured Good]、[JBOD]
または [Foreign Configuration]のままになっている場合は、新しいディスクをスロットから取り除
き、前のホットスペアディスクをスロットに再挿入して、外部設定をインポートしてください。

これにより再ビルドプロセスが開始され、ドライブの状態が [Online]になります。その時点で、
新しいディスクをホットスペアスロットに挿入し、ホットスペアとしてマークして、CiscoUCSM
で使用可能な情報と完全に一致させます。

ホットスペアドライブの交換

ホットスペアドライブを交換すると、新しいホットスペアドライブは [Unconfigured Good]、
[Unconfigured Bad]、[JBOD]、または [Foreign Configuration]状態になります。

ホットスペアドライブの状態が Cisco UCSMで設定されている状態と異なることから、仮想ドラ
イブの不一致または仮想ドライブメンバの不一致による障害が発生します。

このエラーは、手動でクリアする必要があります。それには、次の操作を実行します。

1 新しく挿入されたドライブの状態を [Unconfigured Good]に戻します。

2 新しく挿入されたドライブを、CiscoUCSMが期待するホットスペアドライブとなるように設
定します。

未使用スロットへの物理ドライブの挿入

未使用のスロットに新しい物理ドライブを挿入した場合、そのドライブが [Unconfigured Good]状
態であっても、正常な物理ドライブが欠如している仮想ドライブがあると、ストレージコント

ローラも Cisco UCSMもその新しいドライブを利用しません。
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その場合、ドライブは [UnconfiguredGood]状態になるだけです。新しいドライブを利用するには、
新しく挿入されたドライブを参照するように LUNを変更するか、そのドライブを参照する LUN
を作成する必要があります。

仮想ドライブの命名
UCSMを使用して仮想ドライブを作成すると、UCSMがその仮想ドライブに固有 IDを割り当て
ます。以降の操作では、この IDを使用して確実に仮想ドライブを識別できます。UCSMでは、
サービスプロファイルを関連付ける時点で仮想ドライブに柔軟に名前を付けられるようにもなっ

ています。サービスプロファイルまたはサーバによって参照されていない仮想ドライブは、いず

れも孤立した仮想ドライブとしてマークされます。

固有 IDに加え、名前がドライブに割り当てられます。名前は、次の 2つの方法で割り当てられま
す。

•仮想ドライブを設定する際に、ストレージプロファイルで参照できる名前を、ユーザが明示
的に割り当てることができます。

•ユーザが仮想ドライブの名前をプロビジョニングしなかった場合、UCSMが仮想ドライブの
一意の名前を生成します。

サービスプロファイルまたはサーバによって参照されていない仮想ドライブの名前は変更するこ

とができます。

LUN の参照解除
LUNを使用するサービスプロファイルがなくなると、LUNの参照は解除されます。LUNの参照
解除は、次のシナリオの一環として行われる場合があります。

• LUNがストレージプロファイルから参照されなくなった。

•ストレージプロファイルがサービスプロファイルから参照されなくなった。

•サーバの関連付けがサービスプロファイルから解除された。

•サーバが稼働停止された。

LUNが参照されなくなっても、サーバがまだ関連付けられている場合は、再関連付けが行われま
す。

LUNが含まれていたサービスプロファイルが削除されると、LUNの状態は [Orphaned]に変更さ
れます。
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コントローラの制限と制約事項
• Cisco UCS C240、C220、C24、および C22サーバの場合、ストレージコントローラはサーバ
あたり 24台の仮想ドライブを制御できます。他のすべてのサーバの場合、ストレージコン
トローラはサーバあたり 16台の仮想ドライブを制御できます。

• Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)では、ブロックサイズが 4Kのドライブはブレードサー
バではサポートされませんが、ラックマウントサーバではサポートされます。ブロックサ

イズが4Kのドライブをブレードサーバに挿入した場合、検出に失敗し、「Unable to get
Scsi Device Information from the system」というエラーメッセージが表示され
ます。

ストレージプロファイルの設定

ディスクグループポリシーの設定

ディスクグループポリシーの設定は、自動または手動でディスクを選択することにより行いま

す。ディスクグループの設定には、次の操作が必要です。

1 RAIDレベルの設定, （748ページ）

2 ディスクグループ内のディスクの自動設定,（749ページ）またはディスクグループ内のディ
スクの手動設定, （752ページ）

3 仮想ドライブプロパティの設定, （753ページ）

RAID レベルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組

織モードを開始するには、/を org-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された名前でディスクグループ設定ポリシー

を作成して、ディスクグループ設定ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org# create
disk-group-config-policy
disk-group-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ディスクグループ設定ポリシーの RAIDレベルを
指定します。指定可能な RAIDレベルを以下に示
します。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy* #
set raid-level raid-level

ステップ 3   

• raid-0-striped

• raid-1-mirrored

• raid-10-mirrored-and-striped

• raid-5-striped-parity

• raid-6-striped-dual-parity

• raid-50-striped-parity-and-striped

• raid-60-striped-dual-parity-and-striped

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ディスクグループ設定ポリシーの RAIDレベルを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # set raid-level raid-5-striped-parity
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # commit-buffer

次の作業

ディスクグループ設定ポリシーの一部としてディスクを自動または手動で設定します。

ディスクグループ内のディスクの自動設定

UCSMにより、ディスクグループ内のディスクを自動的に選択し、設定することができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/をorg-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定されたディスクグループ名のディスク

グループ設定ポリシーモードを開始しま

す。

UCS-A /org# enter disk-group-config-policy
disk-group-name

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ディスクグループ認定モードを開始しま

す。このモードでは、UCSMが、自動的
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # enter
disk-group-qual

ステッ

プ 3   
に、指定されたディスクグループの一部と

してディスクを設定します。

ディスクグループのドライブタイプを指定

します。次のオプションを選択できます。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual*
# set drive-type drive-type

ステッ

プ 4   

• HDD

• SSD

•未指定

ドライブのタイプとして

Unspecifiedを指定した場合は、最
初の使用可能なドライブが選択さ

れます。このドライブが選択され

ると、以降のドライブのタイプは

これと互換性のあるものとなりま

す。たとえば、最初のドライブが

SSDの場合、以降のすべてのドラ
イブが SSDになります。

（注）

ディスクグループの最小ドライブサイズを

指定します。この基準を満たすディスク以

外は選択できません。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual*
# set min-drive-size drive-size

ステッ

プ 5   

最小ドライブサイズの範囲は0～10240GB
です。最小ドライブサイズを Unspecified
に設定することもできます。最小ドライブ

サイズをUnspecifiedに設定した場合は、す
べてのサイズのドライブが選択可能になり

ます。

ディスクグループの専用ホットスペアの数

を指定します。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual*
# set num-ded-hot-spares hot-spare-num

ステッ

プ 6   

専用ホットスペア数の範囲は0～24です。
専用ホットスペアの数を Unspecifiedに設
定することもできます。専用ホットスペア

の数をUnspecifiedに設定した場合は、ディ
スク選択プロセスに従ってホットスペアが

選択されます。

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
750

ストレージプロファイルの設定

ディスクグループポリシーの設定



目的コマンドまたはアクション

ディスクグループのドライブの数を指定し

ます。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual*
# set num-drives drive-num

ステッ

プ 7   

Cisco UCS C240、C220、C24、および C22
サーバの場合、ドライブの範囲は 0から 24
です。他のすべてのサーバの場合、1サー
バ当たりの制限は最大16ドライブです。ド
ライブの数をUnspecifiedに設定することも
できます。ドライブの数をUnspecifiedに設
定した場合は、ドライブの数がディスク選

択プロセスに従って選択されます。

ディスクグループのグローバルホットス

ペアの数を指定します。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual*
# set num-glob-hot-spares hot-spare-num

ステッ

プ 8   

グローバルホットスペアの数の範囲は 0～
24です。グローバルホットスペアの数を
Unspecifiedに設定することもできます。グ
ローバルホットスペアの数を Unspecified
に設定した場合は、ディスク選択プロセス

に従ってグローバルホットスペアが選択さ

れます。

ディスクグループポリシーの残りのディス

クが使用されるかどうかを指定します。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual*
# set use-remaining-disks {no | yes}

ステッ

プ 9   

このコマンドのデフォルト値は noです。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual*
# commit-buffer

ステッ

プ 10   

次に、ディスクグループ設定ポリシーに対してディスクを自動的に設定する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # enter disk-group-qual
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set drive-type hdd
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set min-drive-size 1000
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-ded-hot-spares 2
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-drives 7
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-glob-hot-spares 2
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set use-remaining-disks no
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # commit-buffer

次の作業

仮想ドライブを設定します。
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ディスクグループ内のディスクの手動設定

ディスクグループのディスクを手動で設定することができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入りま

す。ルート組織モードを開始するに

は、/を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定されたディスクグループ名のディ

スクグループ設定ポリシーモードを開

始します。

UCS-A /org# enter disk-group-config-policy
disk-group-name

ステッ

プ 2   

指定されたスロットのローカルディス

ク設定参照を作成して、ローカルディ

スク設定参照モードを開始します。

UCS-A /org/disk-group-config-policy* # create
local-disk-config-ref slot-num

ステッ

プ 3   

ディスクグループ内のローカルディス

クのロールを指定します。次のオプ

ションを選択できます。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref
*# set role role

ステッ

プ 4   

• ded-hot-spare：専用のホットスペ
ア

• Glob-hot-spare：グローバルホット
スペア

• normal

ディスクが属しているスパングループ

の IDを指定します。単一のスパング
UCS-A
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref
*# set span-id span-id

ステッ

プ 5   
ループに属している複数のディスク

は、大容量の単一ディスクとして扱う

ことができます。値の範囲は 0～ 8で
す。スパニング情報が必要ない場合

は、スパン IDを Unspecifiedとして設
定することもできます。

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref
*# commit-buffer

ステッ

プ 6   
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次に、ディスクグループ設定ポリシーに対してディスクを手動で設定する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # create local-disk-config-ref 1
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref *# set role ded-hot-spare
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref* # set span-id 1
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref *# commit-buffer

次の作業

仮想ドライブプロパティを設定します。

仮想ドライブプロパティの設定

1つのディスクグループ内のすべての仮想ドライブを単一のディスクグループポリシーを使用し
て管理する必要があります。

これらのプロパティをサポートしないサーバに関連付けようとすると、設定エラーが生成されま

す。

次のストレージコントローラだけがこれらのプロパティをサポートします。

• LSI 6G MegaRAID SAS 9266-8i

• LSI 6G MegaRAID SAS 9271-8i

• LSI 6G MegaRAID 9265-8i

• LSI MegaRAID SAS 2208 ROMB

• LSI MegaRAID SAS 9361-8i

LSI MegaRAID SAS 2208 ROMBコントローラの場合、これらのプロパティは、B420-M3ブレード
サーバだけでサポートされます。他のコントローラでは、これらのプロパティは複数のラック

サーバでサポートされます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入りま

す。ルート組織モードを開始するに

は、/を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたディスクグループ名のディ

スクグループ設定ポリシーモードを開

始します。

UCS-A /org# scope disk-group-config-policy
disk-group-name

ステップ 2   

仮想ドライブ定義を作成して、仮想ド

ライブ定義モードを開始します。

UCS-A /org/disk-group-config-policy* # create
virtual-drive-def

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

アクセスポリシーを指定します。次の

いずれかになります。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# set access-policy policy-type

ステップ 4   

• blocked

• platform-default

• read-only:

• read-write

ドライブキャッシュの状態を指定しま

す。次のいずれかになります。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# set drive-cache state

ステップ 5   

•イネーブル化

• disable

• no-change

• platform-default

I/Oポリシーを指定します。次のいずれ
かになります。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# set io-policy policy-type

ステップ 6   

• cached

• direct

• platform-default

読み取りポリシーを指定します。次の

いずれかになります。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# set read-policy policy-type

ステップ 7   

• normal

• platform-default

• read-ahead

ストリップサイズを指定します。次の

いずれかになります。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# set strip-size strip-size

ステップ 8   

• 64 KB

• 128 KB

• 256 KB

• 512 KB

• 1024 KB

• platform-default
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目的コマンドまたはアクション

書き込みキャッシュポリシーを指定し

ます。次のいずれかになります。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# set write-cache-policy policy-type

ステップ 9   

• always-write-back

• platform-default

• write-back-good-bbu

• write-through

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# commit-buffer

ステップ 10   

設定された仮想ドライブプロパティを

表示します。

UCS-A
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def*
# show

ステップ 11   

次に、仮想ディスクプロパティを設定する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope disk-group-config-policy raid0policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy # create virtual-drive-def
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set access-policy read-write
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set drive-cache enable
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set io-policy cached
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set read-policy normal
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set strip-size 1024
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set write-cache-policy write-through
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # commit-buffer
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def # show

Virtual Drive Def:
Strip Size (KB): 1024KB
Access Policy: Read Write
Read Policy: Normal
Configured Write Cache Policy: Write Through
IO Policy: Cached
Drive Cache: Enable

UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def #

次の作業

ストレージプロファイルの作成

ストレージプロファイルの作成

ストレージプロファイルは、組織レベルとサービスプロファイルレベルで作成できます。

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
755

ストレージプロファイルの設定

ストレージプロファイルの作成



手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/をorg-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された名前を持つストレージプロファ

イルを組織レベルで作成し、ストレージプ

ロファイル設定モードを開始します。

UCS-A /org # create storage-profile
storage-profile-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/storage-profile* #
commit-buffer

ステップ 3   

（任意）

指定されたサービスプロファイルを入力し

ます。

UCS-A /org* # enter service-profile
service-profile-name

ステップ 4   

（任意）

ストレージプロファイルをサービスプロ

ファイルレベルで作成します。

UCS-A /org/service-profile* # create
storage-profile-def

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/org/service-profile/storage-profile-def*
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、ストレージプロファイルを組織レベルで作成する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # create storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer

次に、ストレージプロファイルをサービスプロファイルレベルで作成する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org* # enter service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # create storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def* # commit-buffer

次の作業

ローカル LUNの作成

ストレージプロファイルの削除

組織レベルまたはサービスプロファイルレベルで作成されたストレージプロファイルを削除で

きます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

組織レベルで、指定された名前を持つストレー

ジプロファイルを削除します。

UCS-A /org # delete storage-profile
storage-profile-name

ステップ 2   

（任意）

指定されたサービスプロファイルを入力しま

す。

UCS-A /org # scope service-profile
service-profile-name

ステップ 3   

（任意）

サービスプロファイルレベルの専用ストレー

ジプロファイルを削除します。

UCS-A /org/service-profile # delete
storage-profile-def

ステップ 4   

次に、組織レベルのストレージプロファイルを削除する例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # delete storage-profile stor1

次に、サービスプロファイルレベルのストレージプロファイルを削除する例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # delete storage-profile-def

ストレージプロファイル PCH コントローラ定義の作成
ストレージプロファイル下の組織レベルまたはサービスプロファイルレベルで PCHコントロー
ラ定義を作成できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入り

ます。ルート組織モードを開始す

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
るには、/を org-nameとして入力
します。
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目的コマンドまたはアクション

このタスクでは、スト

レージプロファイルが

組織レベルにあること

を想定しています。ス

トレージプロファイル

がサービスプロファイ

ルレベルの場合に、

サービスプロファイル

下のストレージプロ

ファイル定義にスコー

プ設定する手順につい

ては、次の例を参照し

てください。

（注）

選択したストレージプロファイ

ルのストレージプロファイルコ

UCS-A /org # scope storage-profile storage-profile-nameステッ

プ 2   
ンフィギュレーションモードを

開始します。

PCHコントローラ定義を指定さ
れた名前で作成し、コントローラ

UCS-A /org/storage-profile # create controller-def
controller-definition-name

ステッ

プ 3   
定義コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

PCHコントローラコンフィギュ
レーションを作成し、コントロー

UCS-A /org/storage-profile/controller-def* # create
controller-mode-config

ステッ

プ 4   
ラモードコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

サーバは、サービスプロファイ

ルとの関連付けが解除されても、

UCS-A
/org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config*
# set protect-config {yes|no}

ステッ

プ 5   
PCHコントローラ内の設定を保
持するかどうかを指定します。

PCHコントローラのRAIDモード
を指定します。

UCS-A
/org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config*
# set raid-mode {any-configuration | no-local-storage |

ステッ

プ 6   

no-raid | raid-0-striped | raid-1-mirrored |
raid-5-striped-parity |
raid-50--striped-parity-and-striped |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-60-striped-dual-parity-and-striped |
raid-10-mirrored-and-striped}
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A
/org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config*
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

この例では、「storage-profile-A」という名前の組織レベルストレージプロファイルに、RAIDモー
ドが RAID 1に設定されミラーリングされている、「raid1-controller」と呼ばれる PCHコントロー
ラ定義を追加する方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope storage-profile storage-profile-A
UCS-A /org/storage-profile # create controller-def raid1-controller
UCS-A /org/storage-profile/controller-def* # create controller-mode-config
UCS-A /org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* # set protect-config yes
UCS-A /org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* # set raid-mode
raid-1-mirrored
UCS-A /org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* # commit buffer

この例では、「Service-Profile1」と呼ばれるサービスプロファイルにスコープし、ストレージプ
ロファイルを作成し、その後そのストレージプロファイル内で「Raid60Ctrlr」と呼ばれるPCHコ
ントローラ定義を作成する方法を示します。コントローラ定義の保護モードはオフになっており、

RAID 60ストライピングデュアルパリティとストライピングを使用します。
UCS-A /org/service-profile # scope org /
UCS-A /org # scope service-profile Service-Profile1
UCS-A /org/service-profile # create storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def* # create controller-def Raid60Ctrlr
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def* # create controller-mode-config
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def/controller-mode-config* # set
protect-config no
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def/controller-mode-config* # set
raid-mode raid-60-striped-dual-parity-and-striped
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def/controller-mode-config* #
commit-buffer

ストレージプロファイル PCH コントローラ定義の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織

モードを開始するには、/を org-nameとして入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

このタスクでは、ストレージプロファイ

ルが組織レベルにあることを想定していま

す。ストレージプロファイルがサービス

プロファイルレベルの場合に、サービス

プロファイル下のストレージプロファイ

ル定義にスコープ設定する手順について

は、次の例を参照してください。

（注）

選択したストレージプロファイルのストレージプロ

ファイルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

UCS-A /org # scope
storage-profile
storage-profile-name

ステップ 2   

PCHコントローラ定義を指定された名前で削除しま
す。

UCS-A /org/storage-profile #
delete controller-def
controller-definition-name

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/storage-profile* #
commit-buffer

ステップ 4   

この例では、「storage-profile-A」という名前の組織レベルストレージプロファイルから
「raid1-controller」と呼ばれる PCHコントローラ定義を削除する方法を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope storage-profile storage-profile-A
UCS-A /org/storage-profile # delete controller-def raid1-controller
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer

ローカル LUN の作成
ローカルLUNは、組織レベルのストレージプロファイル内に作成することも、サービスプロファ
イルレベルの専用ストレージプロファイル内に作成することもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたストレージプロファイルのスト

レージプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # enter storage-profile
storage-profile-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定された名前を持つローカルLUNを作成し
ます。

UCS-A /org/storage-profile* # create
local-lun lun-name

ステップ 3   

LUNを自動展開にするかどうかを指定しま
す。

UCS-A /org/storage-profile/local-lun*
# set auto-deploy {auto-deploy |
no-auto-deploy}

ステップ 4   

この LUNのディスクポリシー名を指定しま
す。

UCS-A /org/storage-profile/local-lun*
# set disk-policy-name
disk-policy-name

ステップ 5   

LUNを使用可能なすべてのディスクグループ
に展開するかどうかを指定します。

UCS-A /org/storage-profile/local-lun*
# set expand-to-avail {no | yes}

ステップ 6   

各サービスプロファイルでは、1つのLUNの
みをこのオプションを使用するように設定で

きます。

このLUNのサイズをGB単位で指定します。
有効なサイズの範囲は 1～ 10240 GBです。

UCS-A /org/storage-profile/local-lun*
# set size size

ステップ 7   

孤立した LUNを要求する際に LUN
サイズを指定する必要はありませ

ん。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/storage-profile/local-lun*
# commit-buffer

ステップ 8   

次に、組織レベルのストレージプロファイル内にローカル LUNを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile* # create local-lun lun2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set auto-deploy no-auto-deploy
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set disk-policy-name dpn2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set expand-to-avail yes
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # commit-buffer

次に、サービスプロファイルレベルの専用ストレージプロファイル内にローカル LUNを設定す
る例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def # create local-lun lun1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set auto-deploy no-auto-deploy
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set disk-policy-name dpn1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set expand-to-avail yes
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # commit-buffer
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次の作業

サービスプロファイルとストレージプロファイルの関連付け

ストレージプロファイル内のローカル LUN の削除
LUNを削除すると、サーバから仮想ドライブ参照が削除された後、対応する仮想ドライブが孤立
としてマークされます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルー

ト組織モードを開始するには、/を org-name
として入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたストレージプロファイルのスト

レージプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # enter storage-profile
storage-profile-name

ステップ 2   

（任意）

指定されたストレージプロファイル内のロー

カル LUNを表示します。

UCS-A /org/storage-profile* # show
local-lun

ステップ 3   

指定された LUNを削除します。UCS-A /org/storage-profile* # delete
local-lun lun-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/storage-profile* #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、ストレージプロファイル内の LUNを削除する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile # show local-lun

Local SCSI LUN:

LUN Name Size (GB) Order Disk Policy Name Auto Deploy

---------- ----------- ---------------- ---------------- -----------

luna 1 2 raid0 Auto Deploy

lunb 1 1 raid0 Auto Deploy

UCS-A /org/storage-profile # delete local-lun luna
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-profile* # show local-lun

Local SCSI LUN:

LUN Name Size (GB) Order Disk Policy Name Auto Deploy
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---------- ----------- ---------------- ---------------- -----------

lunb 1 1 raid0 Auto Deploy

ストレージプロファイルとサービスプロファイルの関連付け

組織レベルで作成されたストレージプロファイルは複数のサービスプロファイルから参照できる

ため、そのストレージプロファイルをサービスプロファイルと関連付けるためには、サービス

プロファイル内での名前参照が必要となります。

ストレージプロファイルは組織レベルで定義することも、サービスプロファイルで（専用ス

トレージプロファイルとして）定義することもできます。したがって、組織のストレージプ

ロファイルと専用ストレージプロファイルの両方がある場合、サービスプロファイルはその

両方から有効なローカル LUNを継承します。サービスプロファイルは、最大 2つのローカル
LUNを継承できます。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組

織モードを開始するには、/を org-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサービスプロファイルモードを開始

します。

UCS-A /org # scope
service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

指定されたストレージプロファイルとサービス

プロファイルを関連付けます。

UCS-A /org/service-profile # set
storage-profile-name
storage-profile-name

ステップ 3   

ストレージプロファイルからサービス

プロファイルの関連付けを解除するに

は、set storage-profile-nameコマンドを
使用し、ストレージプロファイル名と

して ""を指定します。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ストレージプロファイルとサービスプロファイルを関連付ける例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # set storage-profile-name stp2
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次に、ストレージプロファイルからサービスプロファイルの関連付けを解除する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # set storage-profile-name ""

サービスプロファイルに継承されたすべてのローカル LUN の詳細の表
示

ストレージプロファイルは、組織レベルで定義することも、サービスプロファイルの専用スト

レージプロファイルとして定義することもできます。したがって、組織のストレージプロファイ

ルと専用ストレージプロファイルの両方がある場合、サービスプロファイルはその両方から有効

なローカル LUNを継承します。サービスプロファイルは、最大 2つのローカル LUNを継承でき
ます。次のコマンドを使用することで、サービスプロファイルに継承されたすべてのローカル

LUNの詳細を表示できます。

手順

目的コマンドまたは

アクション

指定したサービスプロファイルに継承されたすべてのローカルLUNに関
する次の詳細情報が表示されます。

UCS-A
/org/service-profile
# show
local-lun-ref

ス

テッ

プ 1   • [Name]：ストレージプロファイルでの LUNの名前。

• [Admin State]：ローカル LUNが展開されるかどうかを指定します。
管理状態は、[Online]Onlineまたは [Undeployed]Undeployedのいずれ
かになります。

ローカル LUNがサービスプロファイルによって参照されている場
合、auto-deployステータスが no-auto-deployであれば、管理状態は
Undeployedになり、そうでない場合は、Onlineになります。ローカ
ルLUNがサービスプロファイルによって参照された後は、そのロー
カルLUNの自動展開のステータスが変更されたとしても、サービス
プロファイルに継承された LUNの管理状態には反映されません。

• [RAID Level]：使用されているディスクグループの RAIDレベルの
要約。

• [Provisioned Size (GB)]：ストレージプロファイルに指定されている
LUNのサイズ（GB単位）。

• [Assigned Size (MB)]：UCSMによって割り当てられたサイズ（MB
単位）。

• [Config State]：LUN設定の状態。状態は次のいずれかになります。
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目的コマンドまたは

アクション

[Applying]：管理状態は [Online]です。LUNはサーバに関連付
けられていて、仮想ドライブが作成されているところです。

•

• [Applyed]：管理状態は [Online]です。LUNはサーバに関連付け
られていて、仮想ドライブが作成されました。

• [Apply Failed]：管理状態は [Online]です。LUNはサーバに関連
付けられていますが、仮想ドライブの作成が失敗しました。

• [Not Applied]：LUNがサーバに関連付けられていないか、サー
バに関連付けられていても、管理状態が [Undeployed]になって
います。

• ReferenceLUN：事前プロビジョニングされた仮想ドライブ名または
UCSMが生成した仮想デバイス名。

• Deploy Name：展開後の仮想ドライブ名。

• ID：仮想ドライブ ID。

• Drive State：仮想ドライブの状態。以下の状態があります。

•不明（Unknown）

• Optimal

• Degraded

• Inoperable

• Partially Degraded

UCS-A /org/service-profile # show local-lun-ref

Local LUN Ref:

Profile LUN Name Admin State RAID Level Provisioned Size (GB) Assigned
Size (MB) Config State Referenced Lun Deploy Name ID Drive State

---------------- ----------- ---------------------- ----------------------
-------------------- ------------ -------------- ----------- ----------- -----------

luna Online RAID 0 Striped 1
1024 Applied luna-1 luna-1 1003 Optimal

lunb Online RAID 0 Striped 1
1024 Applied lunb-1 lunb-1 1004 Optimal

UCS-A /org/service-profile #
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Local LUN Ref:
Name Admin State RAID Level Provisioned Size (GB) Assigned

Size (MB) Config State Referenced Lun Deploy Name ID Drive State
---------------- ----------- ---------------------- ----------------------

-------------------- ------------ -------------- ----------- ----------- -----------
lun111 Online RAID 0 Striped 30 30720

Applied lun111-1 lun111-1 1001 Optimal
lun201 Online Unspecified 1 0

Not Applied

ブレードサーバの RAID コントローラの外部設定のインポート

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

RAIDコントローラモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas | sata}

ステップ 2   

Foreign Configuration状態にあるローカ
ルディスクからの設定のインポートを

可能にします。

UCS-A /chassis/server/raid-controller # set
admin-state import-foreign-configuration

ステップ 3   

次に、ForeignConfiguration状態にあるローカルディスクから外部設定をインポートする例を示し
ます。

UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # set admin-state import-foreign-configuration
UCS-A /chassis/server/raid-controller* #

ラックサーバの RAID コントローラの外部設定のインポート

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

UCS-A # scope server server-idステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

RAIDコントローラモードを開始しま
す。

UCS-A /server # scope raid-controller
raid-contr-id {sas | sata}

ステップ 2   

Foreign Configuration状態にあるローカ
ルディスクからの設定のインポートを

可能にします。

UCS-A /server/raid-controller # set
admin-state
import-foreign-configuration

ステップ 3   

次に、ForeignConfiguration状態にあるローカルディスクから外部設定をインポートする例を示し
ます。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # set admin-state import-foreign-configuration
UCS-A /server/raid-controller* #

ブレードサーバのローカルディスク操作の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始します。UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num |
dynamic-uuid]

ステッ

プ 1   

RAIDコントローラモードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas |
sata}

ステッ

プ 2   

ローカルディスク設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server/raid-controller #
scope local-disk local-disk-id

ステッ

プ 3   

ローカルディスクを次の状態のいずれかに設定

します。

UCS-A
/chassis/server/raid-controller/local-disk
# set admin-state

ステッ

プ 4   

• clear-foreign-configuration：新しい設定に導
入された時点でローカルディスク内に存在

する外部設定を消去します。

{clear-foreign-configuration |
dedicated-hot-spare [admin-vd-id] |
prepare-for-removal |
remove-hot-spare | unconfigured-good
| undo-prepare-for-removal} • dedicated-hot-spare：ローカルディスクを専

用ホットスペアとして指定します。割り当

てることが可能な管理仮想ドライブ IDの範
囲は 0～ 4294967295です。
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目的コマンドまたはアクション

• prepare-for-removal：ローカルディスクを
シャーシから削除する対象としてマークす

るように指定します。

• remove-hot-spare：ローカルディスクがホッ
トスペアではなくなるように指定します。

これは、不一致エラーを解消するためだけ

に使用してください。

• unconfigured-good：ローカルディスクが設
定可能になるように指定します。

• undo-prepare-for-removal：ローカルディス
クをシャーシから削除する対象としてマー

クしないように指定します。

次に、ローカルディスクから外部設定を消去する例を示します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk # set admin-state clear-foreign-configuration

次に、ローカルディスクを専用ホットスペアとして指定する例を示します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state dedicated-hot-spare
1001

次に、ローカルディスクをシャーシから削除する対象としてマークするように指定する例を示し

ます。

UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state prepare-for-removal

次に、ローカルディスクをホットスペアとして削除する対象としてマークするように指定する例

を示します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state remove-hot-spare

次に、ローカルディスクが有効であるが使用のための設定がされていない状態になるように指定

する例を示します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state unconfigured-good

次に、ローカルディスクをシャーシから削除する対象としてマークしないように指定する例を示

します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state undo-prepare-for-removal
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ラックサーバのローカルディスク操作の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始します。UCS-A # scope server server-idステップ 1   

RAIDコントローラモードを開始します。UCS-A /server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas
| sata}

ステップ 2   

ローカルディスク設定モードを開始します。UCS-A /server/raid-controller #
scope local-disk local-disk-id

ステップ 3   

ローカルディスクを次の状態のいずれかに設定しま

す。

UCS-A
/server/raid-controller/local-disk #
set admin-state

ステップ 4   

• clear-foreign-configuration：新しい設定に導入
された時点でローカルディスク内に存在する

外部設定を消去します。

{clear-foreign-configuration |
dedicated-hot-spare [admin-vd-id]
| prepare-for-removal |
remove-hot-spare |

• dedicated-hot-spare：ローカルディスクを専用
ホットスペアとして指定します。割り当てる

unconfigured-good |
undo-prepare-for-removal}

ことが可能な管理仮想ドライブ IDの範囲は 0
～ 4294967295です。

• prepare-for-removal：ローカルディスクを除去
する対象として指定します。

• remove-hot-spare：ローカルディスクがホット
スペアではなくなるように指定します。これ

は、不一致エラーを解消するためだけに使用し

てください。

• unconfigured-good：ローカルディスクが設定
可能になるように指定します。

• undo-prepare-for-removal：ローカルディスク
が除去する対象でなくなったことを指定しま

す。

次に、ローカルディスクから外部設定を消去する例を示します。

UCS-A /server/raid-controller/local-disk # set admin-state clear-foreign-configuration

次に、ローカルディスクを専用ホットスペアとして指定する例を示します。

UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state dedicated-hot-spare 1001
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次に、ローカルディスクを削除する対象としてマークするように指定する例を示します。

UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state prepare-for-removal

次に、ローカルディスクをホットスペアとして削除する対象としてマークするように指定する例

を示します。

UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state remove-hot-spare

次に、ローカルディスクが有効であるが使用のための設定がされていない状態になるように指定

する例を示します。

UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state unconfigured-good

次に、ローカルディスクを削除する対象としてマークしないように指定する例を示します。

UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state undo-prepare-for-removal

仮想ドライブの設定操作

次の操作は、孤立した仮想ドライブに対してのみ実行できます。

•孤立した仮想ドライブの削除

•孤立した仮想ドライブの名前変更

ブレードサーバの孤立した仮想ドライブの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

RAIDコントローラシャーシモードを
開始します。

UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas | sata}

ステップ 2   

（任意）

指定された仮想ドライブ IDを持つ孤立
仮想ドライブを削除します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller #
delete virtual-drive id virtual-drive-id

ステップ 3   

（任意）

指定された仮想ドライブ名を持つ孤立

仮想ドライブを削除します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller #
delete virtual-drive name
virtual-drive-name

ステップ 4   

（任意）

指定された孤立仮想ドライブの仮想ド

ライブモードを開始します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller #
scope virtual-drive virtual-drive-id

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

孤立仮想ドライブを削除します。UCS-A
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive
# set admin-state delete

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive
# commit-buffer

ステップ 7   

次に、仮想ドライブ IDを指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # show virtual-drive

Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action

ID: 1002
Name: luna-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 1
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1005
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Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

...

UCS-A /chassis/server/raid-controller # delete virtual-drive id 1002
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.

UCS-A /chassis/server/raid-controller # commit-buffer

次に、仮想ドライブ名を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。

UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # show virtual-drive

Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action

ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
772

ストレージプロファイルの設定

仮想ドライブの設定操作



...

UCS-A /chassis/server/raid-controller # delete virtual-drive name lunb-1
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.

UCS-A /chassis/server/raid-controller # commit-buffer

次に、管理状態を設定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。

UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # scope virtual-drive 1004
UCS-A /chassis/server/raid-controller/virtual-drive # set admin-state delete

Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.

UCS-A /chassis/server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer

ラックサーバの孤立した仮想ドライブの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

UCS-A # scope server server-idステップ 1   

RAIDコントローラモードを開始しま
す。

UCS-A /server # scope raid-controller
raid-contr-id {sas | sata}

ステップ 2   

（任意）

指定された仮想ドライブ IDを持つ孤立
仮想ドライブを削除します。

UCS-A /server/raid-controller # delete
virtual-drive id virtual-drive-id

ステップ 3   

（任意）

指定された仮想ドライブ名を持つ孤立仮

想ドライブを削除します。

UCS-A /server/raid-controller # delete
virtual-drive name virtual-drive-name

ステップ 4   

（任意）

指定された孤立仮想ドライブの仮想ドラ

イブモードを開始します。

UCS-A /server/raid-controller # scope
virtual-drive virtual-drive-id

ステップ 5   

孤立仮想ドライブを削除します。UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive
# set admin-state delete

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive
# commit-buffer

ステップ 7   

次に、仮想ドライブ IDを指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # show virtual-drive

Virtual Drive:
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ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action

ID: 1002
Name: luna-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 1
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

...

UCS-A /server/raid-controller # delete virtual-drive id 1002
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.

UCS-A /server/raid-controller # commit-buffer

次に、仮想ドライブ名を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # show virtual-drive
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Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action

ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action

...

UCS-A /server/raid-controller # delete virtual-drive name lunb-1
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.

UCS-A /server/raid-controller # commit-buffer

次に、管理状態を設定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。

UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # scope virtual-drive 1004
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive # set admin-state delete

Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer
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ブレードサーバの孤立した仮想ドライブの名前変更

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

RAIDコントローラシャーシモード
を開始します。

UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas | sata}

ステップ 2   

指定された仮想ドライブの仮想ドラ

イブモードを開始します。

UCS-A /chassis/server/raid-controller # scope
virtual-drive virtual-drive-id

ステップ 3   

孤立仮想ドライブの名前を指定しま

す。

UCS-A
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive #
set name virtual-drive-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定

にコミットします。

UCS-A
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、孤立仮想ドライブの名前を指定する例を示します。

UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # scope virtual-drive 1060
UCS-A /chassis/server/raid-controller/virtual-drive # set name vd1
UCS-A /chassis/server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer

ラックサーバの孤立した仮想ドライブの名前変更

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

UCS-A # scope server server-idステップ 1   

RAIDコントローラモードを開始しま
す。

UCS-A /server # scope raid-controller
raid-contr-id {sas | sata}

ステップ 2   

指定された仮想ドライブの仮想ドライ

ブモードを開始します。

UCS-A /server/raid-controller # scope
virtual-drive virtual-drive-id

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

孤立仮想ドライブの名前を指定しま

す。

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive
# set name virtual-drive-name

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive
# commit-buffer

ステップ 5   

次に、孤立仮想ドライブの名前を指定する例を示します。

UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # scope virtual-drive 1060
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive # set name vd1
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer

ローカルストレージのブートポリシー

ストレージコントローラのプライマリブートデバイスを、ローカル LUNまたは JBODディスク
として指定できます。各ストレージコントローラには、1つのプライマリブートデバイスを設定
できます。ただし、ストレージプロファイルでは、プライマリブート LUNとして 1つのデバイ
スのみを設定できます。

ローカル LUN のブートポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを

開始します。ルート組織モー

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
ドを開始するには、org-name
に /を入力します。

指定されたブートポリシーの

組織ブートポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy policy-nameステッ

プ 2   

ブートポリシーのストレージ

ブートを作成し、組織ブート

UCS-A /org/boot-policy #create storageステッ

プ 3   
ポリシーストレージモードを

開始します。

ローカルストレージ場所を作

成し、ブートポリシーのロー

UCS-A /org/boot-policy/storage #create localステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

カルストレージモードを開始

します。

ローカルハードディスクドラ

イブをローカルストレージと

して指定します。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create local-lunステッ

プ 5   

指定したLUNのブート順序を
指定します。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # create
local-lun-image-path {primary | secondary}

ステッ

プ 6   

Cisco UCS Managerリ
リース 2.2(4)は
secondaryブート順序
をサポートしません。

重要

ブートを開始するLUNの名前
を指定します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path
# set lunname lun_name

ステッ

プ 7   

トランザクションをシステム

の設定にコミットします。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

次に、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーを作成して、そのポリシー用のローカルハー
ドディスクドライブブートを作成し、ブート順序とブートを開始する LUNを指定して、トラン
ザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # create local-lun-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # set lunname luna
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

ローカル JBOD ディスクのブートポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを

開始します。ルート組織モー

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ドを開始するには、org-name
に /を入力します。

指定されたブートポリシーの

組織ブートポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy policy-nameステッ

プ 2   

ブートポリシーのストレージ

ブートを作成し、組織ブート

UCS-A /org/boot-policy #create storageステッ

プ 3   
ポリシーストレージモードを

開始します。

ローカルストレージ場所を作

成し、ブートポリシーのロー

UCS-A /org/boot-policy/storage #create localステッ

プ 4   
カルストレージモードを開始

します。

JBODディスクをローカルス
トレージとして指定します。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create local-jbodステッ

プ 5   

JBODは次のサーバでのみサ
ポートされます。

• Cisco UCS B200 M3ブ
レードサーバ

• Cisco UCS B260 M4ブ
レードサーバ

• Cisco UCS B460 M4ブ
レードサーバ

• Cisco UCS B200 M4ブ
レードサーバ

• Cisco UCS C220 M4ラッ
クマウントサーバ

• Cisco UCS C240 M4ラッ
クマウントサーバ

• Cisco UCS C460 M4ラッ
クマウントサーバ

ローカル JBODディスクの
ブート順序を指定します。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod # create
local-disk-image-path {primary | secondary}

ステッ

プ 6   
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目的コマンドまたはアクション

Cisco UCS Managerリ
リース 2.2(4)は
secondaryブート順序
をサポートしません。

重要

ブートを開始する JBODディ
スクのスロット番号を指定し

ます。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path
# set slotnumber slot_number

ステッ

プ 7   

トランザクションをシステム

の設定にコミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

次に、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーを作成して、そのポリシー用のローカルハー
ドディスクドライブブートを作成し、ブート順序とブートを開始する JBODディスクを指定し
て、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-jbod
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod # create local-disk-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path* # set slotnumber 5
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

サービスプロファイル内のローカル LUN 操作
サービスプロファイルはサービスプロファイルテンプレートから作成されますが、次の操作は

個別のサービスプロファイルレベルでローカル LUNごとに実行できます。

• LUN名の事前プロビジョニングまたは孤立 LUNの要求, （781ページ）

• LUNの展開と展開解除, （781ページ）

•サービスプロファイルで参照されている LUNの名前変更, （782ページ）

LUN名の事前プロビジョニング、孤立LUNの要求、およびLUNの展開または展開解除後は、
サーバがリブートされます。

（注）
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LUN 名の事前プロビジョニングまたは孤立 LUN の要求
set ref-nameコマンドを使用して、LUN名を事前プロビジョニングしたり、孤立 LUNを要求した
りできます。LUN名の事前プロビジョニングや孤立LUNの要求は、LUNの管理状態がUndeployed
の場合にだけ実行できます。また、LUNの管理状態を手動でUndeployedに変更し、孤立 LUNを
要求することもできます。

LUN名が空の場合は、要求する前に LUN名を設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/を org-nameとし
て入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサービスプロファイルモードを開始

します。

UCS-A /org# scope service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

指定された LUNを入力します。UCS-A /org/service-profile# enter
local-lun-ref lun-name

ステップ 3   

参照 LUN名を設定します。UCS-A
/org/service-profile/local-lun-ref#
set ref-name ref-lun-name

ステップ 4   

この LUN名がすでに存在し、その LUNが孤立
している場合、その LUNはサービスプロファ
イルによって要求されます。このLUNが存在し
ない場合は、新しいLUNが指定された名前で作
成されます。

• LUNが存在していて、孤立していない場合は、設定エラーが発生します。

• LUNがすでに参照されている場合に、参照名を変更すると、古い LUNが解放され、その参
照名で LUNが要求または作成されます。古い LUNは、サーバから LUN参照が削除された
段階で孤立としてマークされます。

次に、LUN名を事前プロビジョニングする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set ref-name lun2

LUN の展開と展開解除
admin-stateコマンドを使用して、LUNを展開または展開解除することができます。ローカルLUN
の管理状態が Undeployedになっている場合は、その LUNの参照が削除されており、その LUN
は展開されていません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/を org-nameとし
て入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたサービスプロファイルモードを開始

します。

UCS-A /org# scope service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

指定された LUNを入力します。UCS-A /org/service-profile# enter
local-lun-ref lun-name

ステップ 3   

指定された LUNの管理状態を onlineまたは
undeployedに設定します。

UCS-A
/org/service-profile/local-lun-ref#
set admin-state {online |
undeployed}

ステップ 4   

LUNがすでに参照済みで、その管理状態が
undeployedに設定されている場合は、古いLUN
が解放されます。古いLUNは、LUN参照がサー
バから削除された後に孤立としてマークされま

す。

次に、LUNを展開する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set admin-state online

次に、LUNを展開解除する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set admin-state undeployed

サービスプロファイルで参照されている LUN の名前変更

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。

ルート組織モードを開始するには、/を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたサービスプロファイルモード

を開始します。

UCS-A /org# scope service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

指定された LUNを入力します。UCS-A /org/service-profile# enter
local-lun-ref lun-name

ステップ 3   

参照 LUNの名前を変更します。UCS-A
/org/service-profile/local-lun-ref# set
name

ステップ 4   

次に、サービスプロファイルから参照される LUNの名前を変更する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set name lun11

ローカルディスクロケータ LED の状態の表示

手順

ステップ 1 UCS-A# scope server id
指定したサーバのサーバモードを開始します。

ステップ 2 UCS-A/server #scope local-disk id
指定されたローカルディスクの RAIDコントローラを入力します。

ステップ 3 UCS-A/server/local-disk # show locator-led
ディスクロケータ LEDの状態を表示します。

次の例は、ローカルディスクロケータ LEDの状態がオンになっていることを示しています。
USA-A# scope server 1
USA-A /server # scope local-disk 2
USA-A /serverlocal-disk # show locator-led
Locator LED:

Equipment Operational State
---------------- -----------------
1/SAS-1/2 On

ローカルディスクロケータ LED のオン

手順

ステップ 1 UCS-A# scope server id
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指定したサーバのサーバモードを開始します。

ステップ 2 UCS-A/server # scope local-disk id
指定されたローカルディスクの RAIDコントローラを入力します。

ステップ 3 UCS-A /server/local-disk # enable locator-led
ディスクロケータ LEDをオンにします。

ステップ 4 UCS-A/server/local-disk* # commit-buffer
コマンドをシステムの設定にコミットします。

次に、ローカルディスクロケータ LEDをオンにする例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server/raid-controller # scope local-disk 2
USA-A /server/raid-controller/local-disk # enable locator-led
USA-A /server/raid-controller/local-disk* # commit-buffer

ローカルディスクロケータ LED のオフ

手順

ステップ 1 UCS-A# scope server id
指定したサーバのサーバモードを開始します。

ステップ 2 UCS-A/server # scope local-disk id
指定されたローカルディスクの RAIDコントローラを入力します。

ステップ 3 UCS-A/server/local-disk # disable locator-led
ディスクロケータ LEDをオフにします。

ステップ 4 UCS-A/server/raid-controller/local-disk* # commit-buffer
コマンドをシステムの設定にコミットします。

次に、ローカルディスクロケータ LEDを無効化する例を示します。
UCS-A# server 1
UCS-A /server # scope local-disk 2
USA-A /server/local-disk # disable locator-led
USA-A /server/local-disk* # commit-buffer
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第 33 章

Cisco UCS での電源管理

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCSでの電力制限, 786 ページ

• ラックサーバの電源管理, 787 ページ

• 電源管理の注意事項, 787 ページ

• 電源ポリシーの設定, 787 ページ

• グローバル電力プロファイリングポリシーの表示と変更, 789 ページ

• グローバル電力割り当てポリシーの設定, 790 ページ

• ポリシー方式のシャーシグループの電力制限の設定, 791 ページ

• 手動によるブレードレベル電力制限の設定, 797 ページ

• 電源同期ポリシー, 799 ページ

• 電源同期の動作, 800 ページ

• グローバル電源同期ポリシーの表示, 801 ページ

• サービスプロファイルのグローバルポリシー参照の設定, 801 ページ

• 電源同期ポリシーの作成, 802 ページ

• 電源同期ポリシーの削除, 804 ページ

• すべての電源同期ポリシーの表示, 804 ページ

• ローカルポリシーの作成, 805 ページ

• ローカルポリシーの表示, 806 ページ

• ローカルポリシーの削除, 807 ページ
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Cisco UCSでの電力制限
パワーキャッピングを通じて、サーバ上の最大電力消費を制御できます。また、UCS Bシリーズ
ブレードサーバ、UCS Mini、混在 UCSドメインでは、Cisco UCS Managerで電力割り当てを管理
できます。

UCS Managerは、次のサーバでの電力制限をサポートしています。

• UCS Mini 6324

• UCS 6300シリーズ Fabric Interconnect

ポリシー方式のシャーシグループ電力制限または手動でのブレードレベルの電力制限方式を使用

して、シャーシ内のすべてのサーバに適用される電源を割り当てることができます。

Cisco UCS Managerは、サーバへの電力割り当てに役立つ次の電源管理ポリシーを提供していま
す。

説明電源管理ポリシー

Cisco UCSドメイン内のすべてのシャーシに電
源の冗長性を指定します。

電源ポリシー

シャーシ内の各ブレードの初期電源割り当てを

計算するための優先順位を指定します。

電源制御ポリシー

シャーシ内のすべてのサーバに適用されるポリ

シー方式のシャーシグループの電力制限または

手動でのブレードレベルの電力制限を指定しま

す。

グローバル電力割り当てポリシー

サーバの電力制限値を計算する方法を指定しま

す。有効な場合、サーバは、ベンチマークを通

じて検出中にプロファイリングされます。この

ポリシーは、グローバル電力割り当てポリシー

が Policy Driven Chassis Group Capに設定されて
いる場合に適用されます。

グローバル電力プロファイリング
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ブレードに測定された電源の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

測定された電力を表示します。UCS-A# power-cap-mgmt # show
power-measured

ステップ 1   

次の例は、ブレードに測定された最小および最大電力制限値の一覧を示しています。

UCS-A# show power-measured
Measured Power:

Device Id (W) Minimum power (W) Maximum power (W) OperMethod
-------------- ----------------- ----------------- ----------
blade 1/1 168 252 Pnuos
blade 1/2 350 580 Static
blade 1/3 350 560 Static
blade 1/4 350 398 Static
blade 1/5 350 544 Static
blade 1/6 350 560 Static
blade 1/7 180 276 Pnuos
blade 1/8 350 544 Static

ラックサーバの電源管理
電力制限はラックサーバではサポートされません。

電源管理の注意事項
CIMCをリセットすると、CIMCがリブートするまでCiscoUCSの電力モニタリング機能が短時間
使用不能になります。通常は20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限を超える可能性
があります。低い電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えないようにするには、

CIMCのリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してください。

電源ポリシーの設定

Cisco UCSサーバの電源ポリシー
電源ポリシーはグローバルで、Cisco UCS Managerインスタンスが管理するすべてのシャーシに
よって継承されます。サービスプロファイルに電源ポリシーを追加して、Cisco UCSドメイン内
のすべてのシャーシの電源に対して冗長性を指定することができます。このポリシーは PSUポリ
シーとも呼ばれます。
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電源の冗長性の詳細については、『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide』を
参照してください。

電源ポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameに /を入力します。
UCS-A# scope org
org-name

ステップ 1   

PSUポリシーモードを開始します。UCS-A /org # scope
psu-policy

ステップ 2   

次のいずれかの冗長タイプを指定します。UCS-A /org/psu-policy #
set redundancy {grid |
n-plus-1 | non-redund}

ステップ 3   

• grid：2つの電源がオンにされます。そうでなければ、
シャーシに N+1よりも高い冗長性が要求されます。1
つの電源に障害が発生し、そのため 1台または 2台の
PSUに電源障害が発生した場合、別の電源回路に接続
され機能が存続している PSUがシャーシに電力を供給
し続けます。

• n-plus-1：非冗長性を満たす合計数の PSUに加えて、
冗長性を与える 1台の追加 PSUがオンになり、シャー
シの電力負荷が均等に分担されます。追加の PSUが設
置されると、Cisco UCS Managerは追加された装置を
「オフ」状態に設定します。

• non-redund：設置されたすべての電源装置（PSU）が
オンになり、負荷が均等に分散されます。小規模構成

（必要電力 2500 W未満）の場合にのみ、単一 PSUで
電力を供給できます。

電源の冗長性の詳細については、Cisco UCS 5108 Server
Chassis Installation Guideを参照してください。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A /org/psu-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、グリッド冗長性を使用するように電源ポリシーを設定し、トランザクションをコミットす

る例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope psu-policy
UCS-A /org/psu-policy # set redundancy grid
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UCS-A /org/psu-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/psu-policy #

グローバル電力プロファイリングポリシーの表示と変更

手順

目的コマンドまたはアクション

電力プロファイルポリシーを表示します。UCS-A /power-cap-mgmt # show
profile-policy

ステップ 1   

プロファイルポリシーを設定します。UCS-A /power-cap-mgmt # set profile
{no | yes}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /power-cap-mgmt* #
comm-buffer

ステップ 3   

グローバル電力プロファイリングポリシー

がオンであるかどうかを表示します。

UCS-A /power-cap-mgmt # show
profile-policy

ステップ 4   

[Global Power Profiling Policy]：

電力プロファイリング

Yes

次の例は、グローバル電力プロファイリングポリシーを表示する方法を示しています。

UCS-A /power-cap-mgmt # show profile-policy
Global Power Profiling Policy:

Power Profiling
---------------
No

UCS-A /power-cap-mgmt # set profile-policy
no yes

UCS-A /power-cap-mgmt # set profile-policy yes
UCS-A /power-cap-mgmt* # comm-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt # show profile-policy

Global Power Profiling Policy:
Power Profiling
---------------
Yes
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グローバル電力割り当てポリシーの設定

グローバル電力割り当てポリシー

グローバル電力割り当てポリシーを使用すると、ポリシー方式のシャーシグループ電力制限また

はブレードレベルの手動電力制限のいずれかの電力割り当て方式をシャーシ内のサーバに適用で

きます。

デフォルトのポリシー方式のシャーシグループ電力制限による電力割り当て方式を適用すること

を推奨します。

ブレードレベルの手動電力制限の設定に変更を加えると、ポリシー方式のシャーシグループ

電力制限に設定されたグループや設定オプションが失われる結果になります。

重要

グローバル電力割り当てポリシーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

電力制限管理モードを開始します。UCS-A# scope power-cap-mgmtステップ 1   

指定された電力制限管理モードにグローバ

ル制限ポリシーを設定します。

UCS-A /power-cap-mgmt # set
cap-policy {manual-blade-level-cap |
policy-driven-chassis-group-cap}

ステップ 2   

デフォルトでは、グローバル制限ポリシー

は Policy Driven Chassis Group Capに設定さ
れます。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /power-cap-mgmt #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例では、手動ブレードの電力制限にグローバル制限ポリシーを設定し、トランザクションを

コミットします。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # set cap-policy manual-blade-level-cap
UCS-A /power-cap-mgmt* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt #
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サーバの電源 CAP 値の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

電力制限管理モードを開始します。UCS-A# scope power-cap-mgmtステップ 1   

最小および最大電源CAP値を表示し
ます。

UCS-A /power-cap-mgmt # show
power-measured

ステップ 2   

次の例は、最小および最大電源 CAP値を表示する方法を示しています。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # show power-measured

Measured Power:
Device Id (W) Minimum power (W) Maximum power (W) OperMethod
-------------- ----------------- ----------------- ----------
blade 1/1 234 353 Pnuos

UCS-A /power-cap-mgmt #

ポリシー方式のシャーシグループの電力制限の設定

ポリシー方式のシャーシグループの電力制限

グローバル制限ポリシーで、ポリシー方式のシャーシグループの電力制限を選択すると、Cisco
UCSは、停電のリスクを負うことなく、サーバのオーバーサブスクリプションを維持できます。
オーバーサブスクリプションは、二重のプロセスによって実現できます。たとえば、Cisco UCS
のシャーシレベルでは、電源グループのメンバー間で使用可能な電力量を分割し、ブレードレベ

ルでは、シャーシに割り当てられた電力量をプライオリティに基づいてブレード間で分割します。

サービスプロファイルの関連付けや関連付け解除が実行されるたびに、Cisco UCS Managerは
シャーシ内の各ブレードサーバへの電力割り当てを再計算します。必要に応じて、優先順位の低

いサービスプロファイルの電力が優先順位の高いサービスプロファイルに再分配されます。

データセンターの回路ブレーカーを安全に保護するために、UCS電源グループは 1秒未満で電力
をキャップします。ブレードは、シャーシの電力配分が最適化されるまで20秒間その上限にとど
まる必要があります。これは、必要とされる一時的なスパイクに反応することがないよう、意図

的によりゆっくりとしたタイムスケールで実行されます。
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システムは、各スロットのサーバを起動するのに十分な電力をリザーブしています。これは、

スロットが空の場合でも同様です。このリザーブ電力が、より多くの電力を必要とするサーバ

で使用されることはありません。電力制限に準拠しないブレードはペナルティを課されます。

（注）

UCS Manager の電源グループ
電源グループは、すべてが同じ配電ユニット（PDU）から電源を得ているシャーシのセットです。
Cisco UCS Managerでは、1つ以上のシャーシを含む電源グループを作成し、その電源グループに
ACワット単位でピーク電力キャップを設定することができます。

シャーシレベルで電力制限を実装するには、以下が必要です。

• IOM、CIMC、および BIOSバージョン 1.4以上

• 2つの電源ユニット

ピーク電力キャップは、特定の電源グループ内のすべてのブレードサーバで使用可能な最大電力

を表すスタティック値です。電源グループにブレードを追加、または電源グループからブレード

を除外し、手動でピーク電力キャップを変更しなかった場合、電源グループはピーク電力キャッ

プを調整して、その電源グループ内のすべてのブレードの基本的な電源投入要件をサポートしま

す。

最低AC890ワットが各シャーシに設定されます。これは、空のシャーシに電源を供給するために
必要な最低電力量である DC電力 800ワットに変換されます。ハーフ幅のブレードを関連付ける
には、グループの制限値をAC電力 1475ワットに設定する必要があります。フル幅のブレードで
は、AC電力 2060ワットに設定する必要があります。

シャーシが電源グループに追加されると、シャーシ内のブレードに関連付けられているすべての

サービスプロファイルが、その電源グループの一部になります。同様に、シャーシに新規ブレー

ドを追加すると、そのブレードは、当然のこととして、シャーシの電源グループの一部になりま

す。

電源グループの作成は、サーバプールの作成とは異なります。ただし、電源修飾子を作成し

てサーバプールポリシーに追加することで、サーバプールに同じ電源グループのメンバを組

み入れることができます。

（注）

シャーシを除外または削除すると、そのシャーシは電源グループから削除されます。

UCS Managerは明示的な電源グループと暗黙的な電源グループをサポートしています。

• [Explicit]：電源グループを作成し、シャーシとラックを追加し、グループに電力バジェット
を割り当てることができます。

• [Implicit]：電力消費を安全限界内に制限することで、シャーシが常に保護されるようにしま
す。 デフォルトでは、明示的な電源グループに属さないすべてのシャーシがデフォルトグ
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ループに割り当てられ、適切な制限が設定されます。UCS Managerに接続する新しいシャー
シは、別の電源グループに移動するまで、デフォルトの電源グループに追加されます。

次の表は、電源バジェットの割り当て時および電源グループとの連動時に、表示される可能性の

あるエラーメッセージを示しています。

推奨処置Causeエラーメッセージ

電力制限を、指定された電源グ

ループの [Power Group]ページ
に表示された [Minimum Power
Cap for Allowing Operations (W)]
値まで増やします。

シャーシに電力制限を割り当て

ている状態で下限が満たされな

かった場合、またはブレードの

追加や電源ポリシーの変更のた

めに電力要件が増えた場合に、

これらのメッセージのいずれか

が表示されます。

Insufficient budget for
power group
POWERGROUP_NAME
および/または

Chassis N cannot be
capped as group cap is
low.Please consider
raising the cap.
および/または

Admin committed
insufficient for power
group GROUP_NAME, using
previous value N
および/または

Power cap application
failed for chassis N

PSU入力電力と冗長性ポリシー
をチェックし、シャーシ用に十

分な電力が使用可能であること

を確認します。

PSUに障害がある場合は、PSU
を交換します。

シャーシの電力バジェット要件

が使用可能なPSU電力を上回っ
ている場合に表示されます。

Chassis N cannot be
capped as the available
PSU power is not enough
for the chassis and the
blades.Please correct
the problem by checking
input power or replace
the PSU

関連付けられていないサーバの

電源をオフにします。

サーバが割り当てを超える電力

を消費しており、制限できない

場合、または電力が割り当てら

れていないサーバに電源が投入

されている場合に表示されま

す。

Power cap application
failed for server N

This is an information message.

サーバ電力を制限する必要がな

い場合は、サービスプロファ

イルの電力制御ポリシーの

[PowerCapping]フィールドの値
を [no-cap]に設定します。

サーバが、割り当てられた電力

以下に電力消費を削減するよう

制限されている場合に表示され

ます。

P-State lowered as
consumption hit power
cap for server
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推奨処置Causeエラーメッセージ

これは、サポートされていない

設定です。PSUはすべて同様の
電源に接続する必要がありま

す。

このエラーは、シャーシにハイ

ラインとローラインの PSU入
力電源が混在して接続されてい

る場合に発生します。

Chassis N has a mix of
high-line and low-line
PSU input power
sources.

電源グループの作成

はじめる前に

グローバル電力割り当てポリシーが Policy Driven Chassis Group Capに設定されていることを確認
してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

電力制限管理モードを開始します。UCS-A# scope power-cap-mgmtステップ 1   

電源グループを作成し、電源グループ

モードを開始します。

UCS-A /power-cap-mgmt # create
power-group power-group-name

ステップ 2   

電源グループに使用可能な最大ピーク時

電力（W）を指定します。
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group #
set peak {peak-num | disabled |
uninitialized}

ステップ 3   

指定されたシャーシを電源グループに追

加し、電源グループシャーシモードを

開始します。

UCS-A /power-cap-mgmt/power-group #
create chassis chassis-id

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/power-cap-mgmt/power-group/chassis #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、powergroup1という電力グループを作成し、電源グループの最大ピーク時電力（10000
W）を指定し、シャーシ 1をグループに追加し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # create power-group powergroup1
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group* # set peak 10000
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group* # create chassis 1
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group/chassis* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group/chassis #
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電源グループの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

電力制限管理モードを開始します。UCS-A# scope power-cap-mgmtステップ 1   

指定された電源グループを削除しま

す。

UCS-A /power-cap-mgmt # delete
power-group power-group-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定

にコミットします。

UCS-A
/power-cap-mgmt/power-group/chassis #
commit-buffer

ステップ 3   

次の例は、powergroup1という名前の電源ポリシーを削除し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # delete power-group powergroup1
UCS-A /power-cap-mgmt* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt #

電源制御ポリシー

CiscoUCSは、電力制御ポリシーの優先順位設定をブレードタイプおよび設定とともに使用して、
シャーシ内の各ブレードへの初期電力割り当てを計算します。通常の動作中、シャーシ内のアク

ティブなブレードは、同じシャーシ内のアイドルブレードから電力を借りることができます。す

べてのブレードがアクティブで、電力制限に到達すると、高優先順位の電力制御ポリシーのサー

ビスプロファイルが、優先順位の低い電力制御ポリシーのサービスプロファイルより優先されま

す。

優先順位は 1～ 10の段階にランク付けされ、1が優先順位最高、10が優先順位最低を表します。
デフォルトのプライオリティは 5です。

ミッションクリティカルアプリケーションには、no-capという特殊な優先順位も使用できます。
プライオリティを no-capに設定すると、Cisco UCSがその特定のサーバから未使用の電力を利用
することを防止します。この設定により、サーバにはそのサーバタイプに可能な電力の最大容量

が割り当てられます。

電力制御ポリシーはサービスプロファイルに含める必要があります。また、このサービスプ

ロファイルをイネーブルにするには、サーバに関連付ける必要があります。

（注）
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電力制御ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

電力制御ポリシーを作成し、電力制御ポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # create
power-control-policy
power-control-pol-name

ステップ 2   

電力制御ポリシーにプライオリティを指定

します。

UCS-A /org/power-control-policy # set
priority {priority-num | no-cap}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/power-control-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、powerpolicy15という電力制御ポリシーを作成し、プライオリティをレベル 2に設定
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create power-control-policy powerpolicy15
UCS-A /org/power-control policy* # set priority 2
UCS-A /org/power-control policy* # commit-buffer
UCS-A /org/power-control policy #

次の作業

サービスプロファイルに電力制御ポリシーを含めます。

電力制御ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された電力制御ポリシーを削除します。UCS-A /org # delete
power-control-policy
power-control-pol-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、powerpolicy15という名前の電力制御ポリシーを削除し、トランザクションをコミット
します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete power-control-policy powerpolicy15
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

手動によるブレードレベル電力制限の設定

手動によるブレードレベルの電力制限

手動によるブレードレベルの電力制限がグローバル制限ポリシーで設定されている場合は、Cisco
UCSドメインの各ブレードサーバに対して電力制限を設定できます。

次の設定オプションを使用できます。

• [Watts]：サーバが一度に消費可能な最大電力量を指定できます。この最大値には、0～ 1100
Wの任意の量を指定できます。

• [Unbounded]：サーバに対して電力使用制限を課しません。サーバは、必要なだけ電力を使
用できます。

サーバの電力使用量が瞬間的に上昇し、設定されている最大値以上になった場合でも、CiscoUCS
Managerによってサーバが切断またはシャットダウンされることはありません。代わりに、Cisco
UCS Managerは、サーバにとって適切な量まで電力を低減します。この削減により、サーバの速
度（CPU速度など）が低下する可能性があります。

手動によるブレードレベル電力制限は、[Equipment] > [Policies] > [Global Policies] > [Global Power
Allocation Policy]の順に設定します。電力制御ポリシーで設定された優先順位は関係ありませ
ん。

（注）
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サーバのブレードレベル電力制限の設定

はじめる前に

グローバル電力割り当てポリシーがManual Blade Level Capに設定されていることを確認してくだ
さい。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始しま

す。

UCS-A# scope server chassis-id/
server-id

ステップ 1   

次のいずれかの電力使用量レベルにサーバをコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server # set
power-budget committed
{unbounded | watts}

ステップ 2   

• unbounded：サーバの電力使用量を制限し
ません。

• watts：サーバの電力使用量の上限をユーザ
が指定できます。この設定を選択した場合

は、サーバが使用できる最大ワット数を入

力します。範囲は 0～ 10000000 Wです。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   

（任意）電力使用量レベル設定を表示します。UCS-A /chassis/server # show
power-budget

ステップ 4   

次に、サーバの電力使用量を最大1000Wに設定し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope server 1/7
UCS-A /chassis/server # show power-budget

Budget:
AdminCommitted (W)
-----------------
139

UCS-A /chassis/server # set power-budget committed unbounded
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server # show power-budget

Budget:
AdminCommitted (W)
-----------------
Unbounded

UCS-A /chassis/server # set power-budget committed 1000
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
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UCS-A /chassis/server # show power-budget

Budget:
AdminCommitted (W)

-----------------
1000

UCS-A /chassis/server #

ブレードレベル電力制限の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id/
server-id

ステップ 1   

サーバで収集された電力使用量の統計情

報を表示します。

UCS-A /chassis/server # show statsステップ 2   

次に、サーバの電力使用量を表示する例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # show stats

Mb Power Stats:
Time Collected: 2010-04-15T21:18:04.992
Monitored Object: sys/chassis-1/blade-2/board
Suspect: No
Consumed Power (W): 118.285194
Input Voltage (V): 11.948000
Input Current (A): 9.900000
Thresholded: Input Voltage Min

UCS-A /chassis/server #

電源同期ポリシー
Cisco UCS Managerには、関連するサービスプロファイルとサーバ間の電源同期の問題に対処す
るためにグローバルな（デフォルト）電源同期ポリシーが含まれます。サービスプロファイルの

任意の電源状態が、サーバの実際の電源状態と異なる場合、電源同期ポリシーを使用すると、電

源状態を同期することができます。電源同期ポリシーにより、Mシリーズモジュラサーバ、ラッ
クマウントサーバ、およびブレードサーバに関連するサービスプロファイルの任意の電源状態

を同期するタイミングを制御できます。電源同期ポリシーは他の電源関連ポリシーに影響しませ

ん。

電源同期ポリシーは、すべてのサービスプロファイルにデフォルトで適用されます。デフォルト

の電源同期ポリシーを削除できませんが、デフォルトのポリシーは編集できます。独自の電源同

期ポリシーを作成し、サービスプロファイルに適用できます。また、サービスプロファイルに固
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有の電源同期ポリシーを作成することもできます。作成したポリシーはデフォルトのポリシーよ

りも常に優先されます。

Cisco UCS Managerは、サービスプロファイルで参照されている電源同期ポリシーが存在しない
場合に、関連するサービスプロファイルで障害を作成します。指定したサービスプロファイルの

電源同期ポリシーを作成するか、またはサービスプロファイルの既存のポリシーへの参照を変更

すると、Cisco UCS Managerによって自動的に障害がクリアされます。

電源同期の動作
Cisco UCS Managerは、サーバの実際の電源状態が OFFの場合のみ電源状態を同期します。現在
の電源同期の動作は、シャローアソシエーションの後の実際の電源状態と目的の電源状態に基づ

いています。

たとえば、次のイベントによりシャローアソシエーションが行われます。

•ファブリックインターコネクト（FI）と IOMとの接続切断。

• IOMのリセット

• FIの停電または再起動

•シャーシの再認識

•シャーシの停電

•サービスプロファイルの変更

次の表では、現在の電源同期動作について説明します。

イベント後の実際の電

源状態

イベント前の実際の電

源状態

目的の電源状態イベント

ON消灯ONシャローアソシエー

ション

消灯消灯消灯シャローアソシエー

ション

ONONONシャローアソシエー

ション

ONON消灯シャローアソシエー

ション
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グローバル電源同期ポリシーの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、

org-nameに /と入力します。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

グローバル電源同期ポリシーモードを開始

します。

UCS-A/org # scope power-sync-policy
default

ステップ 2   

グローバル電源同期ポリシー情報を表示し

ます。

UCS-A /org/power/-sync-policy # show
{detail | expand | detail expand }

ステップ 3   

次に、グローバル（デフォルト）電源同期ポリシーを表示する例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope power-sync-policy default-sync
UCS-A /org/power-sync-policy # show expand

Power Sync Policy:
Name Power Sync Option
-------------------- -----------------
default Default Sync

UCS-A /org/power-sync-policy # show detail expand

Power Sync Policy:
Full Name: org-root/power-sync-default
Name: default
Description:
Power Sync Option: Default Sync
Policy Owner: Local

UCS-A /org/power-sync-policy #

サービスプロファイルのグローバルポリシー参照の設定
サービスプロファイルのグローバル電源同期ポリシーを参照するには、サービスプロファイル

モードで次のコマンドを使用します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /と入力し
ます。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルでサービスプロ

ファイルモードを開始します。サービスプロファ

UCS-A/org # scope
service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

イルの名前には最低 2文字から最高 32文字まで使
用できます。

サービスプロファイルで参照可能なグローバル電

源同期ポリシーを指定します。また、次のコマン

UCS-A /org/service-profile # set
power-sync-policy default

ステップ 3   

ドを使用して、ポリシー参照をデフォルトから他

の電源同期ポリシーに変更することができます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、サービスプロファイルで使用するグローバル電源同期ポリシーへの参照を設定しま

す。

UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # set power-sync-policy default
UCS-A/org/service-profile* # commit-buffer

電源同期ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、org-nameに /と入力します。
UCS-A # scope org
org-name

ステップ 1   

電源同期ポリシーを作成し、電源同期ポリシーモードを開

始します。電源同期ポリシー名の文字数は最大 16文字で
す。

UCS-A /org # create
power-sync-policy
power-sync-pol-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

電源同期ポリシーの説明を指定します。説明は descrキー
ワードを使用して変更することもできます。

UCS-A
/org/power-sync-policy* #
set descr
optionall-description

ステップ 3   

物理サーバに電源同期オプションを指定します。電源同期

オプションは sync-optionキーワードを使用して変更するこ
ともできます。次のいずれかになります。

UCS-A
/org/power-sync-policy* #
set sync-option {
always-sync | default-sync
| initial-only-sync }

ステップ 4   

• [DefaultSync]：最初のサーバアソシエーション後に、
設定変更または管理接続を行うと、サーバの再アソシ

エーションをトリガーします。このオプションは、物

理サーバの電源状態がオフで、任意の電源状態がオン

の場合、必要な電源状態を物理サーバに同期します。

これはデフォルトの動作です。

• [Always Sync]：最初のサーバアソシエーションまた
はサーバ再アソシエーションが行われると、このオプ

ションは物理サーバの電源状態がオンで必要な電源状

態がオフの場合であっても、必要な電源状態を物理

サーバに常に同期します。

• [Initial Only Sync]：このオプションは、サービスプロ
ファイルがサーバに初めて関連付けられた時やサーバ

が再稼働する時にのみ電源状態をサーバに同期しま

す。このオプションを設定すると、物理サーバ側から

電源状態をリセットしてもサービスプロファイルの

任意の電源状態には影響しません。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/power-sync-policy* #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、newSyncPolicyという電源同期ポリシーを作成し、デフォルトの同期オプションを設定
し、トランザクションをシステム設定にコミットします。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # create power-sync-policy newSyncPolicy
UCS-A /org/power-sync-policy* # set decsr newSyncPolicy
UCS-A /org/power-sync-policy* # set sync-option default-sync
UCS-A /org/power-sync-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/power-sync-policy #

次の作業

電源同期ポリシーをサービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めま

す。
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電源同期ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

指定された電源同期ポリシーを削除します。UCS-A /org # delete
power-sync-policy
power-sync-pol-name

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit bufferステップ 3   

次に、spnewと呼ばれる電源同期ポリシーを削除し、トランザクションをシステムにコミットす
る例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # delete power-sync-policy spnew
UCS-A /org # commit-buffer

すべての電源同期ポリシーの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

デフォルト、ローカル、およびその他の電源

同期ポリシーを表示します。

UCS-A /org # show
power-sync-policy {detail | expand |
detail expand }

ステップ 2   

次に、定義された電源同期ポリシーを表示する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # show power-sync-policy expand
Power Sync Policy:

Name Power Sync Option
-------------------- -----------------
default Default Sync
policy-1 Default Sync
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UCS-A /org # show power-sync-policy detail expand
Power Sync Policy:

Full Name: org-root/power-sync-default
Name: default
Description:
Power Sync Option: Default Sync
Policy Owner: Local

Full Name: org-root/power-sync-policy-1
Name: policy-1
Description:
Power Sync Option: Default Sync
Policy Owner: Local

UCS-A /org #

ローカルポリシーの作成
すべてのサービスプロファイルで使用する、ローカルな電源同期ポリシーを作成するには、電源

同期ポリシーの電源同期定義を作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルでサービス

プロファイルモードを開始します。サービ

UCS-A /org # scope service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

スプロファイルの名前には最低2文字から
最高 32文字まで使用できます。

電源同期定義モードを開始します。電源同

期ポリシーの定義を作成できます。

UCS-A /org/service-profile # create
power-sync-definition

ステップ 3   

（任意）

電源同期ポリシーの説明を指定します。

descrキーワードを使用しても説明を変更で
きます。

UCS-A
/org/service-profile/power-sync-definition*
# set descr optional-description

ステップ 4   

物理サーバに電源同期オプションを指定し

ます。電源同期オプションは sync-option
UCS-A
/org/service-profile/power-sync-definition*
# set sync-option { always-sync |
default-sync | initial-only-sync }

ステップ 5   

キーワードを使用して変更することもでき

ます。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/power-sync-definition*
# commit-buffer

ステップ 6   
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次の例では、ポリシー同期定義を使用してローカルポリシーを作成し、sync-optionを設定し、シ
ステム設定へのトランザクションをコミットします。

UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # create power-sync-definition
UCS-A/org/service-profile/power-sync-definition* # set decsr spnew
UCS-A/org/service-profile/power-sync-definition* # set sync-option default-sync
UCS-A/org/service-profile/power-sync-definition* # commit-buffer

ローカルポリシーの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と入
力します。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルでサービスプロ

ファイルモードを開始します。サービスプロ

UCS-A/org # scope service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

ファイルの名前には最低 2文字から最高 32文字
まで使用できます。

（任意）

電源同期ポリシーモードのローカルポリシーを

表示します。

UCS-A /org/service-profile # show
power-sync-policy {detail | expand
| detail expand }

ステップ 3   

電源同期定義モードで指定したサービスポリシー

のローカルポリシーを表示します。

電源同期ポリシーの定義がない場合、

コマンドを使用することはできます

が、表示されません。

（注）

UCS-A /org/service-profile # show
power-sync-definition {detail |
expand | detail expand }

ステップ 4   

次の例では、サービスプロファイル spnewで使用されているローカルポリシーを表示します。
UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # show power-sync-definition expand

Power Sync Definition:
Name Power Sync Option
-------------------- -----------------
spnew Always Sync

UCS-A/org/service-profile # show power-sync-definition detail expand

Power Sync Definition:
Full Name: org-root/ls-sp2/power-sync-def
Name: spnew
Description: optional description
Power Sync Option: Always Sync
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Policy Owner: Local

UCS-A/org/service-profile #

ローカルポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードを開始するには、org-nameに /と入力
します。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルでサービスプロ

ファイルモードを開始します。サービスプロファ

UCS-A/org # scope
service-profile
service-profile-name

ステップ 2   

イルの名前には最低 2文字から最高 32文字まで
使用できます。

電源同期定義モードを開始します。電源同期ポリ

シー用に定義された電源同期ポリシー定義を削除

することができます。

UCS-A /org/service-profile #
delete power-sync-definition

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、サービスプロファイルで使用されているローカルポリシーを削除します。

UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # delete power-sync-definition
UCS-A/org/service-profile* # commit-buffer
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第 34 章

タイムゾーンの管理

この章は、次の項で構成されています。

• タイムゾーン, 809 ページ

• タイムゾーンの設定, 809 ページ

• NTPサーバの追加, 811 ページ

• NTPサーバの削除, 812 ページ

• システムクロックの手動設定, 812 ページ

タイムゾーン
Cisco UCSでは、Cisco UCS Managerで正しい時刻を表示するために、ドメイン固有のタイムゾー
ン設定と NTPサーバが必要です。これらの両方を Cisco UCSドメインに設定しないと、時間が正
確に表示されません。

タイムゾーンの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

この時点で、大陸、国、およびタイムゾーン領

域に対応する番号を入力するように求められま

す。プロンプトごとに適切な情報を入力します。

UCS-A /system/services # set
timezone

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ロケーション情報の指定を完了すると、プロンプ

トが表示され、正しいタイムゾーン情報が設定

されているか確認するよう求められます。確認す

る場合は 1（yes）を入力し、操作をキャンセル
する場合は 2（no）を入力します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

システムモードを開始します。UCS-A /system/services # exitステップ 5   

EXECモードを開始します。UCS-A /system/services # exitステップ 6   

設定されているタイムゾーンを表示します。UCS-A /system/services # show
timezone

ステップ 7   

次に、太平洋標準時領域にタイムゾーンを設定し、トランザクションをコミットし、設定したタ

イムゾーンを表示する例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa 4) Arctic Ocean 7) Australia 10) Pacific Ocean
2) Americas 5) Asia 8) Europe
3) Antarctica 6) Atlantic Ocean 9) Indian Ocean
#? Artic ocean
Please enter a number in range.
#? 2
Please select a country.
1) Anguilla 18) Ecuador 35) Paraguay
2) Antigua & Barbuda 19) El Salvador 36) Peru
3) Argentina 20) French Guiana 37) Puerto Rico
4) Aruba 21) Greenland 38) St Kitts & Nevis
5) Bahamas 22) Grenada 39) St Lucia
6) Barbados 23) Guadeloupe 40) St Pierre & Miquelon
7) Belize 24) Guatemala 41) St Vincent
8) Bolivia 25) Guyana 42) Suriname
9) Brazil 26) Haiti 43) Trinidad & Tobago
10) Canada 27) Honduras 44) Turks & Caicos Is
11) Cayman Islands 28) Jamaica 45) United States
12) Chile 29) Martinique 46) Uruguay
13) Colombia 30) Mexico 47) Venezuela
14) Costa Rica 31) Montserrat 48) Virgin Islands (UK)
15) Cuba 32) Netherlands Antilles 49) Virgin Islands (US)
16) Dominica 33) Nicaragua
17) Dominican Republic 34) Panama
#? 45
Please select one of the following time zone regions.
1) Eastern Time
2) Eastern Time - Michigan - most locations
3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
5) Eastern Standard Time - Indiana - most locations
6) Eastern Standard Time - Indiana - Crawford County
7) Eastern Standard Time - Indiana - Starke County
8) Eastern Standard Time - Indiana - Switzerland County
9) Central Time
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10) Central Time - Michigan - Wisconsin border
11) Central Time - North Dakota - Oliver County
12) Mountain Time
13) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
14) Mountain Time - Navajo
15) Mountain Standard Time - Arizona
16) Pacific Time
17) Alaska Time
18) Alaska Time - Alaska panhandle
19) Alaska Time - Alaska panhandle neck
20) Alaska Time - west Alaska
21) Aleutian Islands
22) Hawaii
#? 16

The following information has been given:

United States
Pacific Time

Therefore timezone 'America/Los_Angeles' will be set.
Local time is now: Fri May 15 07:39:25 PDT 2009.
Universal Time is now: Fri May 15 14:39:25 UTC 2009.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services # exit
UCS-A /system # exit
UCS-A# show timezone
Timezone: America/Los_Angeles (Pacific Time)
UCS-A#

NTP サーバの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始します。UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

指定したホスト名、IPv4または IPv6アド
レスの NTPサーバを使用するようシステ
ムを設定します。

UCS-A /system/services # create
ntp-server {hostname |
ip-addr|ip6-addr}

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/services #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、IPアドレス192.168.200.101を持つNTPサーバを設定し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create ntp-server 192.168.200.101
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UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

次の例では、IPアドレス 4001::6を持つ NTPサーバを設定し、トランザクションをコミットしま
す。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # create ntp-server 4001::6
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

NTP サーバの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

指定したホスト名、IPv4または IPv6ア
ドレスの NTPサーバを削除します。

UCS-A /system/services # delete
ntp-server {hostname | ip-addr|ip6-addr}

ステップ 3   

次に、IPアドレス 192.168.200.101の NTPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # delete ntp-server 192.168.200.101
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

次に、IPv6アドレス 4001::6の NTPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # delete ntp-server 4001::6
UCS-A /system/services* # commit-buffer
UCS-A /system/services #

システムクロックの手動設定
システムクロックの変更はただちに反映されます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムサービスモードを開始しま

す。

UCS-A /system # scope servicesステップ 2   

システムクロックを設定します。UCS-A /system/services # set clock mon
date year hour min sec

ステップ 3   

次に、システムクロックを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # set clock apr 14 2010 15 27 00
UCS-A /system/services #
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第 35 章

シャーシの管理

この章は、次の項で構成されています。

• シャーシの削除および解放に関するガイドライン, 815 ページ

• シャーシの確認, 816 ページ

• シャーシの稼働中止, 816 ページ

• シャーシの削除, 817 ページ

• シャーシの再稼働, 817 ページ

• シャーシの番号付け直し, 818 ページ

• ロケータ LEDの切り替え, 821 ページ

シャーシの削除および解放に関するガイドライン
CiscoUCSManagerを使ってシャーシの削除や解除を実行するかを決定するときは、次のガイドラ
インを考慮します。

シャーシの稼働中止

物理的に存在し接続されているシャーシを、一時的に Cisco UCS Manager設定から削除する場合
は、シャーシの稼働停止を実行します。解放されたシャーシは最終的に再稼働することが予測さ

れるので、シャーシ情報部分は Cisco UCS Managerによって、将来使用するために残されていま
す。

シャーシの削除

削除は、システムから物理的にシャーシを取り外すときに実行されます。シャーシの物理的な削

除が完了すると、そのシャーシの設定は、Cisco UCS Managerで削除できます。
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現在物理的に存在し接続されている場合、CiscoUCSManagerからシャーシを削除できません。（注）

削除されたシャーシを設定に追加し直す必要がある場合、再接続し、再検出する必要があります。

再検出中、Cisco UCS Managerは以前シャーシが持っていた IDと異なる新しい IDを割り当てま
す。

シャーシの確認
シャーシをファブリックインターコネクトに接続するリンクの数を増減させた場合は、次の手順

を実行します。シャーシを確認することにより、CiscoUCSManagerがリンク数の変化を認識して
いること、および使用可能なリンクすべてでトラフィックがフローしていることを確認できます。

ファブリックインターコネクト上でポートを有効または無効にした後、1分以上待ってからシャー
シを再認識させます。シャーシを再認識させるのが早すぎると、シャーシからのサーバトラフィッ

クのピン接続が、有効または無効にしたポートに対する変更を使用して更新されないことがあり

ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定シャーシを認識します。UCS-A# acknowledge chassis
chassis-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、シャーシ 2を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge chassis 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシの稼働中止

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシを解放します。UCS-A# decommission chassis
chassis-num

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

稼働が停止するまでには、数分間かかります。

次の例では、シャーシ 2を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission chassis 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show chassis

Chassis:
Chassis Overall Status Admin State
---------- ------------------------ -----------

1 Operable Acknowledged
2 Accessibility Problem Decommission

UCS-A #

シャーシの削除

はじめる前に

次の手順を実行する前に、シャーシを物理的に取り外します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシを削除します。UCS-A# remove chassis chassis-numステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

削除が完了するまでに数分かかる場合があります。

次に、シャーシ 2を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# remove chassis 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシの再稼働
この手順により、シャーシがコンフィギュレーションに再度追加され、このシャーシにシャーシ

ディスカバリポリシーが適用されます。この手順を実行すると、シャーシおよびシャーシ内のす

べてのサーバにアクセスできるようになります。
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はじめる前に

show chassis decommissionedまたは show chassis inventoryコマンドを使用して、稼働停止する
シャーシに関する次の情報を収集します。

•ベンダー名

•モデル名

• Serial number

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシを再稼働します。UCS-A# recommission chassis
vendor-name model-name
serial-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

シャーシを再稼働し、トランザクションを

コミットした後すぐに show chassisコマン
ドを実行すると、シャーシの管理状態に変

更が見られない場合があります。再稼働後

にシャーシの状態が変更するまでに時間が

かかることがあるためです。

（注）

次に、Cisco UCS 5108シャーシを再稼働し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# show chassis

Chassis:
Chassis Overall Status Admin State
---------- ------------------------ -----------

1 Accessibility Problem Decommission

UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GNNN
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシの番号付け直し

Cisco UCSManagerを通じたブレードサーバの番号の再設定はできません。ブレードサーバに
割り当てられる IDは、シャーシ内のその物理スロットで決まります。ブレードサーバの番号
を再設定するには、サーバをシャーシ内の別のスロットに物理的に移動する必要があります。

（注）
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はじめる前に

シャーシ間で IDを交換する場合は、まず両方のシャーシを解放し、シャーシ解放 FSMが完了す
るのを待ってから、番号の再設定手順に進みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシに関する情報を表示します。UCS-A# show chassis inventoryステップ 1   

シャーシインベントリに以下

が含まれていないことを確認

してください。

ステップ 2   •番号を付け直すシャーシ

•使用する番号を持つシャーシ

これらのシャーシのいずれかがシャーシインベン

トリにリストされている場合は、これらのシャーシ

をデコミッションします。続行前に、デコミッショ

ン FSMが完了し、シャーシがシャーシインベント
リにリストされなくなるまで待機する必要がありま

す。これには数分かかる場合があります。

どのシャーシがデコミッションされたかを確認する

には、show chassis decommissionedコマンドを発行
します。

指定したシャーシを再稼働し、番号を付け直しま

す。

UCS-A# recommission chassis
vendor-name model-name
serial-num [chassis-num]

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 4   

次に、8つの Cisco UCSシャーシ（シャーシ 2とシャーシ 9）を稼働停止し、それらの IDを入れ
替え、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# show chassis inventory

Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

1 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GAAA 0
2 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GBBB 0
3 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GCCC 0
4 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GDDD 0
5 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GEEE 0
6 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GFFF 0
7 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GGGG 0
8 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GHHH 0
9 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GIII 0
10 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GJJJ 0
11 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GKKK 0
12 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GLLL 0
13 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GMMM 0
14 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GNNN 0
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UCS-A# decommission chassis 8
UCS-A*# commit-buffer
UCS-A# decommission chassis 9
UCS-A*# commit-buffer
UCS-A# show chassis inventory

Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

1 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GAAA 0
2 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GBBB 0
3 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GCCC 0
4 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GDDD 0
5 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GEEE 0
6 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GFFF 0
7 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GGGG 0
10 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GJJJ 0
11 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GKKK 0
12 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GLLL 0
13 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GMMM 0
14 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GNNN 0

UCS-A# show chassis decommissioned

Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

8 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GHHH 0
9 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GIII 0

UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GHHH 9
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "N20-C6508" FOX1252GIII 8
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show chassis inventory

Chassis PID Vendor Serial (SN) HW Revision
------- --------- --------------- ----------- -------------

1 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GAAA 0
2 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GBBB 0
3 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GCCC 0
4 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GDDD 0
5 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GEEE 0
6 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GFFF 0
7 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GGGG 0
8 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GIII 0
9 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GHHH 0
10 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GJJJ 0
11 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GKKK 0
12 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GLLL 0
13 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GMMM 0
14 N20-C6508 Cisco Systems Inc FOX1252GNNN 0
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ロケータ LED の切り替え

シャーシのロケータ LED の電源投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

シャーシロケータLEDの電源を投入しま
す。

UCS-A /chassis # enable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のロケータ LEDの電源を投入し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis # enable locator-led
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #

シャーシのロケータ LED の電源切断

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

シャーシロケータLEDの電源を切断しま
す。

UCS-A /chassis # disable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis # commit-bufferステップ 3   

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
821

シャーシの管理

ロケータ LED の切り替え



次に、シャーシ 2のロケータ LEDの電源を切断し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis # disable locator-led
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #

NVMe PCIe SSD インベントリ
CiscoUCSManagerGUIは、Non-VolatileMemory Express（NVMe）Peripheral Component Interconnect
Express（PCIe）SSDストレージデバイスのインベントリを検出、識別、および表示します。サー
バ内のストレージデバイスの状態を表示できます。NVMe対応PCIeSSDストレージデバイスは、
SASまたは SATAの SSDと比較して、遅延を短縮し、1秒あたりの入出力操作数（IOPS）を増加
させ、電力消費を削減できます。

NVMe PCIe ローカルディスクインベントリの詳細の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

例：
Local Disk 2:

Product Name:

ステップ 1   

PID:
VID:
Vendor: HGST
Model: HUSPR3216ADP301
Vendor Description:
Serial: STM0001AE009
HW Rev: 0
Block Size: 512
Blocks: 3125627568
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason: N/A
Presence: Equipped
Size: 1526185
Device Type: SSD
Thermal: N/A
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NVMe PCIe SSD RAID コントローラインベントリの詳細の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

例：
RAID Controller 7:

Type: NVME

ステップ 1   

Vendor: HGST
Model: HUSPR3216ADP301
Serial: STM0001AE009
HW Revision: NVME
PCI Addr: 131:00.0
Raid Support: No
OOB Interface Supported: No
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第 36 章

ブレードサーバの管理

この章は、次の項で構成されています。

• ブレードサーバ管理, 826 ページ

• ブレードサーバの削除および解放に関するガイドライン, 827 ページ

• 予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項, 828 ページ

• ブレードサーバのブート, 829 ページ

• ブレードサーバのシャットダウン, 830 ページ

• ブレードサーバの電源再投入, 831 ページ

• ブレードサーバのハードリセットの実行, 832 ページ

• ブレードサーバの出荷時のデフォルト設定へのリセット, 833 ページ

• ブレードサーバの認識, 834 ページ

• シャーシからのブレードサーバの削除, 835 ページ

• ブレードサーバの解放, 836 ページ

• ブレードサーバのロケータ LEDの電源投入, 836 ページ

• ブレードサーバのロケータ LEDの電源切断, 837 ページ

• ブレードサーバの CMOSのリセット, 838 ページ

• ブレードサーバの CIMCのリセット, 838 ページ

• ブレードサーバの TPMのクリア, 839 ページ

• ブレードサーバの破損した BIOSの復旧, 840 ページ

• ブレードサーバからの NMIの発行, 841 ページ

• ヘルス LEDアラーム, 841 ページ

• ヘルス LEDステータスの表示, 842 ページ

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
825



ブレードサーバ管理
Cisco UCS Managerを使用して Cisco UCSドメインのすべてのブレードサーバを管理およびモニ
タできます。電源状態の変更など一部のブレードサーバ管理タスクは、サーバおよびサービスプ

ロファイルから実行できます。

残りの管理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。

電源装置は、シャーシのブレードが 2台以下の場合、省電力モードになります。3台目のブレー
ドがシャーシに追加され、完全に検出されると、電源装置は通常のモードに戻ります。

シャーシ内のブレードサーバスロットが空の場合、そのスロットに関する情報、エラー、および

障害が Cisco UCS Managerから提供されます。サーバミスマッチエラーを解決し、そのスロット
内のブレードサーバを Cisco UCS Managerで再検出するために、スロットを再認識させることも
できます。

Cisco UCS B460 M4 ブレードサーバの管理
Cisco UCS B460 M4ブレードサーバは、Cisco UCS拡張コネクタで接続された 2台の Cisco UCS
B260最大幅ブレードサーバから構成されています。各ブレードサーバはノードと呼ばれ、マス
ターノードまたはスレーブノードになることができます。

各 Cisco UCS B460 M4ブレードサーバには 2つの異なるノードが存在するため、以下について注
意する必要があります。

•マスターノードは常に、最も大きな番号が付いたスロットのノードです。

• Cisco UCS B460ブレードサーバが Cisco UCS Managerで参照される際は、マスターのスロッ
ト番号が参照されます。

• Cisco UCS B460 M4ブレードサーバから Cisco UCS拡張コネクタを取り外すと、Cisco UCS
Manager GUIの [Physical Display]領域には、両方のマスターノードスロットと両方のスレー
ブノードスロットで [Needs Resolution]が表示されます。

•ヘルス LEDには、マスターノードとスレーブノードの個々の状態、および両方のノードを
組み合せた状態が表示されます。複合ヘルスLEDには常に、最も状態が悪いノードのステー
タスが表示されます。ヘルス LEDアラームは個別に表示されます。

• Cisco UCS Manager GUIでは、マスターまたはスレーブノードのロケータ LEDのオン/オフ
を切り替えることができます。Cisco UCS Manager CLIでは、ロケータ LEDのオン/オフを
個々に切り替えるか、両方のロケータLEDのオン/オフを同時に切り替えることができます。

• Cisco UCS B460M4ブレードサーバに対する電力制限は、サーバレベルで適用されます。各
ノードの制限値は合計値の半分です。

•ファームウェアを更新すると、マスターとスレーブノードの両方が同時に更新されます。
個々のノードのファームウェアは更新できません。

•ローカルディスクの設定は、マスターノードでのみサポートされます。
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• CiscoUCSB460ブレードサーバは、マスターまたはスレーブノードによって生成されたSEL
ログを区別しません。ログは同じページに表示され、スロット番号で区別されます。

• Cisco UCS Manager GUIでは、[Storage]タブの [Local Disk Configuration Policy]と [Actual Disk
Configurations]領域に、Cisco UCS B460ブレードサーバのマスターノードのデータだけが表
示されます。スレーブノード用のフィールドは表示されません。

Cisco UCS B460 M4 ブレードサーバへのアップグレード
Cisco UCS B260 M4ブレードサーバがある場合、アップグレードキットを購入して Cisco UCS
B460 M4ブレードサーバにすることができます。詳細については、該当の『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。

はじめる前に

2台の Cisco UCS B260 M4ブレードサーバと Cisco UCSスケーラビリティコネクタが必要です。

手順

ステップ 1 既存の Cisco UCS B260M4ブレードサーバがサービスプロファイルに関連付けられていないこと
を確認します。

ステップ 2 1台目のブレードサーバの上か下のシャーシに 2台目の Cisco UCS B260 M4ブレードサーバを挿
入します。

2台目のブレードサーバにCiscoUCSスケーラビリティターミネータが付いていない場
合は、1台目のブレードサーバのターミネータを使用します。

（注）

ステップ 3 両方の Cisco UCS B260 M4ブレードサーバを停止させます。
ステップ 4 ファームウェアを同期します。

自動的に新しいサーバを更新するには、UCSCisco UCS Managerの [Firmware Auto Sync Server]ポ
リシーを使用します。詳細については、該当する『CiscoUCSB-SeriesFirmwareManagementGuide』
を参照してください。

ステップ 5 Cisco UCSスケーラビリティコネクタを Cisco UCSスケーラビリティターミネータで置き換えま
す。

スロットのプレゼンスはミスマッチに変わりますが、検出はトリガーされません。

ステップ 6 新しい Cisco UCS B460 M4ブレードサーバを再認識します。

ブレードサーバの削除および解放に関するガイドライン
Cisco UCS Managerを使ってブレードサーバを削除するか解放するかを決定する場合は、次のガ
イドラインを考慮してください。
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ブレードサーバの解放

物理的に存在し接続されているブレードサーバを一時的に解放するには、構成から一時的に削除

します。サーバ情報の一部は、ブレードサーバが再稼働する場合に備えて、将来使用するために

Cisco UCS Managerによって保持されます。

ブレードサーバの削除

削除は、ブレードサーバをシャーシから接続解除して、Cisco UCS Managerから物理的に取り外
す場合に実行します。ブレードサーバが物理的に存在し、シャーシに接続しているときは、Cisco
UCS Managerから削除できません。ブレードサーバの物理的な削除が完了すると、そのブレード
サーバの設定を Cisco UCS Managerで削除できます。

削除時、そのブレードサーバへのアクティブリンクは無効化され、すべてのエントリがデータ

ベースから削除されます。サーバは検出時に割り当てられたすべてのサーバプールから自動的に

削除されます。

自動的に削除されるのは、ディスカバリ中に自動的にサーバプールへ追加されたサーバだけ

です。サーバプールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。

（注）

削除したブレードサーバを再び設定に追加するには、それを再び接続して検出する必要がありま

す。CiscoUCSManagerに再導入したサーバは、新しいサーバとして処理され、詳細なディスカバ
リプロセスが実施されます。このため、Cisco UCS Managerによって以前とは異なる新しい IDが
サーバに割り当てられることがあります。

予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項
サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合は、サーバの物理的な [Power]また
は [Reset]ボタンなど、サーバの電源状態を変更するために使用可能な手段をすべて使用できま
す。

サーバがサービスプロファイルに関連付けられているか、サービスプロファイルに割り当てられ

ている場合は、サーバの電源状態の変更は次の方法でのみ行う必要があります。

• Cisco UCS Manager GUIで、サーバに関連付けられたサーバまたはサービスプロファイルの
[General]タブに移動し、[Actions]領域で [Boot Server]または [Shutdown Server]を選択しま
す。

• Cisco UCS Manager CLIで、サーバ、またはサーバに関連付けられたサービスプロファイル
に対して power uppower upコマンドまたは power downpower downコマンドを使用します。
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電源がオフになっている関連サーバには、次のオプションのいずれも使用しないでください。重要

• GUIの [Reset]

• cycle cycle-immediateまたは CLIの reset hard-reset-immediate

•サーバの物理的な [Power]または [Reset]ボタン

現在電源がオフになっているサーバに対して、リセットまたはサイクルを実施するか、サーバの

物理的な [Power]ボタンを使用すると、サーバの実際の電力状態がサービスプロファイルで必要
とされる電源状態の設定と同期しなくなる可能性があります。サーバと Cisco UCS Manager間の
通信が中断したり、サービスプロファイルの設定が変更されると、CiscoUCSManagerによって、
必要とされる電源の状態がサービスプロファイルからサーバに適用される場合があり、この結果

予期しない電力変化が発生する可能性があります。

電源の同期に関する問題は、次に示すように予期しないサーバの再起動につながる可能性があり

ます。

通信が中断された後のサーバの

電源状態

現在のサーバの電源状態サービスプロファイルで必要

とされる電源状態

電源オンPowered OffUp

電源オン

実行中のサーバは、

サービスプロファイ

ルに必要とされる電

源状態に関係なく

シャットダウンされ

ません。

（注）

電源オンDown

ブレードサーバのブート

はじめる前に

ブレードサーバまたはサーバプールにサービスプロファイルを関連付けます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたブレー

ドサーバをブートします。

UCS-A /org/service-profile # power
up

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたブレードサーバを
ブートし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ブレードサーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムによりサーバをシャッ

トダウンする場合、Cisco UCS Managerにより、この OSのグレースフルシャットダウンシーケ
ンスがトリガーされます。

サービスプロファイルに関連付けられたブレードサーバをシャットダウンすると、VIFダウ
ンアラート F0283および F0479が自動的に制限されます。

（注）

はじめる前に

ブレードサーバまたはサーバプールにサービスプロファイルを関連付けます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたブレー

ドサーバをシャットダウンします。

UCS-A /org/service-profile #
power down

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたブレードサーバをシャッ
トダウンし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ブレードサーバの電源再投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したブレードサーバでシャーシサーバモード

を開始します。

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

ステップ 1   

ブレードサーバの電源を再投入します。UCS-A /chassis/server # cycle
{cycle-immediate | cycle-wait}

ステップ 2   

ブレードサーバの電源再投入をただちに開始する

には、cycle-immediateキーワードを使用します。
保留中のすべての管理操作が完了した後に電源再投

入が開始されるようスケジュールするには、

cycle-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 3   
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次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4の電源をただちに再投入し、トランザクションをコミット
する例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # cycle cycle-immediate
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバのハードリセットの実行
サーバをリセットすると、Cisco UCS Managerにより、リセットライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オペ

レーティングシステムがグレースフルシャットダウンをサポートしていない場合は、サーバの電

源を切ってから入れ直します。CiscoUCSManagerに、サーバをリセットする前にすべての管理操
作を完了させるオプションでは、これらの操作がサーバのリセット前に完了するかどうかは保証

されていません。

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[Reset]を使用しないでください。

この手順を使用して電源投入を続けると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期

しなくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを電

源切断状態から安全にリブートするには、[Cancel]をクリックし、[Boot Server]アクションを
選択します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始しま

す。

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

ステップ 1   

ブレードサーバのハードリセットを実行します。UCS-A /chassis/server # reset
{hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

ステップ 2   

サーバのハードリセットをただちに開始するには、

hard-reset-immediateキーワードを使用します。保
留中のすべての管理操作が完了した後にハードリ

セットが開始されるようスケジュールするには、

hard-reset-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のハードリセットをただちに実行し、トランザクションを
コミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset hard-reset-immediate
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UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバの出荷時のデフォルト設定へのリセット
ブレードサーバを出荷時の設定にリセットできるようになりました。デフォルトでは、出荷時へ

のリセット操作は、ストレージドライブおよび flexflashドライブに影響しません。これはデータ
の損失を防止するためです。ただし、これらのデバイスを既知の状態にリセットすることもでき

ます。

ストレージデバイスをリセットすると、データが失われる可能性があります。重要

サーバを出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始します。UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num |
dynamic-uuid]

ステッ

プ 1   

サーバ設定の工場出荷時の初期状態へのリセットは、

次のコマンドオプションを使用して行います。

UCS-A /chassis/server # reset
factory-default
[delete-flexflash-storage |

ステッ

プ 2   

• factory-default：ストレージを削除せずに、サーバ
を工場出荷時の初期状態にリセットします

delete-storage
[create-initial-storage-volumes]
]

• delete-flexflash-storage：サーバを工場出荷時の初
期状態にリセットして、FlexFlashストレージを削
除します

• delete-storage：サーバを工場出荷時の初期状態に
リセットして、すべてのストレージを削除します

• create-initial-storage-volumes：サーバを工場出荷
時の初期状態にリセットし、すべてのストレージ

を削除し、すべてのディスクを初期状態に設定し

ます

ストレージプロファイルを使用する場合

は、create-initial-storage-volumesコマンド
オプションを使用しないようにしてくださ

い。ストレージプロファイルを使用して

いるときに初期ボリュームを作成すると、

設定エラーが発生する可能性があります。

重要
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目的コマンドまたはアクション

保留中のすべてのトランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

ステッ

プ 3   

次に、ストレージを削除せずに、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットして、トランザクショ

ンをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset factory-default
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、FlexFlashストレージを削除して、トランザ
クションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset factory-default delete-flexflash-storage

UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、すべてのストレージを削除して、トランザ

クションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset factory-default delete-storage
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、すべてのストレージを削除し、すべてのディ

スクを初期状態に設定して、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset factory-default delete-storage create-initial-storage-volumes
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

ブレードサーバの認識
サーバ、およびそのサーバのエンドポイントすべてを再検出する必要がある場合は、次の手順を

実行します。たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状態から抜け出せ

なくなっている場合に、この手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

選択されたブレードサーバを認識しま

す。

UCS-A# acknowledge server
chassis-num/ server-num

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、シャーシ 2のサーバ 4を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシからのブレードサーバの削除

はじめる前に

次の手順を実行する前に、サーバをシャーシから物理的に取り外します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したブレードサーバを削除します。UCS-A# remove server chassis-num/
server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4を削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# remove server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

次の作業

ブレードサーバを物理的に取り付けなおす場合は、スロットを再認識して、Cisco UCS Manager
にこのサーバを再検出させる必要があります。

詳細については、ブレードサーバの認識, （834ページ）を参照してください。
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ブレードサーバの解放

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたブレードサーバを解放しま

す。

UCS-A# decommission server
chassis-num/ server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、シャーシ 2のブレードサーバ 4を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

ブレードサーバのロケータ LED の電源投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

ステップ 1   

ブレードサーバのロケータ LEDの電源を投入し
ます。Cisco UCS B460 M4ブレードサーバの場合
は、次のキーワードを追加できます。

UCS-A /chassis/server # enable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

ステップ 2   

• multi-master：マスターノードのみに対して
LEDを点灯します。

• multi-slave：スレーブノードのみに対して
LEDを点灯します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   
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次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のロケータ LEDの電源を投入し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # enable locator-led
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 7のロケータ LEDの電源を投入し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 2/7
UCS-A /chassis/server # enable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバのロケータ LED の電源切断

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始しま

す。

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

ステップ 1   

ブレードサーバのロケータ LEDの電源を切断し
ます。Cisco UCS B460M4ブレードサーバの場合
は、次のキーワードを追加できます。

UCS-A /chassis/server # disable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

ステップ 2   

• multi-master：マスターノードのみに対して
LEDを消灯します。

• multi-slave：スレーブノードのみに対して
LEDを消灯します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のロケータ LEDの電源を切断し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 2/4
UCS-A /chassis/server # disable locator-led
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 7のロケータ LEDの電源を切断し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 2/7
UCS-A /chassis/server # disable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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ブレードサーバの CMOS のリセット
場合によっては、サーバのトラブルシューティング時に、CMOSのリセットが必要になることが
あります。CMOSのリセットは、通常のサーバメンテナンスには含まれません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシサーバモー

ドを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

ステップ 1   

ブレードサーバのCMOSをリセットしま
す。

UCS-A /chassis/server # reset-cmosステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4のCMOSをリセットし、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset-cmos
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバの CIMC のリセット
ファームウェアの場合、サーバのトラブルシューティング時に、CIMCのリセットが必要になる
ことがあります。CIMCのリセットは、通常のサーバメンテナンスには含まれません。CIMCの
リセット後、CIMCは、そのサーバで実行中のバージョンのファームウェアを使ってリブートし
ます。

CIMCをリセットすると、CIMCがリブートするまでCiscoUCSの電力モニタリング機能が短時間
使用不能になります。通常は20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限を超える可能性
があります。低い電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えないようにするには、

CIMCのリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシサーバモー

ドを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

ステップ 1   

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
838

ブレードサーバの管理

ブレードサーバの CMOS のリセット



目的コマンドまたはアクション

シャーシサーバCIMCモードを開始しま
す。

UCS-A /chassis/server # scope CIMCステップ 2   

ブレードサーバのCIMCをリセットしま
す。

UCS-A /chassis/server/CIMC # resetステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/server/CIMC #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、シャーシ 2のブレードサーバ 4の CIMCをリセットし、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # scope CIMC
UCS-A /chassis/server/cimc # reset
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

ブレードサーバの TPM のクリア
TPMのサポートが含まれている Cisco UCSM4ブレードサーバおよびラックマウントサーバでの
み、TPMをクリアできます。

TPMのクリアは危険性のある操作です。OSが起動を停止することがあります。また、データ
を損失する可能性もあります。

注意

はじめる前に

TPMが有効である必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

指定された TPMの org TPMモードを
開始します。

UCS-A# /chassis/server # scope tpm
tpm-ID

ステップ 2   

TPMのクリアを指定します。UCS-A# /chassis/server/tpm # set
adminaction clear-config

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A# /chassis/server/tpm #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ブレードサーバの TPMをクリアする方法の例を示します。

UCS-A# scope server 1/3
UCS-A# /chassis/server # scope tpm 1
UCS-A# /chassis/server/tpm # set adminaction clear-config
UCS-A#/chassis/server/tpm* # commit-buffer

ブレードサーバの破損した BIOS の復旧
非常に珍しいケースですが、ブレードサーバの問題により、破損した BIOSの復旧が必要になる
ことがあります。この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。BIOSの復旧後、
ブレードサーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使用してブート

します。

はじめる前に

サーバ上で破損している BIOSの復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて
いる USBストレージをすべて取り外します。外部 USBドライブが vMediaからサーバに取り
付けられた、またはマップされている場合、BIOSの回復に失敗します。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシ内の指定したブレード

サーバでシャーシサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-id/
server-id

ステップ 1   

指定した BIOSバージョンをロードし、ア
クティブにします。

UCS-A /chassis/server # recover-bios
version

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

ステップ 3   
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次に、BIOSを復旧する例を示します。
UCS-A# scope server 1/7
UCS-A /chassis/server # recover-bios S5500.0044.0.3.1.010620101125
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレードサーバからの NMI の発行
システムが応答しないままになっており、Cisco UCSManagerで、CIMCからマスク不能割り込み
（NMI）を BIOSまたはオペレーティングシステムに発行する必要がある場合は、次の手順を実
行します。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティングシステム

応じて、コアダンプまたはスタックトレースが作成されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

UCS-A /chassis/server # diagnostic-interruptステップ 2   

保留中のすべてのトランザクショ

ンをコミットします。

UCS-A /chassis/server* # commit-bufferステップ 3   

次に、シャーシ 2のサーバ 4から NMIを送信し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ヘルス LED アラーム
ブレードヘルス LEDは、各 Cisco UCS Bシリーズブレードサーバの前面にあります。Cisco UCS
Managerでは、センサー故障が発生すると、ブレードヘルスLEDが緑色からオレンジ色またはオ
レンジ色の点滅に変化します。

ヘルス LEDアラームには次の情報が表示されます。

説明名前

アラームの重大度。次のいずれかになります。

• [Critical]：ブレードヘルスLEDがオレンジで点滅します。

• [Minor]：ブレードヘルス LEDがオレンジに点灯します。

[Severity]カラム
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説明名前

アラームの簡単な説明。[Description]カラム

アラームをトリガーしたセンサーの ID。[Sensor ID]カラム

アラームをトリガーしたセンサーの名前。[Sensor Name]カラム

ヘルス LED ステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server chassis-id/
blade-id

ステップ 1   

選択したサーバのヘルスLEDおよびセン
サーアラームを表示します。

UCS-A /chassis/server # showhealth-led
expand

ステップ 2   

次の例では、シャーシ 1サーバ 1のヘルスLEDステータスとセンサーアラームを表示する方法を
示します。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # show health-led
Health LED:

Severity: Minor
Reason:: P0V75_STBY:Voltage Threshold Crossed;TEMP_SENS_FRONT:Temperature Threshold

Crossed;
Color: Amber
Oper State:: On

Sensor Alarm:
Severity: Minor
Sensor ID: 7
Sensor Name: P0V75_STBY
Alarm Desc: Voltage Threshold Crossed

Severity: Minor
Sensor ID: 76
Sensor Name: TEMP_SENS_FRONT
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed

Severity: Minor
Sensor ID: 91
Sensor Name: DDR3_P1_D2_TMP
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed

UCS-A /chassis/server #
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第 37 章

ラックマウントサーバの管理

この章は、次の項で構成されています。

• ラックマウントサーバ管理, 844 ページ

• ラックマウントサーバの削除および解放に関するガイドライン, 844 ページ

• 予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項, 845 ページ

• ラックマウントサーバのブート, 846 ページ

• ラックマウントサーバのシャットダウン, 847 ページ

• ラックマウントサーバの電源再投入, 847 ページ

• ラックマウントサーバのハードリセットの実行, 848 ページ

• ラックマウントサーバの認識, 849 ページ

• ラックマウントサーバの解放, 850 ページ

• ラックマウントサーバの番号付け直し, 850 ページ

• ラックマウントサーバの削除, 852 ページ

• ラックマウントサーバのロケータ LEDの電源投入, 853 ページ

• ラックマウントサーバのロケータ LEDの電源切断, 853 ページ

• ラックマウントサーバの CMOSのリセット, 854 ページ

• ラックマウントサーバの CIMCのリセット, 854 ページ

• ラックマウントサーバの TPMのクリア, 855 ページ

• ラックマウントサーバの破損した BIOSの復旧, 856 ページ

• ラックマウントサーバのステータスの表示, 857 ページ

• ラックマウントサーバからの NMIの発行, 857 ページ
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ラックマウントサーバ管理
Cisco UCS Managerを使用して、Cisco UCSドメインに統合されているすべてのラックマウント
サーバを管理およびモニタすることができます。電力制限を除くすべての管理およびモニタリン

グ機能がラックマウントサーバでサポートされます。電源状態の変更など一部のラックマウント

サーバ管理タスクは、サーバとサービスプロファイルの両方から行うことができます。残りの管

理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。

Cisco UCS Managerは、検出した各ラックマウントサーバの情報、エラー、および障害を提供し
ます。

サポートされる Cisco UCSラックマウントサーバと Cisco UCSManagerとの統合方法について
は、ご使用の Cisco UCS Managerのリリースに応じた Cisco UCS Cシリーズサーバ統合ガイド
または Cisco UCS Sシリーズサーバ統合ガイドを参照してください。

ヒント

ラックマウントサーバの削除および解放に関するガイド

ライン
Cisco UCS Managerを使ってラックマウントサーバを削除するか解放するかを決定する場合は、
次のガイドラインを考慮してください。

ラックマウントサーバの解放

解放は、ラックマウントサーバが物理的に存在し接続しているときに、一時的に設定から削除す

る場合に実行します。解放されたラックマウントサーバは最終的に再稼働することが予測される

ので、サーバの情報部分は、将来の使用に備え、Cisco UCS Managerによって保持されます。

ラックマウントサーバの削除

削除は、ラックマウントサーバをファブリックエクステンダから接続解除して、システムから物

理的に削除する（取り外す）場合に実行します。ラックマウントサーバが物理的に存在し、ファ

ブリックエクステンダに接続しているときは、Cisco UCS Managerから削除できません。ラック
マウントサーバの接続を解除した後、その設定を Cisco UCS Managerから削除できます。

削除時、管理インターフェイスは接続解除され、すべてのエントリがデータベースから削除され

ます。サーバは検出時に割り当てられたすべてのサーバプールから自動的に削除されます。

自動的に削除されるのは、検出時に自動的にサーバプールに追加されたサーバだけです。サー

バプールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。

（注）
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削除したラックマウントサーバを再び設定に追加する場合は、それを再び接続して検出する必要

があります。CiscoUCSManagerに再導入したサーバは新規サーバとみなされ、詳細なディスカバ
リプロセスが実施されます。このため、Cisco UCS Managerによって以前とは異なる新しい IDが
サーバに割り当てられることがあります。

予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項
サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合は、サーバの物理的な [Power]また
は [Reset]ボタンなど、サーバの電源状態を変更するために使用可能な手段をすべて使用できま
す。

サーバがサービスプロファイルに関連付けられているか、サービスプロファイルに割り当てられ

ている場合は、サーバの電源状態の変更は次の方法でのみ行う必要があります。

• Cisco UCS Manager GUIで、サーバに関連付けられたサーバまたはサービスプロファイルの
[General]タブに移動し、[Actions]領域で [Boot Server]または [Shutdown Server]を選択しま
す。

• Cisco UCS Manager CLIで、サーバ、またはサーバに関連付けられたサービスプロファイル
に対して power uppower upコマンドまたは power downpower downコマンドを使用します。

電源がオフになっている関連サーバには、次のオプションのいずれも使用しないでください。重要

• GUIの [Reset]

• cycle cycle-immediateまたは CLIの reset hard-reset-immediate

•サーバの物理的な [Power]または [Reset]ボタン

現在電源がオフになっているサーバに対して、リセットまたはサイクルを実施するか、サーバの

物理的な [Power]ボタンを使用すると、サーバの実際の電力状態がサービスプロファイルで必要
とされる電源状態の設定と同期しなくなる可能性があります。サーバと Cisco UCS Manager間の
通信が中断したり、サービスプロファイルの設定が変更されると、CiscoUCSManagerによって、
必要とされる電源の状態がサービスプロファイルからサーバに適用される場合があり、この結果

予期しない電力変化が発生する可能性があります。

電源の同期に関する問題は、次に示すように予期しないサーバの再起動につながる可能性があり

ます。

通信が中断された後のサーバの

電源状態

現在のサーバの電源状態サービスプロファイルで必要

とされる電源状態

電源オンPowered OffUp
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通信が中断された後のサーバの

電源状態

現在のサーバの電源状態サービスプロファイルで必要

とされる電源状態

電源オン

実行中のサーバは、

サービスプロファイ

ルに必要とされる電

源状態に関係なく

シャットダウンされ

ません。

（注）

電源オンDown

ラックマウントサーバのブート

はじめる前に

ラックマウントサーバとサービスプロファイルを関連付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /を
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたラッ

クマウントサーバをブートします。

UCS-A /org/service-profile #
power up

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたラックマウントサー
バをブートし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #
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ラックマウントサーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムによりサーバをシャッ

トダウンする場合、Cisco UCS Managerにより、この OSのグレースフルシャットダウンシーケ
ンスがトリガーされます。

はじめる前に

ラックマウントサーバとサービスプロファイルを関連付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたラッ

クマウントサーバをシャットダウンします。

UCS-A /org/service-profile #
power down

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたラックマウントサーバを
シャットダウンし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ラックマウントサーバの電源再投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
server-num

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ラックマウントサーバの電源を再投入します。UCS-A /server # cycle
{cycle-immediate |
cycle-wait}

ステップ 2   

ラックマウントサーバの電源再投入をただちに開始

するには、cycle-immediateキーワードを使用します。
保留中のすべての管理操作が完了した後に電源再投

入が開始されるようスケジュールするには、cycle-wait
キーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2の電源をただちに再投入し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # cycle cycle-immediate
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバのハードリセットの実行
サーバをリセットすると、Cisco UCS Managerにより、リセットライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オペ

レーティングシステムがグレースフルシャットダウンをサポートしていない場合は、サーバの電

源を切ってから入れ直します。CiscoUCSManagerに、サーバをリセットする前にすべての管理操
作を完了させるオプションでは、これらの操作がサーバのリセット前に完了するかどうかは保証

されていません。

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[Reset]を使用しないでください。

この手順を使用して電源投入を続けると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期

しなくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを電

源切断状態から安全にリブートするには、[Cancel]をクリックし、[Boot Server]アクションを
選択します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
server-num

ステップ 1   

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
848

ラックマウントサーバの管理

ラックマウントサーバのハードリセットの実行



目的コマンドまたはアクション

ラックマウントサーバのハードリセットを実行しま

す。

UCS-A /server # reset
{hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

ステップ 2   

ラックマウントサーバのハードリセットをただちに

開始するには、hard-reset-immediateキーワードを使
用します。保留中のすべての管理操作が完了した後

にハードリセットが開始されるようスケジュールす

るには、hard-reset-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のハードリセットをただちに実行し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバの認識
サーバ、およびそのサーバのエンドポイントすべてを再検出する必要がある場合は、次の手順を

実行します。たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状態から抜け出せ

なくなっている場合に、この手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたラックマウントサーバを認識

します。

UCS-A# acknowledge server
server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、ラックマウントサーバ 2を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge server 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #
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ラックマウントサーバの解放

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたラックマウントサーバを解放

します。

UCS-A# decommission server
server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次の例では、ラックマウントサーバ 2を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission server 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

ラックマウントサーバの番号付け直し

はじめる前に

サーバ間で IDを交換する場合は、まず両方のサーバを解放し、サーバ解放 FSMが完了するのを
待ってから、番号の再設定手順に進みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

サーバに関する情報を表示します。UCS-A# show server inventoryステップ 1   

サーバインベントリに以下

が含まれていないことを確認

してください。

ステップ 2   •番号を付け直すラックマウントサーバ

•使用する番号を持つラックマウントサーバ

これらのラックマウントサーバのいずれかがサーバ

インベントリにリストされている場合は、これらの

サーバをデコミッションします。続行前に、デコミッ

ションFSMが完了し、ラックマウントサーバがサー
バインベントリにリストされなくなるまで待機する

必要があります。これには数分かかる場合がありま

す。
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目的コマンドまたはアクション

どのサーバがデコミッションされたかを確認するに

は、show server decommissionedコマンドを発行しま
す。

指定したラックマウントサーバをリコミッションし、

番号を付け直します。

UCS-A# recommission server
vendor-name model-name
serial-numnew-id

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A# commit-bufferステップ 4   

次の例では、ID 2のラックマウントサーバをデコミッションし、IDを 3に変更し、そのサーバを
リコミッションし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# show server inventory

Server Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status Ackd Memory (MB)
Ackd Cores
------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ----------------
----------
1/1 UCSB-B200-M3 V01 FCH1532718P Equipped 131072
16
1/2 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DF Equipped 131072
16
1/3 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DL Equipped 114688
16
1/4 UCSB-B200-M3 V01 Empty
1/5 Empty
1/6 Empty
1/7 N20-B6730-1 V01 JAF1432CFDH Equipped 65536
16
1/8 Empty
1 R200-1120402W V01 QCI1414A02J N/A 49152
12
2 R210-2121605W V01 QCI1442AHFX N/A 24576 8
4 UCSC-BSE-SFF-C200 V01 QCI1514A0J7 N/A 8192 8

UCS-A# decommission server 2
UCS-A*# commit-buffer
UCS-A# show server decommissioned

Vendor Model Serial (SN) Server
----------------- ---------- ----------- ------
Cisco Systems Inc R210-2121605W QCI1442AHFX 2

UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "R210-2121605W" QCI1442AHFX 3
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show server inventory

Server Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status Ackd Memory (MB)
Ackd Cores
------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ----------------
----------
1/1 UCSB-B200-M3 V01 FCH1532718P Equipped 131072
16
1/2 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DF Equipped 131072
16
1/3 UCSB-B200-M3 V01 FCH153271DL Equipped 114688
16
1/4 UCSB-B200-M3 V01 Empty
1/5 Empty
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1/6 Empty
1/7 N20-B6730-1 V01 JAF1432CFDH Equipped 65536
16
1/8 Empty
1 R200-1120402W V01 QCI1414A02J N/A 49152
12
3 R210-2121605W V01 QCI1442AHFX N/A 24576 8
4 UCSC-BSE-SFF-C200 V01 QCI1514A0J7 N/A 8192 8

ラックマウントサーバの削除

はじめる前に

次の手順を実行する前に、ラックマウントサーバとファブリックエクステンダを接続している

CIMCLOMケーブルを物理的に外します。ハイアベイラビリティ構成の場合は、両方のケーブル
を外します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバを削除し

ます。

UCS-A# remove server server-numステップ 1   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# commit-bufferステップ 2   

次に、ラックマウントサーバ 4を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# remove server 4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

次の作業

ラックマウントサーバを物理的に再接続する場合、Cisco UCS Managerに再検出させるために、
サーバを再認識する必要があります。

詳細については、ラックマウントサーバの認識, （849ページ）を参照してください。
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ラックマウントサーバのロケータ LED の電源投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

ラックマウントサーバのロケータLEDの電
源を投入します。

UCS-A /server # enable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のロケータLEDの電源を投入し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # enable locator-led
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバのロケータ LED の電源切断

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

ラックマウントサーバのロケータLEDの電
源を切断します。

UCS-A /server # disable locator-ledステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のロケータLEDの電源を切断し、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # disable locator-led
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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ラックマウントサーバの CMOS のリセット
場合によっては、サーバのトラブルシューティング時に、CMOSのリセットが必要になることが
あります。CMOSのリセットは、通常のサーバメンテナンスには含まれません。

手順

目的コマンドまたはアクション

ラックマウントサーバでサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

ラックマウントサーバの CMOSをリセッ
トします。

UCS-A /server # reset-cmosステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、ラックマウントサーバ 2のCMOSをリセットし、トランザクションをコミットする例を示
します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset-cmos
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウントサーバの CIMC のリセット
ファームウェアの場合、サーバのトラブルシューティング時に、CIMCのリセットが必要になる
ことがあります。CIMCのリセットは、通常のサーバメンテナンスには含まれません。CIMCの
リセット後、CIMCは、そのサーバで実行中のバージョンのファームウェアを使ってリブートし
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

サーバ CIMCモードを開始します。UCS-A /server # scope CIMCステップ 2   

ラックマウントサーバの CIMCをリセッ
トします。

UCS-A /server/CIMC # resetステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server/CIMC #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ラックマウントサーバ 2の CIMCをリセットし、トランザクションをコミットする例を示
します。

UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # scope CIMC
UCS-A /server/cimc # reset
UCS-A /server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc #

ラックマウントサーバの TPM のクリア
TPMのサポートが含まれている Cisco UCSM4ブレードサーバおよびラックマウントサーバでの
み、TPMをクリアできます。

TPMのクリアは危険性のある操作です。OSが起動を停止することがあります。また、データ
を損失する可能性もあります。

注意

はじめる前に

• TPMが有効である必要があります。

• BIOSポリシーがデフォルトに設定されている場合は、TPMをクリアする前にサーバを再認
識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

ラックマウントサーバでサーバモード

を開始します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1   

指定された TPMの org TPMモードを開
始します。

UCS-A# /server # scope tpm tpm-IDステップ 2   

TPMのクリアを指定します。UCS-A# /server/tpm # set adminaction
clear-config

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A# /server/tpm # commit-bufferステップ 4   
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次に、ラックマウントサーバの TPMをクリアする方法の例を示します。

UCS-A# scope server 3
UCS-A# /server # scope tpm 1
UCS-A# /server/tpm # set adminaction clear-config
UCS-A# /server/tpm* # commit-buffer

ラックマウントサーバの破損した BIOS の復旧
非常に珍しいケースですが、ラックマウントサーバの問題により、破損した BIOSの復旧が必要
になることがあります。この手順は、ラックマウントサーバの通常メンテナンスには含まれませ

ん。BIOSの復旧後、ラックマウントサーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファー
ムウェアを使用してブートします。

はじめる前に

サーバ上で破損している BIOSの復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて
いる USBストレージをすべて取り外します。外部 USBドライブが vMediaからサーバに取り
付けられた、またはマップされている場合、BIOSの回復に失敗します。

重要

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したラックマウントサーバでサーバ

モードを開始します。

UCS-A# scope server server-idステップ 1   

指定した BIOSバージョンをロードし、ア
クティブにします。

UCS-A /server # recover-bios versionステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /server # commit-bufferステップ 3   

次に、BIOSを復旧する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # recover-bios S5500.0044.0.3.1.010620101125
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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ラックマウントサーバのステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSドメイン内のすべてのサーバの
ステータスを表示します。

UCS-A# show server statusステップ 1   

次の例では、Cisco UCSドメイン内のすべてのサーバのステータスを表示します。番号が 1およ
び 2のサーバは、ラックマウントサーバであるため、表にスロットが示されていません。

Server Slot Status Availability Overall Status Discovery
--------------------------------------------------------------------
1/1 Equipped Unavailable Ok Complete
1/2 Equipped Unavailable Ok Complete
1/3 Equipped Unavailable Ok Complete
1/4 Empty Unavailable Ok Complete
1/5 Equipped Unavailable Ok Complete
1/6 Equipped Unavailable Ok Complete
1/7 Empty Unavailable Ok Complete
1/8 Empty Unavailable Ok Complete
1 Equipped Unavailable Ok Complete
2 Equipped Unavailable Ok Complete

ラックマウントサーバからの NMI の発行
システムが応答しないままになっており、Cisco UCSManagerで、CIMCからマスク不能割り込み
（NMI）を BIOSまたはオペレーティングシステムに発行する必要がある場合は、次の手順を実
行します。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティングシステム

応じて、コアダンプまたはスタックトレースが作成されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

ステップ 1   

UCS-A /chassis/server # diagnostic-interruptステップ 2   

保留中のすべてのトランザクショ

ンをコミットします。

UCS-A /chassis/server* # commit-bufferステップ 3   
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次に、シャーシ 2のサーバ 4から NMIを送信し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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第 38 章

CIMC セッション管理

この章は、次の項で構成されています。

• CIMCセッション管理, 859 ページ

CIMC セッション管理
Cisco UCS Manager内の KVM、vMedia、および SoLセッションを表示および終了できます。管理
者権限を持つユーザは、任意のユーザのKVM、vMedia、およびSoLセッションを切断できます。
Cisco Integrated Management Controller（CIMC）により、セッション情報が Cisco UCS Managerに
提供されます。Cisco UCS Managerは CIMCからイベントを取得すると、そのセッションテーブ
ルを更新し、すべてのユーザに情報を表示します。

セッション情報は次の情報で構成されます。

•名前：セッションを開始したユーザの名前。

•セッション ID：セッションに関連付けられた ID。ブレードのセッション IDの形式は [unique
identifier] _ [chassis id] _ [Blade id]です。ラックのセッション IDの形式は [unique identifier] _
0 _ [Rack id]です。

•セッションタイプ：KVM、vMedia、または SoL。

•ユーザの権限レベル：読み取り/書き込み、読み取り専用、または付与。

•管理状態：アクティブまたは非アクティブ。値は、セッションがアクティブの場合はアク
ティブです。値は、セッション終了コマンドが発行されたが、セッションが終了していない

場合は非アクティブとなります。この状況は、サーバの FSMが別の操作で進行中である場
合、または CIMCへの接続が失われた場合に発生します。

•送信元アドレス：セッションが開かれたコンピュータの IPアドレス。

•サービスプロファイル：セッションに関連付けられたサービスプロファイル。CIMCセッ
ションのサービスプロファイルの属性値は、セッションがサービスプロファイルから提供

された IPアドレスで開くときにだけ表示されます。
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•サーバ：セッションに関連付けられたサーバの名前。

•ログイン時刻：セッションが開始された日時。

•最終更新時刻：セッション情報が CIMCにより更新された最終時刻。

新しいセッションは通常、ユーザがKVM、vMedia、またはSOLに接続するときに追加されます。
Pnuos vMediaセッションは、ユーザ名 __vmediausr__を用いたサーバ検出時にセッションテーブ
ルに表示されます。

CIMCセッションデータは Cisco UCS Manager GUIの [CIMC Sessions]タブで使用できます。ユー
ザによって終了された CIMCセッションは、適切な詳細とともにログに記録された監査です。

このガイドに記載されている GUIおよび CLIタスクを実行するには、2.1(2a)以上の CIMCイ
メージバージョンがブレードサーバのセッション管理サポートに必要です。1.5(1l)以上の最
新の CIMCイメージバージョンが、ラックサーバに必要です。

（注）

ローカルユーザにより開かれた CIMC セッションの表示
ローカルユーザにより開かれたすべてのCIMCセッションまたは特定のローカルユーザにより開
かれた CIMCセッションを表示するには、このタスクを実行します。

特定のサーバまたはサービスプロファイルオプションの CIMCセッションの表示は CLIにあ
りません。これは、GUIで使用できます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

ローカルユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions local

ステップ 2   

特定のローカルユーザにより開かれたすべ

ての CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions local user-name

ステップ 3   

次に、以下を表示する例を示します。

•ローカルユーザにより開かれたすべての CIMCセッション

•特定のローカルユーザにより開かれた CIMCセッション
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•特定のローカルユーザにより開かれた CIMCセッションの詳細

All sessions opened by local users:
UCS-A # scope security
UCS-A /security # show cimc-sessions local

Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
42_1_1 Kvm admin 10.106.22.117 Active
4_1_5 Kvm admin 10.106.22.117 Active
5_1_5 Vmedia admin 10.106.22.117 Active

Session opened by a specific local user:
UCS-A /security # show cimc-sessions local admin
Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
42_1_1 Kvm admin 10.106.22.117 Active

Details of session opened by a specific local user:
UCS-A /security # show cimc-sessions local admin detail
Session ID 42_1_1

Type: Kvm
User: admin
Source Addr: 10.106.22.117
Login Time: 2013-06-28T06:09:53.000
Last Updated Time: 2013-06-28T06:21:52.000
Admin State: Active
Priv: RW
Server: sys/chassis-1/blade-1
Service Profile:

リモートユーザにより開かれた CIMC セッションの表示
リモートユーザにより開かれたすべてのCIMCセッションまたは特定のリモートユーザにより開
かれた CIMCセッションを表示するには、このタスクを実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

リモートユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions remote

ステップ 2   

特定のリモートユーザにより開かれたすべ

ての CIMCセッションを表示します。
UCS-A /security # show
cimc-sessions remote user-name

ステップ 3   

次に、以下を表示する例を示します。

•リモートユーザにより開かれたすべての CIMCセッション

•特定のリモートユーザにより開かれた CIMCセッション
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•特定のリモートユーザにより開かれた CIMCセッションの詳細

All sessions opened by remote users:
UCS-A # scope security
UCS-A /security # show cimc-sessions remote

Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
43_1_1 Kvm administrator 10.106.22.117 Active
6_1_5 Kvm test-remote 10.106.22.117 Active
7_1_5 Vmedia test-remote 10.106.22.117 Active

Session opened by a specific remote user:
UCS-A /security # show cimc-sessions remote administrator

Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- ------------
43_1_1 Kvm administrator 10.106.22.117 Active

Details of session opened by a specific remote user:
UCS-A /security # show cimc-sessions remote administrator detail
Session ID 43_1_1

Type: Kvm
User: administrator
Source Addr: 10.106.22.117
Login Time: 2013-06-28T06:09:53.000
Last Updated Time: 2013-06-28T06:21:52.000
Admin State: Active
Priv: RW
Server: sys/chassis-1/blade-1
Service Profile:

IPMI ユーザにより開かれた CIMC セッションの表示
IPMIユーザにより開かれた CIMCセッションを表示するには、次の手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

IPMIアクセスプロファイル名を入力
します。

UCS-A /org # scope ipmi-access-profile
profile-name

ステップ 2   

IPMIユーザ名を入力します。UCS-A /org/ipmi-access-profile # scope
ipmi-user user-name

ステップ 3   

指定された IPMIユーザによって開か
れたすべてのCIMCセッションを表示
します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user
# show cimc-sessions

ステップ 4   

次の例では、IPMIユーザにより開かれたすべてのCIMCセッションを表示する方法を示します。
UCS-A # scope org Finance
UCS-A /org* # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # scope ipmi-user alice
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UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user # show cimc-sessions

Session ID Type User Source Addr Admin State
---------- ------ --------- --------------- --------------
45_1_1 sol alice 10.106.22.117 Active

サーバの CIMC セッションのクリア
このタスクでは、サーバで開かれたすべてのCIMCセッションをクリアする方法を示します。セッ
ションタイプとユーザ名に基づいて、サーバの CIMCセッションをクリアすることもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

シャーシの特定のブレードサーバの

CIMCセッションをクリアします。
UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server chassis-id/blade-id

ステップ 2   

特定のラックサーバの CIMCセッショ
ンをクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server Rack-server-id

ステップ 3   

サーバの特定のタイプのCIMCセッショ
ンをクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server server-id type
session-type

ステップ 4   

サーバの特定のユーザのCIMCセッショ
ンをクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions server server-id user-name
user-name

ステップ 5   

最初の例では、サーバのすべての CIMCセッションをクリアする方法を示します。2番目の例で
は、サーバの特定のタイプの CIMCセッションをクリアする方法を示します。3番目の例では、
サーバの特定のユーザの CIMCセッションをクリアする方法を示します。
UCS-A /security # scope security
UCS-A /security # terminate cimc-sessions server 2/1
This will close KVM sessions. Are you sure? (yes/no):yes
UCS-A /security

UCS-A # scope security
UCS-A /security # terminate cimc-sessions server 2/1 type kvm
This will close KVM sessions. Are you sure? (yes/no):yes

UCS-A # scope security
UCS-A /security # terminate cimc-sessions server 2/1 user-name test-user
This will close KVM sessions. Are you sure? (yes/no):yes
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ローカルユーザにより開かれたすべての CIMC セッションのクリア
このタスクでは、ローカルユーザにより開かれたセッションをクリアする方法を示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

ローカルユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションをクリアします。
UCS-A /security # terminate
cimc-sessions local-user user-name

ステップ 2   

ローカルユーザにより開かれた特定のセッ

ションタイプのすべてのCIMCセッション
をクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions local-user user-name type
{kvm | vmedia sol | all}

ステップ 3   

次の例では、ローカルユーザにより開かれた CIMCセッションをクリアする方法を示します。
UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# terminate cimc-sessions local-user testuser
This will close cimc sessions. Are you sure? (yes/no):yes
UCS-A /security#

リモートユーザにより開かれたすべての CIMC セッションのクリア
このタスクでは、リモートユーザにより開かれた CIMCセッションをクリアする方法を示しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

リモートユーザにより開かれたすべての

CIMCセッションをクリアします。
UCS-A /security # terminate
cimc-sessions remote-user user-name

ステップ 2   

リモートユーザにより開かれた特定のセッ

ションタイプのすべてのCIMCセッション
をクリアします。

UCS-A /security # terminate
cimc-sessions remote-user user-name
type {kvm | vmedia sol | all}

ステップ 3   
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次の例では、リモートユーザにより開かれたすべての CIMCセッションをクリアする方法を示し
ます。

UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# terminate cimc-sessions remote-user testuser
This will close cimc sessions. Are you sure? (yes/no):yes
UCS-A /security#

ローカルユーザにより開かれた特定の CIMC セッションのクリア
このタスクでは、ローカルユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアする方法を
示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

ローカルユーザモードを開始します。UCS-A /security # scope local-user
user-name

ステップ 2   

選択した CIMCセッションをクリアし
ます。

UCS-A /security/local user # terminate
cimc-session session-id

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/local user* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、ローカルユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアし、トランザク
ションをコミットする方法を示します。

UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# scope local-user admin
UCS-A /security/local user # terminate cimc-session 6_1_2
UCS-A /security/local user*# commit-buffer
UCS-A /security/local user#

リモートユーザにより開かれた特定の CIMC セッションのクリア
このタスクでは、リモートユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアする方法を
示します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

セキュリティコンフィギュレーション

モードを開始します。

UCS-A # scope securityステップ 1   

リモートユーザモードを開始します。UCS-A /security # scope remote -user
user-name

ステップ 2   

選択した CIMCセッションをクリアし
ます。

UCS-A /security/remote user # terminate
cimc-session session-id

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /security/remote user* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、リモートユーザによって開かれた特定の CIMCセッションをクリアし、トランザク
ションをコミットする方法を示します。

UCS-A /security# scope security
UCS-A /security# scope remote-user admin
UCS-A /security/remote user # terminate cimc-session 6_1_3
UCS-A /security/remote user*# commit-buffer
UCS-A /security/remote user#

IPMI ユーザにより開かれた CIMC セッションのクリア
IPMIユーザにより開かれた CIMCセッションをクリアするには、次の手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A # scope org org-nameステップ 1   

IPMIアクセスプロファイル名を入
力します。

UCS-A /org # scope ipmi-access-profile
profile-name

ステップ 2   

IPMIユーザを入力します。UCS-A /org/ipmi-access-profile # scope
ipmi-user user-name

ステップ 3   

IPMIユーザによって開かれた特定
のCIMCセッションを終了します。

UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #
terminate cimc-sessions session-id

ステップ 4   

変更をコミットします。UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user *
commit-buffer

ステップ 5   
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次の例では、IPMIユーザによって開かれた特定のCIMCセッションをクリアし、変更をコミット
する方法を示します。

UCS-A # scope org Finance
UCS-A /org* # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # scope ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user # terminate cimc-sessions 5_1_2
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
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第 39 章

I/O モジュールの管理

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco UCS Manager GUIの I/Oモジュール管理, 869 ページ

• IOモジュールの認識, 869 ページ

• I/Oモジュールのリセット, 870 ページ

• ピア I/Oモジュールからの I/Oモジュールのリセット, 871 ページ

Cisco UCS Manager GUIの I/O モジュール管理
Cisco UCS Manager GUIによって Cisco UCSドメインのすべての I/Oモジュールを管理およびモニ
タできます。

IO モジュールの認識
Cisco UCS Manager Release 2.2(4)には、シャーシ内の特定の IOモジュールを認識する機能が導入
されました。

この操作では、IOモジュールとその接続先ファブリックとの間に、ネットワーク接続が再構
築されます。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

シャーシで指定した IOMを認識します。UCS-A /chassis # acknowledge iom {1
| 2}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis* # commit-bufferステップ 3   

次の例では、IOモジュール 1を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # acknowledge iom 1
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #

I/O モジュールのリセット

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを
開始します。

UCS-A /chassis # scope iom {ab}ステップ 2   

IOMをリセットします。UCS-A /chassis/iom # resetステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /chassis/iom # commit-bufferステップ 4   

次に、ファブリック Aの IOMをリセットし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom a
UCS-A /chassis/iom # reset
UCS-A /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A /chassis/iom #
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ピア I/O モジュールからの I/O モジュールのリセット
I/Oモジュールのアップグレードが失敗したり、メモリリークにより Cisco UCS Managerから I/O
モジュールにアクセスできなくなったりする場合があります。このような場合でも、アクセスで

きない I/Oモジュールをそのピア I/Oモジュールからリブートできるようになりました。

I/Oモジュールをリセットすると、I/Oモジュールが工場出荷時の設定に復元され、すべてのキャッ
シュファイルと一時ファイルが削除されますが、サイズ制限付きのOBFLファイルは保持されま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始

します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを開始
します。

UCS-A /chassis # scope iom {a b}ステップ 2   

リセットする IOMのピア IOMを指定しま
す。

指定された IOMのピア IOMをリセットしま
す。

UCS-A /chassis/iom # reset-peerステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /chassis/iom* #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、IOM aから IOM bにリセットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom a
UCS-A /chassis/iom # reset-peer
UCS-A /chassis/iom* # commit-buffer
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第 40 章

設定のバックアップと復元

この章は、次の項で構成されています。

• UCSでのバックアップの操作, 873 ページ

• バックアップタイプ, 874 ページ

• バックアップ操作の考慮事項と推奨事項, 874 ページ

• インポート設定, 876 ページ

• インポート方法, 877 ページ

• システムの復元, 877 ページ

• バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザロール, 878 ページ

• バックアップ操作の設定, 878 ページ

• スケジュールバックアップの設定, 883 ページ

• インポート操作の設定, 888 ページ

• ファブリックインターコネクトの設定の復元, 893 ページ

• 設定の削除, 895 ページ

UCS でのバックアップの操作
Cisco UCS Managerからバックアップを実行する場合は、システム設定全体またはその一部のス
ナップショットを作成し、そのファイルをネットワーク上の場所にエクスポートします。Cisco
UCS Managerを使用してサーバにデータをバックアップすることはできません。

バックアップは、システムが起動されて動作している間に実行できます。バックアップ操作では、

管理プレーンからの情報だけが保存されます。バックアップは、サーバまたはネットワークトラ

フィックには影響しません。
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バックアップタイプ
Cisco UCSManagerおよびCisco UCS Centralで、次のバックアップのタイプのうちの 1つ以上を実
行できます。

• [Full state]：システム全体のスナップショットが含まれるバイナリファイル。このバックアッ
プにより生成されたファイルを使用して、ディザスタリカバリ時にシステムを復元できま

す。このファイルにより、元のファブリックインターコネクト上で設定を復元または再構築

できます。また、別のファブリックインターコネクト上で設定を再現することもできます。

このファイルは、インポートには使用できません。

Full Stateバックアップファイルを使用した場合にのみ、バックアップファイ
ルのエクスポート元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを

復元できます。

（注）

• [All configuration]：すべてのシステム設定と論理設定が含まれるXMLファイル。このバック
アップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を元のファブリックインターコ

ネクトまたは別のファブリックインターコネクトにインポートできます。このファイルは、

システムの復元には使用できません。このファイルには、ローカル認証されたユーザのパス

ワードは含まれません。

• [Systemconfiguration]：ユーザ名、ロール、ロケールなどのすべてのシステム設定が含まれる
XMLファイル。このバックアップにより生成されたファイルを使用して、これらの設定を元
のファブリックインターコネクトまたは別のファブリックインターコネクトにインポート

できます。このファイルは、システムの復元には使用できません。

• [Logical configuration]：サービスプロファイル、VLAN、VSAN、プール、ポリシーなどのす
べての論理設定が含まれる XMLファイル。このバックアップにより生成されたファイルを
使用して、これらの設定を元のファブリックインターコネクトまたは別のファブリックイ

ンターコネクトにインポートできます。このファイルは、システムの復元には使用できませ

ん。

バックアップ操作の考慮事項と推奨事項
バックアップ操作を作成する前に、次のことを考慮してください。

バックアップの場所

バックアップ場所とは、Cisco UCS Managerでバックアップファイルをエクスポートする
ネットワーク上の宛先またはフォルダのことです。バックアップ操作は、バックアップファ

イルを保存する場所ごとに 1つしか保持できません。
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バックアップファイル上書きの可能性

ファイル名を変更しないでバックアップ操作を再実行すると、サーバ上にすでに存在する

ファイルがCiscoUCSManagerによって上書きされます。既存のバックアップファイルが上
書きされるのを回避するには、バックアップ操作内のファイル名を変更するか、既存のファ

イルを別の場所にコピーします。

バックアップの複数のタイプ

同じ場所に対して複数種類のバックアップを実行し、エクスポートできます。バックアップ

操作を再実行する前に、バックアップタイプを変更します。識別を容易にし、また既存の

バックアップファイルが上書きされるのを回避するために、ファイル名を変更することを

推奨します。

スケジュールバックアップ

バックアップ操作を前もって作成し、そのバックアップの実行準備が整うまで管理状態を無

効のままにしておくことはできます。Cisco UCS Managerは、バックアップ操作の管理状態
がイネーブルに設定されるまで、バックアップ操作を実行したり、コンフィギュレーション

ファイルを保存したり、エクスポートしたりしません。

増分バックアップ

差分バックアップは実行できません。

完全な状態のバックアップの暗号化

パスワードなどの機密情報がクリアテキストでエクスポートされることがないように、完

全な状態のバックアップは暗号化されます。

バックアップポリシーと構成のエクスポートポリシーの FSMタスク

[Policy Backup & Export]タブでバックアップポリシーと設定エクスポートポリシーの両方
を設定し、両方のポリシーに同じホスト名を使用すると、Cisco UCS Managerは[Backup
Configuration]ページで1つのバックアップ操作のみを作成して両方のタスクを実行します。
それぞれのポリシー実行には、個別の FSMタスクがありません。

各ポリシーの個別の FSMタスクを表示するには、DNSサーバに同じ FTP/TFTP/SCP/SFTP
サーバを指すようにホスト名エイリアスを作成できます。次に、バックアップポリシーに

1つのホスト名を使用し、設定エクスポートポリシーに別のホスト名を使用できます。

スケジュールバックアップ

次のタイプのバックアップをスケジュールするように Cisco UCSにポリシーを設定できます。

• Fullステート

• Allコンフィギュレーション
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他のタイプのバックアップはスケジュールできません。

Full State バックアップポリシー
Full Stateバックアップポリシーを使用すると、システム全体のスナップショットの定期的な Full
Stateバックアップをスケジュールすることができます。Full Stateバックアップを行う間隔は、日
単位、週単位、または隔週単位で設定できます。

CiscoUCSManagerは、リモートサーバ上のバックアップファイルの最大数を維持します。maxfiles
パラメータは、Cisco UCS Managerを Cisco UCS Centralに登録するときに使用されます。maxfiles
パラメータは Cisco UCS Centralでユーザが設定できるパラメータで、Cisco UCS Centralに保存す
るバックアップファイルの数を制御します。

CiscoUCSManagerがCiscoUCSCentralに登録されておらず、ユーザがリモートバックアップサー
バにバックアップファイルを保存している場合、バックアップファイルは Cisco UCS Managerに
よって管理されません。リモートマシンのサーバ管理者は、ディスク使用率を監視してバック

アップファイルのローテンションを行い、新しいバックアップファイル用の領域を確保する必要

があります。

All Configuration エクスポートポリシー
AllConfigurationバックアップポリシーでは、定期的なバックアップをスケジュールし、すべての
システム設定と論理設定をエクスポートできます。このバックアップには、ローカル認証された

ユーザのパスワードは含まれません。AllConfigurationバックアップを行う間隔は、日単位、週単
位、または隔週単位で設定できます。

Cisco UCSは、リモートサーバ上のバックアップファイルの最大数を維持します。この数を超え
ると、Cisco UCSは最も古いバックアップファイルを上書きします。

インポート設定
CiscoUCSからエクスポートされたコンフィギュレーションファイルをインポートできます。ファ
イルは、同じ Cisco UCSからエクスポートされたものである必要はありません。

上位のリリースから下位のリリースに設定をインポートすることはできません。（注）

インポート機能は、すべてのコンフィギュレーションファイル、システムコンフィギュレーショ

ンファイル、および論理コンフィギュレーションファイルで使用できます。インポートは、シス

テムがアップ状態で、稼働中に実行できます。インポート操作によって情報が変更されるのは、

管理プレーンだけです。インポート操作によって行われる一部の変更（サーバに割り当てられた

vNICに対する変更など）により、サーバのリブートまたはトラフィックを中断する他の動作が行
われることがあります。

インポート操作はスケジュールできません。ただし、インポート操作を前もって作成し、そのイ

ンポートの実行準備が整うまで管理状態をディセーブルのままにしておくことはできます。Cisco
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UCSは、管理状態がイネーブルに設定されるまで、コンフィギュレーションファイルに対してイ
ンポート操作を実行しません。

インポート操作は、コンフィギュレーションバックアップファイルを保存する場所ごとに 1つし
か保持できません。

インポート方法
次のいずれかの方法を使用して、Cisco UCSによるシステム設定のインポートおよびアップデー
トを実行できます。

• [Merge]：インポートされたコンフィギュレーションファイルの情報は、既存の設定情報と
比較されます。 矛盾が存在する場合、インポートされたコンフィギュレーションファイル

の情報で Cisco UCSドメインの情報が上書きされます。

• [Replace]：現在の設定情報が、インポートされたコンフィギュレーションファイルの情報で
一度に 1つのオブジェクトについて置き換えられます。

システムの復元
この復元機能は、ディザスタリカバリに使用できます。

Cisco UCSからエクスポートされた任意の完全な状態のバックアップファイルからシステム設定
を復元できます。このファイルは、復元するシステム上の Cisco UCSからエクスポートされたも
のでなくてもかまいません。別のシステムからエクスポートされたバックアップファイルを使用

して復元する場合、ファブリックインターコネクト、サーバ、アダプタ、および I/Oモジュール
またはFEX接続を含めて、同じまたは同様のシステム設定およびハードウェアを持つシステムを
使用することを推奨します。ハードウェアまたはシステム設定が一致しない場合、復元されたシ

ステムが完全には機能しないことがあります。2つのシステムの I/Oモジュールリンク間または
サーバ間に不一致がある場合、復元操作後にシャーシまたはサーバまたはその両方を承認します。

この復元機能は、完全な状態のバックアップファイルにだけ使用できます。完全な状態のバック

アップファイルはインポートできません。復元は、初期システムセットアップで実行します。詳

細については、該当する『CiscoUCSCentral Installation andUpgradeGuide』を参照してください。

Full Stateバックアップファイルを使用した場合にのみ、バックアップファイルのエクスポー
ト元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを復元できます。

（注）
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バックアップ操作とインポート操作に必要なユーザロー

ル
バックアップ操作とインポート操作を作成し、実行するには、管理ロールを持つユーザアカウン

トが必要です。

バックアップ操作の設定

バックアップ操作の作成

はじめる前に

バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスおよび認証クレデンシャルを取得しま
す。

手順

目的コマンドまたはア

クション

システムモードを開始します。UCS-A# scope
system

ステッ

プ 1   

バックアップ操作を作成します。次のいずれかの構文を使用して

バックアップするファイルの URLを指定します。
UCS-A /system #
create backup URL
backup-type
{disabled | enabled}

ステッ

プ 2   

• ftp:// username@hostname/ path

• scp:// username@hostname/ path

• sftp:// username@hostname/ path

• tftp:// hostname: port-num/ path

backup-type引数には、次のいずれかの値を指定できます。

• all-configuration：サーバ関連、ファブリック関連、システム
関連の設定をバックアップします

• logical-configuration：ファブリックおよびサービスプロファ
イルの関連の設定をバックアップします

• system-configuration：システム関連の設定をバックアップし
ます

• full-state：ディザスタリカバリのために完全な状態をバック
アップします
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目的コマンドまたはア

クション

（注） •完全な状態のバックアップファイルはインポー
ト操作を使用してインポートできません。こ

れらは、ファブリックインターコネクトの設

定を復元するためにのみ使用されます。

• Full Stateバックアップファイルを使用した場
合にのみ、バックアップファイルのエクスポー

ト元のシステムと同じバージョンを実行して

いるシステムを復元できます。

複数のバックアップ操作を保存できますが、各ホスト名につき 1
種類の操作だけが保存されます。

enableキーワードを使用した場合、バックアップ操作は
commit-bufferコマンドを入力するとするに自動実行されます。
disableキーワードを使用すると、バックアップ操作は有効にされ
るまで実行されません。バックアップ操作をイネーブルにする場

合、バックアップ操作を作成するときに使用したホスト名を指定

する必要があります。

トランザクションをコミットします。UCS-A /system #
commit-buffer

ステッ

プ 3   

次の例では、ホスト名 host35に対する disabled all-configurationバックアップ操作を作成し、トラ
ンザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system* # create backup scp://user@host35/backups/all-config9.bak all-configuration
disabled
Password:
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

バックアップ操作の実行

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名でシステムバックアップモー

ドを開始します。

UCS-A /system # scope backup
hostname

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

バックアップ操作をイネーブルにします。

FTP、SCP、SFTPを使用するバック
アップ操作では、パスワードの入力を

求められます。トランザクションをコ

ミットする前にパスワードを入力しま

す。

（注）

UCS-A /system/backup # enableステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/backup #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、host35というバックアップ操作をイネーブルにし、SCPプロトコルのパスワードを入力し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope backup host35
UCS-A /system/backup # enable
Password:
UCS-A /system/backup* # commit-buffer
UCS-A /system/backup #

バックアップ操作の変更

バックアップ操作を修正して、別のバックアップタイプのファイルをその場所に保存したり、前

のバックアップファイルが上書きされないようにファイル名を変更したりすることができます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名でシステムバックアップモードを開

始します。

UCS-A /system # scope
backup hostname

ステップ 2   

（任意）

トランザクションのコミット時にバックアップ操作が自

動的に実行されないようにするために、イネーブルに

なっているバックアップ操作をディセーブルにします。

UCS-A /system/backup #
disable

ステップ 3   

（任意）

トランザクションをコミットすると、ただちにバック

アップ操作が実行されるようにします。

UCS-A /system/backup #
enable

ステップ 4   

   Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
880

設定のバックアップと復元

バックアップ操作の変更



目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

バックアップ操作の説明を指定します。

説明にスペース、特殊文字、または句読点が

含まれている場合、説明を引用符で括る必要

があります。引用符は、showコマンド出力の
説明フィールドには表示されません。

（注）

UCS-A /system/backup #
set descr description

ステップ 5   

（任意）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを指

定します。

UCS-A /system/backup #
set protocol {ftp | scp | sftp
| tftp}

ステップ 6   

（任意）

バックアップする設定ファイルの名前を指定します。

UCS-A /system/backup #
set remote-file filename

ステップ 7   

（任意）

作成するバックアップファイルのタイプを指定します。

backup-type引数には、次のいずれかの値を指定できま
す。

UCS-A /system/backup #
set type backup-type

ステップ 8   

• all-configuration：サーバ関連、ファブリック関連、
システム関連の設定をバックアップします

• logical-configuration：ファブリックおよびサービス
プロファイルの関連の設定をバックアップします

• system-configuration：システム関連の設定をバック
アップします

• full-state：ディザスタリカバリのために完全な状
態をバックアップします

（注） •完全な状態のバックアップファイル
はインポート操作を使用してイン

ポートできません。これらは、ファ

ブリックインターコネクトの設定を

復元するためにのみ使用されます。

• Full Stateバックアップファイルを使
用した場合にのみ、バックアップ

ファイルのエクスポート元のシステ

ムと同じバージョンを実行している

システムを復元できます。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

vHBAWWPN、vNICMAC、WWNN、UUIDなど、プー
ルから抽出された ID値または物理デバイスユーザラベ
ルをバックアップで保存するかどうかを指定します。

UCS-A /system/backup #
set preserve-pooled-values
{no | yes}

ステップ 9   

（任意）

システムがリモートサーバへのログインに使用する必

要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTPプ
ロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /system/backup #
set user username

ステップ 10   

（任意）

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促さ
れます。

UCS-A /system/backup #
set password

ステップ 11   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定します。

この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合には適用
されません。

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/backup #
commit-buffer

ステップ 12   

次に、説明を追加し、host35バックアップ操作のプロトコル、ユーザ名、およびパスワードを変
更し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope backup host35
UCS-A /system/backup # set descr "This is a backup operation for host35."
UCS-A /system/backup* # set protocol sftp
UCS-A /system/backup* # set user UserName32
UCS-A /system/backup* # set password
Password:
UCS-A /system/backup* # set preserve-pooled-values no
UCS-A /system/backup* # commit-buffer
UCS-A /system #

バックアップ操作の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名のバックアップ操作

を削除します。

UCS-A /system # delete backup
hostname

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをコミットします。UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   

次に、host35というホスト名のバックアップ操作を削除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete backup host35
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

スケジュールバックアップの設定

Full State バックアップポリシーの設定

はじめる前に

バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスおよび認証クレデンシャルを取得しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モー

ドを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

All Configurationエクスポートポリシーモードを開始し
ます。

UCS-A /org #scope
backup-policy default

ステップ 2   

バックアップポリシーが格納されている場所のホスト

名、IPv4または IPv6アドレスを指定します。これは、
UCS-A /org/backup-policy #
set hostname {hostname |
ip-addr | ip6-addr}

ステップ 3   

サーバ、ストレージアレイ、ローカルドライブ、また

はファブリックインターコネクトがネットワーク経由

でアクセス可能な任意の読み取り/書き込みメディアな
どがあります。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

IPv4または IPv6アドレスではなくホスト名を
使用する場合は、DNSサーバを設定する必要
があります。Cisco UCSドメインが Cisco UCS
Centralに登録されていないか、DNS管理が
[local]に設定されている場合、DNSサーバを
Cisco UCS Managerに設定します。Cisco UCS
ドメインがCisco UCS Centralに登録されてい
ないか、DNS管理が [global]に設定されてい
る場合は、Cisco UCS Centralで DNSサーバを
設定します。

（注）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを指

定します。

UCS-A /org/backup-policy #
set protocol {ftp | scp | sftp
| tftp}

ステップ 4   

システムがリモートサーバへのログインに使用する必

要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTPプ
ロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /org/backup-policy #
set user username

ステップ 5   

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促さ
れます。

UCS-A
/system/backup-policy # set
password

ステップ 6   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定します。

この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合には適用
されません。

バックアップファイルのフルパスを指定します。この

フィールドには、ファイル名とパスを含めることができ

UCS-A
/system/backup-policy # set
remote-file filename

ステップ 7   

ます。ファイル名を省略すると、バックアップ手順に

よって、ファイルに名前が割り当てられます。

ポリシーの管理状態を指定します。次のいずれかになり

ます。

UCS-A
/system/backup-policy # set
adminstate {disabled |
enabled}

ステップ 8   

• enabled：Cisco UCS Managerは、[Schedule]フィー
ルドで指定されたスケジュールを使用してバック

アップファイルをエクスポートします。

• disabled：Cisco UCS Managerはファイルをエクス
ポートしません。

Cisco UCS Managerがバックアップファイルをエクス
ポートする頻度を指定します。

UCS-A
/system/backup-policy # set
schedule {daily | weekly |
bi-weekly}

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

バックアップポリシーの説明を指定します。UCS-A
/system/backup-policy # set
descr description

ステップ 10   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字または
スペースを使用できます。`（アクセント記号）、\（バッ
クスラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、
=（等号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一
重引用符）は使用できません。

トランザクションをコミットします。UCS-A /backup-policy #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、週単位のバックアップのための full stateバックアップポリシーを設定し、トランザ
クションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope backup-policy default
UCS-A /org/backup-policy # set hostname host35
UCS-A /org/backup-policy* # set protocol scp
UCS-A /org/backup-policy* # set user UserName32
UCS-A /backup-policy* # set password
Password:
UCS-A /backup-policy* # set remote-file /backups/full-state1.bak
UCS-A /backup-policy* # set adminstate enabled
UCS-A /backup-policy* # set schedule weekly
UCS-A /backup-policy* # set descr "This is a full state weekly backup."
UCS-A /backup-policy* # commit-buffer
UCS-A /backup-policy #

All Configuration エクスポートポリシーの設定

はじめる前に

バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスおよび認証クレデンシャルを取得しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モー

ドを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

AllConfigurationエクスポートポリシーモードを開始し
ます。

UCS-A /org #scope
cfg-export-policy default

ステップ 2   

コンフィギュレーションファイルが格納されている場

所のホスト名、IPv4または IPv6アドレスを指定しま
UCS-A /org/cfg-export-policy
# set hostname {hostname |
ip-addr | ip6-addr}

ステップ 3   

す。これは、サーバ、ストレージアレイ、ローカルド
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目的コマンドまたはアクション

ライブ、またはファブリックインターコネクトがネッ

トワーク経由でアクセス可能な任意の読み取り/書き込
みメディアなどがあります。

IPv4または IPv6アドレスではなくホスト名を
使用する場合は、DNSサーバを設定する必要
があります。Cisco UCSドメインが Cisco UCS
Centralに登録されていないか、DNS管理が
[local]に設定されている場合、DNSサーバを
Cisco UCS Managerに設定します。Cisco UCS
ドメインがCisco UCS Centralに登録されてい
ないか、DNS管理が [global]に設定されてい
る場合は、Cisco UCS Centralで DNSサーバを
設定します。

（注）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを指

定します。

UCS-A /org/cfg-export-policy
# set protocol {ftp | scp | sftp
| tftp}

ステップ 4   

システムがリモートサーバへのログインに使用する必

要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTPプ
ロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /org/cfg-export-policy
# set user username

ステップ 5   

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促さ
れます。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set password

ステップ 6   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定します。

この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合には適用
されません。

エクスポートされたコンフィギュレーションファイル

のフルパスを指定します。このフィールドには、ファ

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set remote-file filename

ステップ 7   

イル名とパスを含めることができます。ファイル名を

省略すると、バックアップ手順によって、ファイルに

名前が割り当てられます。

ポリシーの管理状態を指定します。次のいずれかにな

ります。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set adminstate {disabled |
enabled}

ステップ 8   

• [enabled]：CiscoUCSManagerは、[Schedule]フィー
ルドで指定されたスケジュールを使用して設定情

報をエクスポートします。

• [disabled]：CiscoUCSManagerは情報をエクスポー
トしません。
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目的コマンドまたはアクション

Cisco UCS Managerが設定情報をエクスポートする頻度
を指定します。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set schedule {daily | weekly
| bi-weekly}

ステップ 9   

コンフィギュレーションエクスポートポリシーの説明

を指定します。

UCS-A
/system/cfg-export-policy #
set descr description

ステップ 10   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字または
スペースを使用できます。`（アクセント記号）、\（バッ
クスラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、
=（等号）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一
重引用符）は使用できません。

トランザクションをコミットします。UCS-A /cfg-export-policy #
commit-buffer

ステップ 11   

次の例では、週単位のバックアップのための all configurationエクスポートポリシーを設定し、ト
ランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope cfg-export-policy default
UCS-A /org/cfg-export-policy # set hostname host35
UCS-A /org/cfg-export-policy* # set protocol scp
UCS-A /org/cfg-export-policy* # set user UserName32
UCS-A /cfg-export-policy* # set password
Password:
UCS-A /cfg-export-policy* # set remote-file /backups/all-config9.bak
UCS-A /cfg-export-policy* # set adminstate enabled
UCS-A /cfg-export-policy* # set schedule weekly
UCS-A /cfg-export-policy* # set descr "This is an all configuration backup."
UCS-A /cfg-export-policy* # commit-buffer
UCS-A /cfg-export-policy #

バックアップ/エクスポートの設定リマインダの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組

織モードを開始するには、/を org-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

バックアップ/エクスポート設定ポリシーモード
を開始します。

UCS-A /org #scope
backup-exp-policy

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

既存のバックアップ/エクスポートの設定ポリシー
を表示します。

UCS-A /org/backup-exp-policy
#show

ステップ 3   

ポリシーの管理状態を指定します。次のいずれか

になります。

UCS-A /org/backup-exp-policy #
set adminstate {disable | enable}

ステップ 4   

• enable：指定時間内にバックアップが実行さ
れない場合、Cisco UCS Managerはエラーを
発生させます。

• disable：指定時間内にバックアップが実行さ
れない場合、Cisco UCS Managerはエラーを
発生させません。

バックアップを行うよう通知されるまでの日数を

指定します。1～365の整数を入力します。デフォ
ルト値は 30日間です。

UCS-A /org/backup-exp-policy
#set frequencyNumber_of_Days

ステップ 5   

トランザクションをコミットします。UCS-A /org/backup-exp-policy
#commit-buffer

ステップ 6   

次に、現在のバックアップ/エクスポートの設定ポリシーを確認し、リマインダの頻度を変更し、
トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope backup-exp-policy
UCS-A /org/backup-exp-policy # set frequency 5
UCS-A /org/backup-exp-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/backup-exp-policy #

インポート操作の設定

インポート操作の作成

完全状態バックアップファイルはインポートできません。次のコンフィギュレーションファイル

のいずれもインポートできます。

• Allコンフィギュレーション

•システム設定

• Logicalコンフィギュレーション

はじめる前に

コンフィギュレーションファイルをインポートするには、次の情報を収集します。
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•バックアップサーバの IPアドレスおよび認証クレデンシャル

•バックアップファイルの完全修飾名

手順

目的コマンドまたはアク

ション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

インポート操作を作成します。次のいずれかの構文を使用し

てインポートされるファイルの URLを指定します。
UCS-A /system # create
import-config URL
{disabled | enabled}
{merge | replace}

ステップ 2   

• ftp:// username@hostname/ path

• scp:// username@hostname/ path

• sftp:// username@hostname/ path

• tftp:// hostname: port-num/ path

複数のインポート操作を保存できますが、各ホスト名につき

1種類の操作だけが保存されます。

enableキーワードを使用した場合、インポート操作は
commit-bufferコマンドを入力するとするに自動実行されま
す。disableキーワードを使用すると、インポート操作はイネー
ブルにされるまで実行されません。インポート操作をイネー

ブルにする場合、インポート操作を作成するときに使用した

ホスト名を指定する必要があります。

mergeキーワードを使用すると、設定情報が既存の情報とマー
ジされます。競合する場合、現在のシステム上の情報が、イ

ンポート設定ファイル内の情報に置き換えられます。replace
キーワードを使用すると、システムはインポート設定ファイ

ル内の各オブジェクトを取得し、現在のコンフィギュレーショ

ン内の対応するオブジェクトを上書きします。

（任意）

インポート操作の説明を記入します。

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれ

ている場合、説明を引用符で括る必要があります。

引用符は、showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（注）

UCS-A
/system/import-config#
set descr description

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A
/system/import-config #
commit-buffer

ステップ 4   
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次の例は、現在のコンフィギュレーションを置き換えるディセーブル状態のホスト名 host35のイ
ンポート操作を作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A /system* # create import-config scp://user@host35/backups/all-config9.bak disabled
replace
Password:
UCS-A /system/import-config* # commit-buffer
UCS-A /system/import-config #

インポート操作の実行

完全状態バックアップファイルはインポートできません。次のコンフィギュレーションファイル

のいずれもインポートできます。

• Allコンフィギュレーション

•システム設定

• Logicalコンフィギュレーション

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名でシステムバックアッ

プモードを開始します。

UCS-A /system # scope import-config
hostname

ステップ 2   

インポート操作をイネーブルにします。UCS-A /system/import-config # enableステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/import-config #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、host35というホスト名に対しインポート操作をイネーブルにし、トランザクションをコミッ
トする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope import-config host35
UCS-A /system/import-config # enable
UCS-A /system/import-config* # commit-buffer
UCS-A /system/import-config #
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インポート操作の変更

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名でシステムインポートコンフィギュ

レーションモードを開始します。

UCS-A /system # scope
import-config hostname

ステップ 2   

（任意）

トランザクションのコミット時にインポート操作が自

動的に実行されないようにするために、イネーブルに

なっているインポート操作をディセーブルにします。

UCS-A /system/import-config
# disable

ステップ 3   

（任意）

トランザクションをコミットすると、ただちにイン

ポート操作が実行されるようにします。

UCS-A /system/import-config
# enable

ステップ 4   

（任意）

インポート操作に使用する次のいずれかのアクション

タイプを指定します。

UCS-A /system/import-config
# set action {merge | replace}

ステップ 5   

•Merge：設定情報が既存の情報とマージされま
す。競合する場合、現在のシステム上の情報が、

インポート設定ファイル内の情報に置き換えら

れます。

• Replace：インポート設定ファイル内の各オブジェ
クトが採用され、現在の設定内の対応するオブ

ジェクトは上書きされます。

（任意）

インポート操作の説明を記入します。

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示されません。

（注）

UCS-A /system/import-config
# set descr description

ステップ 6   

（任意）

Enterキーを押すと、パスワードを入力するように促
されます。

UCS-A /system/import-config
# set password

ステップ 7   

リモートサーバのユーザ名のパスワードを指定しま

す。この手順は、TFTPプロトコルを使用する場合に
は適用されません。
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目的コマンドまたはアクション

CiscoUCSManagerでは、このパスワードは
保存されません。したがって、インポート

操作をイネーブルにしてただちに実行する

場合を除き、このパスワードを入力する必

要はありません。

（注）

（任意）

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコルを

指定します。

UCS-A /system/import-config
# set protocol {ftp | scp | sftp
| tftp}

ステップ 8   

（任意）

インポートする設定ファイルの名前を指定します。

UCS-A /system/import-config
# set remote-file filename

ステップ 9   

（任意）

システムがリモートサーバへのログインに使用する

必要のあるユーザ名を指定します。この手順は、TFTP
プロトコルを使用する場合には適用されません。

UCS-A /system/import-config
# set user username

ステップ 10   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/import-config
# commit-buffer

ステップ 11   

次に、説明を追加し、host35インポート操作のパスワード、プロトコル、およびユーザ名を変更
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope import-config host35
UCS-A /system/import-config # set descr "This is an import operation for host35."
UCS-A /system/import-config* # set password
Password:
UCS-A /system/import-config* # set protocol sftp
UCS-A /system/import-config* # set user jforlenz32
UCS-A /system/import-config* # commit-buffer
UCS-A /system/import-config #

インポート操作の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

指定したホスト名のインポート操作を

削除します。

UCS-A /system # delete import-config
hostname

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   
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次に、host35というホスト名のインポート操作を削除し、トランザクションをコミットする例を
示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete import-config host35
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

ファブリックインターコネクトの設定の復元
バックアップファイルのエクスポート元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを

復元するには、Full Stateバックアップファイルを使用することを推奨します。同じリリーストレ
インの場合でも、Full Stateバックアップを使用してシステムを復元できます。たとえば、リリー
ス 2.1(3a)を実行しているシステムから作成した Full Stateバックアップを使用して、リリース
2.1(3f)を実行するシステムを復元できます。

VSANまたは VLAN設定の問題を回避するには、バックアップ時にプライマリファブリックイ
ンターコネクトであったファブリックインターコネクトでバックアップを復元する必要がありま

す。

はじめる前に

システム設定を復元するには、次の情報を収集します。

•ファブリックインターコネクト管理ポートの IPv4アドレスとサブネットマスク、または
IPv6アドレスとプレフィックス

•デフォルトのゲートウェイの IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

•バックアップサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスと認証クレデンシャル

• Full Stateバックアップファイルの完全修飾名

システムを復元するには、Full Stateコンフィギュレーションファイルへのア
クセスが必要です。その他のタイプのコンフィギュレーションファイルやバッ

クアップファイルでは、システムを復元できません。

（注）

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトがオフの場合はオンにします。
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ファブリックインターコネクトがブートする際、Power On Self-Testのメッセージが表示されま
す。

ステップ 3 インストール方式プロンプトで、consoleと入力します。

ステップ 4 restoreと入力して、完全な状態のバックアップから設定を復元します。

ステップ 5 yと入力して、完全な状態のバックアップから復元することを確定します。

ステップ 6 ファブリックインターコネクトの管理ポートの IPアドレスを入力します。
ステップ 7 ファブリックインターコネクトの管理ポートのサブネットマスクを入力します。

ステップ 8 デフォルトゲートウェイの IPアドレスを入力します。
ステップ 9 バックアップコンフィギュレーションファイルを取得する際に使用する、次のいずれかのプロト

コルを入力します。

• scp

• ftp

• tftp

• sftp

ステップ 10 バックアップサーバの IPアドレスを入力します。
ステップ 11 完全な状態のバックアップファイルのフルパスおよびファイル名を入力します。

Full Stateバックアップファイルを使用した場合にのみ、バックアップファイルのエク
スポート元のシステムと同じバージョンを実行しているシステムを復元できます。

（注）

ステップ 12 バックアップサーバにアクセスするためのユーザ名とパスワードを入力します。

ファブリックインターコネクトがバックアップサーバにログインし、指定された完全な状態の

バックアップファイルのコピーを取得し、システム設定を復元します。クラスタ設定の場合、セ

カンダリファブリックインターコネクトを復元する必要はありません。セカンダリファブリッ

クインターコネクトがリブートすると、Cisco UCSはただちにその設定をプライマリファブリッ
クインターコネクトと同期させます。

次に、FTPを使用して 20.10.20.10のバックアップサーバから取得された Backup.bakファイルか
らシステム設定を復元する例を示します。

Enter the configuration method. (console/gui) ? console

Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? restore

NOTE:
To configure Fabric interconnect using a backup file on a remote server,
you will need to setup management interface.
The management interface will be re-configured (if necessary),
based on information stored in the backup file.

Continue to restore this Fabric interconnect from a backup file (yes/no) ? yes

Physical Switch Mgmt0 IPv4 address : 192.168.10.10

Physical Switch Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.255.0

IPv4 address of the default gateway : 192.168.10.1
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Enter the protocol to get backup file (scp/ftp/tftp/sftp) ? scp
Enter the IP address of backup server: 20.10.20.10
Enter fully qualified backup file name: Backup.bak
Enter user ID: user
Enter password:
Retrieved backup configuration file.

Configuration file - Ok

Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect
UCS-A login:

設定の削除

必要な場合に限り設定を削除してください。設定を削除すると、設定が完全に削除され、シス

テムが未設定の状態でリブートします。その後、バックアップファイルから設定を復元する

必要、または初期システムセットアップを実行する必要があります。

注意

手順

目的コマンドまたはアクション

ローカル管理 CLIを開始します。UCS-A# connect local-mgmtステップ 1   

設定を削除します。UCS-A(local-mgmt)# erase
configuration

ステップ 2   

設定の削除を確認するプロンプトが表示されま

す。yesと入力すると、設定は削除され、シス
テムが未設定の状態でリブートします。

次に、設定を削除する例を示します。

UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# erase configuration
All UCS configurations will be erased and system will reboot. Are you sure? (yes/no): yes
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第 41 章

失われたパスワードの復旧

この章は、次の項で構成されています。

• aminアカウントのパスワードの復旧, 897 ページ

• ファブリックインターコネクトのリーダーシップロールの決定, 898 ページ

• スタンドアロン設定の adminアカウントパスワードの復旧, 898 ページ

• クラスタ設定の adminアカウントパスワードの復旧, 900 ページ

amin アカウントのパスワードの復旧
adminアカウントは、システムアドミニストレータまたはスーパーユーザのアカウントです。ア
ドミニストレータが adminアカウントのパスワードを失うと、重大なセキュリティ上の問題が発
生する可能性があります。adminアカウントのパスワードを回復させる手順では、すべてのファ
ブリックインターコネクトに電源を再投入する必要があり、データ伝送が一時的に停止します。

adminアカウントのパスワードを復旧する場合、実際にはそのアカウントのパスワードを変更し
ます。adminアカウントに対応する元のパスワードを取得することはできません。

他のすべてのローカルアカウントのパスワードは、Cisco UCS Managerからリセットできます。
ただし、aaaまたは admin権限を持つアカウントを使用して Cisco UCS Managerにログインする必
要があります。

Cisco UCSMiniの場合、この手順では、Cisco UCSドメイン内のファブリックインターコネク
トをシャーシスロットからすべて取り外す必要があります。したがって、CiscoUCSドメイン
内のすべてのデータ送信は、ファブリックインターコネクトがシャーシスロットに取り付け

直されるまで停止します。

他の Cisco UCS構成でこの手順を実行する場合は、すべてのファブリックインターコネクト
の電源を切る必要があります。したがって、Cisco UCSドメイン内のすべてのデータ送信は、
ファブリックインターコネクトが再起動されるまで停止します。

注意
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ファブリックインターコネクトのリーダーシップロール

の決定

管理者パスワードがわからなくなった場合にクラスタ内のファブリックインターコネクトの

権限を判別するには、両方のファブリックインターコネクトの IPアドレスから Cisco UCS
ManagerGUIを開きます。従属ファブリックインターコネクトは失敗し、次のメッセージが表
示されます。

UCSM GUI is not available on secondary node.

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

クラスタの両方のファブリックインターコネク

トの動作状態およびリーダーシップロールを表

示します。

UCS-A# show cluster stateステップ 1   

次に、クラスタの両方のファブリックインターコネクトのリーダーシップロールを表示する例を

示します。ここでは、ファブリックインターコネクト Aがプライマリロールで、ファブリック
インターコネクト Bが従属ロールです。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0x4432f72a371511de-0xb97c000de1b1ada4

A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE

HA READY

スタンドアロン設定の admin アカウントパスワードの復
旧

この手順により、ファブリックインターコネクトで初期システムセットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。adminアカウントは、システムアドミニスト
レータまたはスーパーユーザのアカウントです。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトのコンソールポートを、コンピュータターミナルまたはコン

ソールサーバに物理的に接続します。

2 次のファームウェアの実行中のバージョンを確認します。
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•ファブリックインターコネクトのファームウェアカーネルバージョン

•ファームウェアシステムバージョン

この情報を検索するには、CiscoUCSドメインで任意のユーザアカウントを使用してログイン
します。

ヒント

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 ファブリックインターコネクトの電源を次のように再投入します。

a) Cisco UCS Miniの場合は、シャーシスロットからファブリックインターコネクトを引き出し
ます。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。

b) Cisco UCS Miniの場合は、ファブリックインターコネクトをスライドさせてシャーシスロッ
トに戻します。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオンにしま

す。

ステップ 3 コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時に loaderプロンプトを表示さ
せます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

loaderプロンプトを画面に表示するには、選択したキーの組み合わせを複数回押さなければな
らない場合があります。

ステップ 4 ファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートします。
loader >
boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

例：
loader > boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

loader > boot /installables/switch/ucs-mini-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 5 configターミナルモードを入力します。
Fabric(boot)#
config terminal

ステップ 6 adminパスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)#
admin-password
password
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大文字と数字がそれぞれ 1つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。このパスワードは空
にできません。

新しいパスワードはクリアテキストモードで表示されます。

ステップ 7 configターミナルモードを終了し、ブートプロンプトに戻ります。
ステップ 8 ファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートします。

Fabric(boot)#
load /installables/switch/
system_firmware_version

例：
Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-mini-k9-system.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 9 システムイメージがロードされたら、Cisco UCS Managerにログインします。

クラスタ設定の admin アカウントパスワードの復旧
この手順により、ファブリックインターコネクトで初期システムセットアップの実行時に admin
アカウントに設定したパスワードを復旧できます。adminアカウントは、システムアドミニスト
レータまたはスーパーユーザのアカウントです。

はじめる前に

1 ファブリックインターコネクトのコンソールポートのいずれか 1つを、コンピュータターミ
ナルまたはコンソールサーバに物理的に接続します。

2 次の情報を入手します。

•ファブリックインターコネクトのファームウェアカーネルバージョン

•ファームウェアシステムバージョン

•プライマリリーダーシップロールを持つファブリックインターコネクトと、従属ファブ
リックインターコネクト

この情報を検索するには、CiscoUCSドメインで任意のユーザアカウントを使用してログイン
します。

ヒント
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手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

ステップ 2 従属ファブリックインターコネクトの場合は、次の手順を実行します。

a) Cisco UCS Miniの場合は、シャーシスロットからファブリックインターコネクトを引き出し
ます。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。

b) Cisco UCS Miniの場合は、ファブリックインターコネクトをスライドさせてシャーシスロッ
トに戻します。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオンにしま

す。

c) コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時にloaderプロンプトを表示
させます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

loaderプロンプトを画面に表示するには、選択したキーの組み合わせを複数回押さなければ
ならない場合があります。

ステップ 3 プライマリファブリックインターコネクトの電源を次のように再投入します。

a) Cisco UCS Miniの場合は、シャーシスロットからファブリックインターコネクトを引き出し
ます。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオフにします。

b) Cisco UCS Miniの場合は、ファブリックインターコネクトをスライドさせてシャーシスロッ
トに戻します。それ以外の構成の場合は、ファブリックインターコネクトの電源をオンにしま

す。

ステップ 4 コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせを押して、起動時に loaderプロンプトを表示さ
せます。

• Ctrl+l

• Ctrl+Shift+r

loaderプロンプトを画面に表示するには、選択したキーの組み合わせを複数回押さなければな
らない場合があります。

ステップ 5 プライマリファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートしま

す。
loader > boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

例：
loader > boot /installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.4.1.3.N2.1.0.11.gbin

loader > boot /installables/switch/ucs-mini-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 6 configターミナルモードを入力します。
Fabric(boot)# config terminal
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ステップ 7 adminパスワードをリセットします。
Fabric(boot)(config)# admin-password password

大文字と数字がそれぞれ 1つ以上含まれる強力なパスワードを選択します。このパスワードは空
にできません。

新しいパスワードはクリアテキストモードで表示されます。

ステップ 8 configターミナルモードを終了し、ブートプロンプトに戻ります。
ステップ 9 プライマリファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートしま

す。
Fabric(boot)# load /installables/switch/
system_firmware_version

例：
Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

Fabric(boot)# load /installables/switch/ucs-mini-k9-system.5.0.3.N2.3.01a.bin

ステップ 10 システムイメージがロードされたら、Cisco UCS Managerにログインします。
ステップ 11 従属ファブリックインターコネクトのコンソールで、次の手順を実行してシステムを起動しま

す。

a) 従属ファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアバージョンをブートします。
loader > boot /installables/switch/
kernel_firmware_version

b) 従属ファブリックインターコネクトのシステムファームウェアバージョンをブートします。
Fabric(boot)# load /installables/switch/
system_firmware_version
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