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はじめに 

更新情報 
VC 4.50には、以下の機能強化が含まれています。 

• HPE VC FlexFabric-20/40 F8モジュール上でのみNICポートごとの8つの物理機能をサポート（HPE OneView 
3.0以降で管理されている場合のみサポート） 

• HPE VC FlexFabric-20/40 F8モジュール上でHPE 40Gb QSFP+BiDiトランシーバーをサポート 

• VCドメインにTAAモジュールと非TAAモジュールが混在している場合に、検出して報告 

• Mozilla Firefox 39.0.3および42のサポート 

• QSFP+CR4 DACケーブルのオートネゴシエーション構成のサポート 
 

VC 4.45からVC 4.50への変更点 
 

コマンド 変更点 Virtual Connect 4.45 Virtual Connect 4.50 

set uplinkport コマンドが、オートネゴシ
エーションを構成するよう
に拡張されています。 

[Autonegotiate=<Default|Dis
abled>]は使用できません 

[Autonegotiate=<Default|Dis
abled>]が追加されました 

add uplinkport コマンドが、オートネゴシ
エーションを構成するよう
に拡張されています。 

[Autonegotiate=<Default|Dis
abled>]は使用できません 

[Autonegotiate=<Default|Dis
abled>]が追加されました 

 
 

複数プロファイルの割り当て解除 
unassign profileコマンドは、単一のコマンドでデバイスベイから複数のプロファイルを割り当て解除できます。 

次に、単一のCLIコマンドで、複数のデバイスベイから4つのサーバープロファイルを割り当て解除する例を示しま

す。デバイスベイのいずれかで操作が失敗した場合は、そのサーバーまたはデバイスベイに関するエラーメッセー

ジが表示されますが、その他の操作は続行されます。 
->unassign profile * 
SUCCESS: Profile1 unassigned from device bay enc0:1 
SUCCESS: MyProfile2 unassigned from device bay enc0:2 
SUCCESS: GreenProfile unassigned from device bay enc0:3 
SUCCESS: RedProfile unassigned from device bay enc0:4 

 

CLIスクリプトでのコメントと空白行のサポート 
CLIは、空白行とコメントを含むコマンドスクリプトをサポートします。コメントと空白行をサポートしているため、

構成スクリプト内でわかりやすい注釈を維持することができます。 

次のスクリプト例は、このタイプのフォーマットのCLIスクリプトを示しています。コメント行はすべて「#」で開

始する必要があります。 

#------------------------------------------------------------------------ 

# This is my sample Virtual Connect Domain Configuration Script 

# Revision 1.0.1.2 

# February 15, 2016 
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#------------------------------------------------------------------------ 

 

#Report errors but continue processing script commands 

set cli ExitOnFailure=False 

 

# Add Users 

add user SomeNetworkUser password=pass1 role=network 

add user SomeStorageUser password=pass2 role=storage 

add user SomeDomainUser password=pass6 role=domain 

add user SomeAdminUser password=pass3 role=* 

add user DomainNetworkUser password=764dhh role=domain,network 

 

# Add Profiles with Default VC-Enet and VC-FC Connections 

add profile MyProfile 

add profile AnotherProfile 

add profile Profile45 

 

# Add VC-Enet Networks 

add network MyNetwork 

add network Network2 

 

# Add uplink ports to the networks 

add uplinkport enc0:1:1 network=MyNetwork 

add uplinkport enc0:1:2 network=Network2 

 

# Create a Shared Uplink Port Set 

add uplinkset SharedSet1 

 

# Add a new FCoE SAN fabric connection to a profile 

add fcoe-connection MyNewProfile Fabric=SAN_5 

 

# Reset the active QoS configuration type to the factory default settings but does not 
change the saved configuration types 

reset qos -active 

 

# Set the domain default LACP timer to the short setting (one second) 

set lacp-timer default=Short 
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# Add a Multicast Filter "filter1" to Filterset "mfs1" 

add mfs-filter FilterSet=mfs1 McastFilter =filter1 

 

# Set the global option to enable the loop protection and pause flood protection 

set port-protect networkLoop=Enabled PauseFlood=Enabled 

 

# Set idle user sessions to expire after 20 minutes of inactivity 

set session Timeout=20 

 

# Create a new Multicast Filter and adds it to the domain 

add mcast-filter MyMcastFilter 

 

# Assign a profile to a device bay 

assign profile MyProfile enc0:1 

 

# Done!!! 
 

Virtual Connectの概要 
HPE Virtual Connectはインターコネクトモジュールのセットであり、HPE BladeSystem c-Classエンクロージャー

の内蔵ソフトウェアです。VCは、ネットワークが個々のサーバーまたはHPE BladeSystemサーバーブレードのプー

ルと通信できるようになるように、サーバーとデータセンターインフラストラクチャの間でサーバーエッジの仮想

化を実装します。外部のLANおよびSAN環境に対して目に見える変更を加えることなく、エンクロージャー内でサー

バーブレードをアップグレード、交換、または移動できます。外部ネットワークは、個々のサーバーではなく、サー

バーの共有リソースプールに接続します。VCは、サーバーエンクロージャーの管理をLANおよびSANの管理から明

確に分離します。 

VCは、サーバー接続のセットアップおよび管理を簡略化し、次のコンポーネントを含みます。 

• HPE Virtual Connect Manager 

• VC Ethernetモジュール： 

o HPE VC Flex-10 10Gb Ethernetモジュール 

o HPE VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュール 

o HPE VC Flex-10/10Dモジュール 

o HPE VC FlexFabric-20/40 F8モジュール 

• VCファイバーチャネルモジュール： 

o HPE VC 8Gb 20ポートファイバーチャネルモジュール 

o HPE VC 8Gb 24ポートファイバーチャネルモジュール 

o HPE VC 16Gb 24ポートファイバーチャネルモジュール 

VCモジュールは、HPE BladeSystemエンクロージャーと、エンクロージャー内に含まれるすべてのサーバーブレー

ドおよびネットワークをサポートします。 

• VC-EnetモジュールおよびFlexFabricモジュールによって、Ethernetスイッチ、プリンター、ラップトップ、

ラックマウント型サーバー、およびネットワークストレージデバイスへの接続が可能になります。 

• VC-FCおよびFlexFabricモジュールによって、データセンターFCスイッチへの接続が可能になります。 

すべてのFCファブリックは、サポートできるスイッチの数に制限がありますが、VC-FCモジュールとFlexFabric
モジュールはFCファブリックにスイッチとして認識されず、FCファブリックの制限に関係しません。 
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エンクロージャーおよび構成のモジュールサポートについては、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

（http://www.hpe.com/info/qs（英語））にある製品のQuickSpecsを参照してください。 

VCMは、VC-EnetモジュールおよびFlexFabricモジュールに内蔵されており、WebベースGUIまたはCLI経由でアク

セスされます。これらのインターフェイスもOnboard Administratorからアクセスできます。 

VCの基本ドメインは、合計16台のサーバー（倍密度オプションが有効になっている場合は最大32台のサーバー）を

サポートするHPE c-Class BladeSystem c7000エンクロージャーを1台、または合計8台のサーバー（倍密度オプショ

ンが有効になっている場合は最大16台のサーバー）をサポートするHPE c-Class BladeSystem c3000エンクロー

ジャーを1台含みます。 

ドメイン内では、どのサーバーブレードも（必要なLANまたはSANデバイスを備えていれば）VCモジュールに接続

されたLANまたはSANにアクセスでき、また、特定のプロセッサータイプ（IntegrityまたはX86）のサーバーブレー

ドを（必要な数およびタイプの接続を備えていれば）同じエンクロージャー内の同じプロセッサータイプの任意の

サーバーブレードのスペアとして使用できます。ネットワークアクセスグループ機能により、ネットワーク管理者

は、許可される機能に基づいてネットワークの区分を明確に定義し、サーバー管理者が同じサーバープロファイル

で特定のネットワークの組み合わせを割り当てることを防止できます。 

ドメイン内のVC-Enetモジュールをいっしょにスタッキング接続（ケーブル接続）し、すべてのエンクロージャー

の同じベイ上のVC-FCまたはFlexFabricモジュールFCアップリンクを同じFCスイッチに接続することにより、その

ドメインのすべてのサーバーブレードを、任意の外部ネットワークまたはファブリック接続にアクセスできるよう

に構成することが可能です。このような構成により、管理者は、VCMを使用して、外部LANまたはSAN構成を変更

することなく、サーバーブレードのプロファイルをVirtual Connectドメイン内の別のサーバーに展開および移行で

きます。 
 

CLIコマンドの実行モード 
Virtual Connect ManagerのCLIには、コマンド実行のための方法が2つ（対話型シェルモードとスクリプトモード）

あります。スクリプトモードは、非対話型モードと同じです。 

対話型シェルモード 

このモードでは、専用の管理シェルを使用してCLIのコマンド動作を起動します。シェルは有効な認証情報を用いて

ログインした後に表示されます。シェルが入力として受け付けるのは、既知のVCM CLIコマンドだけです。 

Tabキーを押すと、サブコマンドと管理対象エレメントが自動的に完了します。文字列を入力してからTabキーを押

して、コマンドオプションを絞り込んだリストを確認することもできます。 

シェルを終了するには、exitコマンドを使用します。以下に、対話型管理シェルへのログインの例を示します。例

では、プライマリVCMがIPアドレス192.168.0.120の位置にあるとします。 
>ssh 192.168.0.120 
 
login as: administrator 
password: *********** 
 
-------------------------------------------------------------------- 
HPE Virtual Connect Management CLI v4.50 
(C) Copyright 2006-2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
All Rights Reserved 
-------------------------------------------------------------------- 
 
GETTING STARTED: 
 
help           :displays a list of available subcommands 
exit           :quits the command shell 
<subcommand> ? : displays a list of managed elements for a subcommand 
<subcommand> <managed element> ? : displays detailed help for a command 
 
-> 

http://www.hpe.com/info/qs
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スクリプトモード 

一度に1つのコマンドを実行する自動スクリプトを書くことを希望する場合もあります。これらのスクリプトは、1つ
のスクリプトファイルに記録された複数のコマンドをSSHクライアントから一括で実行するために使用できます。

以下にスクリプトモードを使用してCLIコマンドを実行する方法の例を示します。例では、プライマリVCMがIPア
ドレス192.168.0.120の位置にあるとします。 

->ssh Administrator@192.160.0.120 show enclosure 
<command output displayed to user's screen>  

 

 重要：ログイン時にパスワードの入力を指示するプロンプトが表示されないようにするには、事前に

VCMのWeb GUIを使用してSSHの暗号キーをセットアップし、そのキーを使用してSSHクライアント

を正しく構成してください。SSHキーの構成について詳しくは、『HPE Virtual Connect for c-Class
BladeSystemユーザーガイド』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/
vc/manuals）を参照してください。 

 
 

Virtual Connect Managerへのリモートアクセス 
SSHセッション経由でリモートからVCM CLIにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. SSHクライアントアプリケーションを使用して、Virtual Connect ManagerとのSSHセッションを開始します。 

2. プロンプトにVirtual Connect Managerに割り当てられているIPアドレスまたはDNS名を入力します。 

3. 有効なユーザー名を入力します。 

4. 有効なパスワードを入力します。CLIコマンドプロンプトが表示されます。 

5. Virtual Connect Managerの各コマンドを入力します。 

6. リモートアクセスSSHセッションを終了するには、通信ソフトウェアを閉じるかまたはCLIコマンドプロンプ

トでexitと入力します。 

Onboard Administrator CLI経由でリモートからVCM CLIにアクセスするには、Onboard Administrator CLIで
connect interconnectコマンドを実行します。 

 

コマンド出力のフィルタリング 
CLIには、関心のあるプロパティだけを表示できる出力フィルタリング機能があります。この機能は、大量の出力デー

タから特定の情報をフィルタリングする場合に役立ちます。出力フィルタリングルールには、1つ以上のプロパティ

を指定できます。 

次の例は、出力フィルタリングの共通の使用シナリオの一部を示しています。 

例1：すべての有効なユーザーを表示する 
->show user enabled=true 

例2：すべてのVC Ethernetモジュールを表示する 
->show interconnect type=VC-ENET 

例3：リンクを確立しているすべての外部アップリンクを表示する 
->show uplinkport status=linked 

例4：コネクタータイプがRJ-45で、速度がAutoに構成されているアップリンクポートをすべて表示する 
->show uplinkport type=RJ45 Speed=Auto 

例5：現在、電源が入っているすべてのサーバーを表示する 
->show server power=On 

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
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コマンドラインの概要 
VCMを管理するための代替方法として、VCMコマンドラインインターフェイスを使用できます。CLIの使用は、次

のような使用状況で役立ちます。 

• データの収集やプロビジョニングおよび構成タスクの実行のためにVCMの機能を利用するツールを開発でき

ます。 

• ブラウザーを使用できない場合、またはコマンドラインインターフェイスを使用したい場合は、管理データに

アクセスしたり構成タスクを実行したりできます。 

• スクリプトファイルを使用してコマンドをバッチ処理できます。このようなスクリプトファイルは、手動で実

行するか、スケジュール設定して自動的に実行することができます。 
 

Virtual Connect FIPS操作モード 
バージョン4.30以降、Virtual ConnectはFIPS 140-2レベル1セキュリティ要件をサポートします。FIPSモードを有

効にするには、VCドメイン内での安全なプロトコル、標準、手順の使用が必要です。Virtual Connect FIPS認定は、

現在、『Federal Information Processing Standards Publication 140-2』（http://csrc.nist.gov/publications/Pubs
FIPS.html）に記載されている標準に基づいています。 

このガイドでは、FIPSモードという用語が使用されますが、この用語は承認ステータスではなく機能を示すために

使用されます。ファームウェアのこのバージョンまたはこれ以外のバージョンの最新FIPSステータスについては、

次のドキュメントを参照してください。 

• 『Cryptographic Module Validation Program FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Modules In Process List』 
（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProcess.pdf） 

• 『FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Vendor List』 
（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm） 

Virtual Connect FIPS操作モードについて詳しくは、Virtual Connect Information Library http://www.hpe.com/
info/vc/manualsにある最新の『HPE Virtual Connect for c-Class BladeSystemユーザーガイド』を参照してくだ

さい。 

VCM CLIプロンプトは、次のプロンプトを表示することにより、ドメインがFIPSモードであるかどうかを示します。 

FIPS-> 

以下の機能は、ドメインがFIPSモードのときは無効になるか、または制限されます。 

• FTPおよびTFTP 

• TACACS+認証 

• RADIUS認証 

• 自動展開 

• 構成可能なユーザー役割 

• 管理者パスワードの復旧 

• USBファームウェア更新 

• SNMPv1およびSNMPv2 

• SNMPv3のMD5ユーザー認証およびDES暗号化 

• リモートログ機能（暗号化にstunnelを使用する場合を除く） 

• 短いパスワード 

• 弱いパスワード 

デフォルトでは、パスワードの強度はstrongに設定されていて、最小パスワード長は8文字以上である必要がありま

す。VCMは、FTPおよびTFTPの代わりにSCPおよびSFTPプロトコルを使用します。 

ドメインがFIPSモードの場合は、SFTPを使用する必要があります。次のコマンドでデータを転送する場合は、SFTP
を使用します。 

• save configbackup 

http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html
http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProcess.pdf
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
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• restore configbackup 

• load ldap-certificate 

• load profile 

• save profile 

• load ssh 

• load ssl-certificate 

• save ssl-csr 

• save supportinfo 
 

コマンドライン構文 
CLIの入力では、区別されることが明示されている場合を除き、大文字と小文字は区別されません。CLI構文の一般

的なフォーマットは、次のとおりです。 
<subcommand> <managed element> <parameters> [<options>] [<properties>] 

 

項目 説明 

サブコマンド 管理対象エレメントに対して実行される操作 

管理対象エレメント 対象になる管理エンティティ 

パラメーター 特定の管理操作について、コマンドの内容を拡張するもの 

オプション 出力形式、quietモードなど、コマンド実行の動作をカスタマイズまたは制御するために
用いられる属性 

プロパティ 主に操作を設定および追加するために用いられる、コマンド操作の付属要素になる1つ
または複数の名前および値ペア 

 

例：->add user mark password=asdf89g fullname="Mark Smith" enabled=true 

上記の例では、addがサブコマンド、userが管理対象エレメント、markが操作に必要なパラメーター、password
が必須プロパティ、fullnameおよびenabledがオプションのプロパティです。 

実行するコマンドによって異なりますが、特定のパラメーターまたはプロパティが必要な場合があります。たとえ

ば、新しいユーザーを追加する場合、ユーザー名を示すパラメーターとプロパティの形式で入力するパスワードの

両方を指定する必要があります。これ以外のすべてのユーザープロパティは、ユーザーの追加操作ではオプション

です。一般的には、プロパティはname=valueのフォーマットになります。プロパティが複数ある場合は、スペー

スで区切ります。 

Tabキーを押すと、自動完了オプションが表示されます。 
 

オプション 
オプションを使用すると、コマンド実行時に利用できる特定の動作特性を制御できます。オプションの例としては

出力形式の制御と、対話形式のプロンプトを表示しないようにするquietモードの指定があります。 

他のコマンドライン要素とオプションを区別するには、オプションの前にハイフン（-）を付けます。オプションの

引数は、指定するオプションにより異なり、必須の場合と任意の場合があります。たとえば、-outputオプション

は1つまたは複数の出力形式属性のリストに当たる引数を必要としますが、-quietオプションでは引数を指定する

必要はありません。 

CLIオプションの一般的なフォーマットは、次のとおりです。 
-<オプション>[=引数1>,<引数2>, . . .] 

例：->show user suzi -output=script1 

この例では、-outputがオプションでscript1がオプションの引数です。 
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プロパティ 
プロパティは、管理対象エレメントの特定の構成属性です。プロパティは、通常、管理対象エレメントの変更また

は作成を行うset操作またはadd操作の実行中に使用されますが、一部のケースでは、showなどのコマンドの中で

プロパティを使うこともあります。 
 

 重要：プロパティの値の中にスペースが含まれる場合、プロパティ値全体を一重または二重引用符で囲

む必要があります。同様に、プロパティの値に二重引用符が含まれる場合は一重引用符で、一重引用符

が含まれる場合は二重引用符で囲む必要があります。 
  

 

コマンドのバッチ処理 
スクリプトは、多数のCLIコマンドをバッチ処理する場合に役立ちます。単一のCLIスクリプトを作成して、最初か

らVCドメイン全体を構成し、それを複数のエンクロージャー上で使用できます。 

Linux SSHクライアントを使用している場合は、単にスクリプトをSSHにリダイレクトするだけです。SSHキーが

クライアントとファームウェアに構成されていない場合は、パスワードプロンプトが表示されます。スクリプトの

自動化を有効にし、セキュリティを強化するために、SSHパブリック/プライベートキーペアを生成し、VCファー

ムウェアにパブリックキーをアップロードできます。例： 
>ssh Admin@192.168.0.120 < myscript.txt 

WindowsベースのSSHクライアントを使用している場合は、-mオプションを使用してファイルをクライアントに渡

します。SSHキーがクライアントとファームウェアに構成されていない場合は、パスワードプロンプトが表示され

ます。スクリプトの自動化を可能にし、セキュリティを強化するために、SSHパブリック/プライベートキーペアを

生成し、VCファームウェアにパブリックキーをアップロードできます。例： 
>plink Admin@192.168.0.120 -m myscript.txt 

CLIを使用すると、1つの起動するコマンドラインに複数のCLIコマンドを入力できます。この機能は、同じSSHセッ

ションのコンテキストで、複数のコマンドをバッチ処理し、特定のシーケンスで実行する場合に役立ちます。この

方式は、長いスクリプトを処理する際のパフォーマンス全体を改善します。 

例1：コマンドバッチ処理を使用しないコマンド例 
add profile Profile1 
add network Network1 
add uplinkset UplinkSet1 

例2：コマンドバッチ処理を使用したコマンド例 
add profile Profile1;add network Network1;add uplinkset UplinkSet1 
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コマンドライン 

サブコマンド 
以下のサブコマンドを使用して、エレメントを管理します。 

add 

ドメインまたは別のオブジェクトに新しいオブジェクトを追加します。 

assign 

デバイスベイにサーバープロファイルを割り当てます。 

copy 

サーバープロファイルから別のサーバープロファイルに構成をコピーします。 

delete 

ドメイン構成を削除します。 

exit 

Virtual Connect Managerコマンドラインシェルを終了します。 

help 

コマンドまたはオブジェクトについてのコンテキストヘルプを表示します。 

import 

エンクロージャーをドメインにインポートします。 

load 

リモートサイトからドメインにファイルを転送します。 

poweroff 

1台または複数のサーバーの電源を切ります。 

poweron 

1台または複数のサーバーの電源を入れます。 

reboot 

1台または複数のサーバーを再起動します。 

remove 

既存のオブジェクト（例：ユーザー、プロファイル）を除去または削除します。 

reset 

オブジェクト（たとえば、vcm）でリセット操作を実行します。 

restore 

リモートサイトからファイルを復元します。 

save 

ドメインからリモートサイトにファイルを転送します。 

set 

あるオブジェクトの1つまたは複数の構成プロパティを変更します。 
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show 

あるオブジェクトのプロパティまたは情報を表示します。 

test 

オブジェクト（リモートログ送信先など）の構成をテストします。 

unassign 

デバイスベイに割り当てられているサーバープロファイルの割り当てを解除します。 
 

管理対象エレメント 
 

管理対象エレメント 説明 
all（17ページ） VCドメインの管理対象エレメントをすべて表示します。 
activity（17ページ） VCMが実行する動作イベントとそれらのイベントのステップ単位

の進行状況を表示します。 
auto-deployment（18ページ） 一元的な場所からVCドメイン構成を管理します。 
banner（19ページ） ログイン画面のバナー構成を管理します。 
cli（20ページ） スクリプトモードとauto-deploymentでのコマンド実行の動作を変

更します。 
config（20ページ） ドメイン内で定義されたすべてのオブジェクトについて、コマンド

をすべて表示します。 
configbackup（21ページ） 構成のバックアップおよび復元操作を管理します。 
connection-map（24ページ） DirectAttachファブリックを含んでいるプロファイルを割り当てら

れたサーバーのサーバーとターゲットの接続情報を表示します。 
devicebay（24ページ） エンクロージャーのデバイスベイ情報を表示します。 
domain（25ページ） VCドメインの全般的な構成および情報を管理します。 
enclosure（28ページ） エンクロージャーの全般的な設定および情報を管理します。 
enet-connection（29ページ） Ethernetネットワーク接続を管理します。 
enet-vlan（34ページ） Ethernet VLAN設定を管理します。 
external-manager（35ページ） 外部マネージャー設定および情報を管理します。 
fabric（37ページ） ファイバーチャネルSANファブリックを管理します。 
fc-connection（40ページ） ファイバーチャネルSANファブリック接続を管理します。 
fcoe-connection（43ページ） FCoE SANファブリック接続を管理します。 
firmware（47ページ） インターコネクトモジュールのファームウェアを管理します。 
igmp（47ページ） Ethernet IGMPスヌーピング設定を管理します。 
igmp-group（47ページ） インターコネクトモジュールのIGMP Groupテーブルの情報を表示

できます。 
interconnect（49ページ） I/Oインターコネクトモジュールを管理します。 
interconnect-mac-table（48ページ） インターコネクトモジュールのMACテーブルの情報を表示します。 
iscsi-boot-param（50ページ） iSCSI接続ブートパラメーターを管理します。 
iscsi-connection（53ページ） iSCSI接続を管理します。 
lacp-timer（55ページ） ドメインのデフォルトLACPタイマーを管理します。 
ldap（59ページ） LDAPの構成設定を管理します。 
ldap-certificate（56ページ） LDAP証明書情報を管理します。 
ldap-group（57ページ） LDAPのグループ構成設定を管理します。 
link-dist-interval（60ページ） FCログイン再分散間隔を管理します。 
lldp（60ページ） ポートが受信するLLDP情報を表示します。 
local-users（61ページ） VCドメインのローカルユーザー認証設定を変更します。 
log-target（62ページ） リモートログ送信先設定を管理します。 
loop-protect（64ページ） ネットワークループプロテクション設定を管理します。 
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管理対象エレメント 説明 
mac-cache（65ページ） Ethernet MACキャッシュフェイルオーバー設定を管理します。 
mfs-filter（70ページ） マルチキャストフィルターセット内のマルチキャストフィルター

を管理します。 
mcast-filter（68ページ） IGMPマルチキャストトラフィックに登録しているホストのマルチ

キャストグループメンバーシップを監視して管理します。 
mcast-filter-rule（66ページ） マルチキャストフィルターの新しいマルチキャストフィルター

ルールを管理します。 
mcast-filter-set（66ページ） マルチキャストフィルターセットを管理します。 
nag-network（70ページ） ネットワークアクセスグループメンバーシップを管理します。 
name-server（72ページ） 指定したFlexFabricモジュールのすべてのホストおよび直接接続ス

トレージデバイスのスナップショットを表示します。 
network（76ページ） VC Ethernetネットワークを管理します。 
network-access-group（72ページ） ネットワークアクセスグループを管理します。 
network-range（73ページ） ネットワークの範囲を管理します。 
port-monitor（81ページ） ポートモニター構成を管理します。 
profile（84ページ） VCサーバープロファイルを管理します。 
qos（93ページ） QoS構成を管理します。 
qos-class（90ページ） アクティブなQoS構成のクラスを管理します。 
qos-classifier（91ページ） アクティブなQoS構成のトラフィック分類子を管理します。 
qos-map（92ページ） アクティブなQoS構成のトラフィック分類マップを管理します。 
radius（96ページ） RADIUS認証設定を管理します。 
radius-group（95ページ） RADIUSのグループ構成設定を管理します。 
role（97ページ） アクセスの役割（権限）を使用して、ユーザーの認証順を管理します。 
server（102ページ） 物理HPE BladeSystemサーバーブレードを管理します。 
serverid（104ページ） 仮想サーバーID構成の設定値を管理します。 
server-port（101ページ） すべての物理サーバーポートを表示します。 
server-port-map（99ページ） 共有サーバーダウンリンクポートマッピング構成を管理します。 
server-port-map-range（98ページ） 共有サーバーダウンリンクポートマッピング構成の範囲を管理し

ます。 
session（105ページ） セッションタイムアウト値を管理します。 
sflow（106ページ） sFlowで既存のVC Ethernetネットワークを管理します。 
sflow-module（106ページ） sFlow用に作成されたネットワークインターフェイス設定を管理し

ます。 
sflow-ports（108ページ） レシーバーのサンプリングまたはポーリング対象のポートを管理

します。 
sflow-receiver（110ページ） レシーバーを管理します。 
snmp（112ページ） SNMP構成を変更します。 
snmp-access（113ページ） SNMPアクセス構成を管理します。 
snmp-trap（114ページ） SNMP-trap構成を変更します。 
snmp-user（117ページ） SNMPユーザーの管理 
ssh（120ページ） SSH構成および情報を管理します。 
ssl（125ページ） SSL構成および情報を管理します。 
ssl-certificate（121ページ） SSL証明書情報を管理します。 
ssl-csr（122ページ） SSL証明書署名要求を管理します。 
stackinglink（125ページ） スタッキングリンク情報とステータスを表示します。 
statistics（126ページ） 指定したインターコネクトモジュールポートに関する統計情報を

表示またはリセットします。 
statistics-throughput（128ページ） ポートのスループット統計情報を管理します。 
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管理対象エレメント 説明 
status（130ページ） VCドメイン全体のステータス情報を表示します。 
storage-management（130ページ） iSCSIストレージ管理情報を管理します。 
supportinfo（132ページ） VCサポート情報を生成します。 
systemlog（133ページ） VCMシステムログを表示します。 
tacacs（133ページ） TACACS+認証設定を管理します。 
uplinkport（135ページ） インターコネクトモジュールのアップリンクポートを管理します。 
uplinkset（139ページ） 共有アップリンクポートセットを管理します。 
user（141ページ、「ユーザーの役割」 
（144ページ）） 

ローカルVCユーザー構成を管理します。 

user-security（141ページ） ユーザーセキュリティ設定を管理します。 
vcm（143ページ） VCドメインマネジャーを管理します。 
version（144ページ） CLIのバージョン情報を表示します。 
 

以下の各項では、各サブコマンドをそれぞれの管理対象エレメントと組み合わせて使用する方法を詳しく説明します。 

コマンドのヘルプを表示するには、コマンドの次に?または helpと入力してください。helpサブコマンドについ

て詳しくは、「ヘルプサブシステム」（150ページ）を参照してください。 
 

activity 
VCMが実行する動作イベントとそれらのイベントのステップ単位の進行状況を表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show activity VCMが実行する動作イベントとそれらのイベントのステップ単位の進行状況を表
示します。動作イベント表示には、以下の列があります。 
• Time 
• User 
• Reason 
• Activity 
• Progress 
• Detail 
活動表示を閉じるには、qを押します。 

構文 show activity 

例  

 ->show activity 
VCMが実行する動作イベントとそれらのイベントのステップ単位の進行状況を表
示します。 

 
 

all 
すべてのVirtual Connectドメインエレメントを管理します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show all すべてのVirtual Connectドメイン構成オブジェクトを表示します。このコマンドは、
通常、単一のコマンドでドメイン全体の構成のスナップショットを表示する際に役
立ちます。 

構文 show all [*] 
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項目 説明 

例  

 ->show all 
すべての構成オブジェクトを表示します（サマリービュー）。 

 ->show all * 
すべての構成オブジェクトを表示します（詳細表示ビュー）。 

 
 

auto-deployment 
一元的な場所から複数のVCドメイン構成を指定します。 
  

 重要：auto-deploymentは単一のエンクロージャードメインをサポートします。マルチエンクロージャー

（積み重ね）ドメインはサポートされません。auto-deploymentについて詳しくは、『HPE Virtual Connect
for c-Class BladeSystemユーザーガイド』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.
com/info/vc/manuals）を参照してください。 

  

サポートされるアクション：help、set、show、start、stop 

 

項目 説明 

set auto-deployment このコマンドでは、DHCPを使用してTFTPサーバーの位置を検出するか、展開
に使用される構成スクリプトの位置について使用するTFTP設定を手動で指定す
るかを選択するなど、auto-deploymentに関連したオプションをカスタマイズで
きます。 

構文 set auto-deployment TftpMode=<Auto|Manual> [TftpServer=<IP or 
DNS name> TftpFile=<file name> 

例  

 ->set auto-deployment TftpMode=Manual 
TftpServer=192.168.1.1 
TftpFile=myconfig.script 
指定されたTFTPサーバーを、展開に使用される構成スクリプトソースとして使
用します。 
 
->set auto-deployment TftpMode=Auto 
構成スクリプトソースの自動検出にDHCPを使用します。 

 
    

項目 説明 

show auto-deployment このコマンドはauto-deploymentに関連したプロパティを表示します。これには、
現在のステータス、展開ログ、展開に使用される構成スクリプト、展開中にドメ
インの構成から生成されたコマンド出力が含まれます。 

構文 show auto-deployment [[status] [log] [config] [output]] 

例  

 ->show auto-deployment 
->show auto-deployment status 
auto-deploymentのステータスと設定を表示します。 
 
->show auto-deployment log 
展開ログを表示します。 
 
->show auto-deployment config 
展開に使用される構成スクリプトを表示します。 
 
->show auto-deployment output 
構成スクリプトを実行して生成された出力を表示します。 

 

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
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項目 説明 

start auto-deployment このコマンドはauto-deploymentプロセスを開始します。展開中、サーバーは電
源が切られ、ドメインはクリアされ、構成はリモートのTFTPサーバーからダウ
ンロードされた構成スクリプトを使用して展開されます。このコマンドによっ
て、展開プロセス中に現在のユーザーセッションがログアウトする可能性があり
ます。 

構文 start auto-deployment 

例  

 ->start auto-deployment 
新しい展開プロセスを開始します。 

 
 

項目 説明 

stop auto-deployment 進行中の展開操作を停止します。 

構文 stop auto-deployment 

例  

 ->stop auto-deployment 
進行中の展開操作を停止します。 

 
 

banner 
ログイン画面のバナー構成を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、show 
 

項目 説明 

add banner ログイン画面にバナーテキストを追加します。sshまたはOAを使用してVCMにア
クセスできます。バナーテキストが追加されると、VCMへのアクセス時に、ユー
ザー認証情報のプロンプトの前にバナーが表示されます。 

構文 add banner text=[”<バナーテキスト>”|’<バナーテキスト>’] 

プロパティ  

text（必須） ログイン時に画面に表示するテキスト。複数行のバナーテキストは、複数のadd 
bannerコマンドを使用して入力できます。新しい行は、既存のテキストに追加さ
れます。バナーテキストの長さは、1500バイトに制限されています。使用するadd 
bannerコマンドが1つまたは複数のいずれの場合でも、バナーテキストの累積し
た長さが1500バイトを超えると、エラーメッセージが表示されます。タイプ可能
な文字のみを使用できます。 

例  

 ->add banner text="This is a private system, unauthorized access 
is not allowed." 
1つのコマンドを使用して、バナーテキストを追加します。 

 ->add banner text="This is a private system." 
->add banner text="" 
->add banner text="Unauthorized access is prohibited." 
->add banner text="" 
->add banner text="Communications are monitored." 
複数のコマンドを使用して、バナーテキストを追加します（この例では、テキス
トの各行の間に空白行が表示されます）。 
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項目 説明 

remove banner 構成したバナーテキストを削除します。 

構文 remove banner 

例  

 ->remove banner 
構成したバナーテキストを削除します。 

 
 

項目 説明 

show banner 構成したバナーテキストを表示します。 

構文 show banner 

例  

 ->show banner 
構成したバナーテキストを表示します。 

 
 

cli 
このコマンドは、スクリプトモードとauto-deploymentでのコマンド実行の動作を変更します。スクリプトモードは、

非対話型モードと同じです。 
  

 重要：show config出力には、コメントアウトされたset cliコマンドとデフォルトのプロパティと

値が含まれます。SSH経由でCLIにスクリプトを渡すときコマンド実行の動作を変更するには、コメン

トを解除し、ExitOnFailureプロパティの値を変更します。 
このコマンドをauto-deploymentコマンドスクリプトで指定した場合、期待される値は「true」にする必

要があります。「 false」を指定した場合、コマンドが失敗します。コマンドの失敗の上書きは

auto-deploymentでサポートされていないため展開を実行できなくなります。 
  

サポートされるアクション：help、set 
 

項目 説明 

set cli CLIコマンドの実行の動作を設定します。スクリプトモードでのみサポートされます。 

構文 set cli ExitOnFailure=<True|False> 

プロパティ  

ExitOnFailure（必須） VCMCLIがコマンドの実行中にコマンドの失敗時に終了するかどうかを制御しま
す。この機能は、SSH経由でコマンドスクリプトをVCMCLIに渡す場合にのみサ
ポートされます。falseに設定した場合は、失敗したコマンドは、該当するエラー
メッセージを表示します。スクリプトは続行され、残りのコマンドが実行されま
す。有効な値は、trueおよびfalseです。デフォルト値は、trueです。 

例  

 ->set cli ExitOnFailure=False 
コマンドの失敗を無視して、引き続きスクリプトの残りのコマンドを実行するよ
うにCLIを設定します。 
->set cli ExitOnFailure=True 
SSH経由でCLIへの送信中のスクリプトでコマンドが失敗した場合、コマンドの失
敗時に終了するようにCLIを設定します。 

 
 

config 
ドメイン内で定義されたすべてのオブジェクトについて、CLIコマンドをすべて表示します。show configは、ド

メイン構成の作成に使用できるCLIスクリプトを生成するのに役立ちます。生成されたスクリプトは、現在実行中の

ファームウェアバージョンに対してのみ有効です。1つのバージョンのファームウェアで生成されたスクリプトは、

異なるバージョンのファームウェアでは正常に実行されない可能性があります。 
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外部的に定義されたMACアドレス、WWNおよびシリアル番号は出力に警告メッセージとともに表示され、VCMCLI
のコマンドでは、ドメインを再作成する際に使用できません。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show config 実行中のドメインから構成スクリプトを生成します。 

構文 show config -includePoolInfo 

オプション  

includePoolInfo ドメインのVC定義またはユーザー定義のプールの割り当て済みSerialNumber、
MACおよびWWNアドレスを示します。 

例  

 ->show config 
実行中のドメインの構成スクリプトを表示します。 
->show config -includePoolInfo 
プールIDまたはユーザー定義の範囲を含む、実行中のドメインの構成スクリプト
を表示します。 

 
 

configbackup 
ドメイン構成ファイルを管理します。 

サポートされるアクション：help、restore、save 
  

 注意：別のドメインのファイルを使用し、エンクロージャーシリアル番号を無視するプロパティを含め

て構成バックアップファイルをリストアしないでください。別のVirtual Connectドメインで作成された

バックアップファイルからのVirtual Connectドメイン構成のリストアは、サポートされておらず、この

Virtual Connectドメインおよび環境内の別のVirtual Connectドメインで重大な障害が発生する可能性が

あります。選択および構成リストアファイルは、以前に存在していたものと同じドメインをリストアす

るためにのみ使用してください。 
  

 

項目 説明 

restore configbackup TFTP、FTP、またはSFTPを使用してリモートサーバーから構成ファイルを転送
して、構成を復元します。構成を復元する前に、ドメインの状態がIMPORTEDで
あることを確認してください。 

構文 restore configbackup [-quiet][-maskEncryptKey] 
address=<tftp://IPアドレス/[ファイル名] |  
ftp://ユーザー:パスワード@IPアドレス/[ファイル名] |  
sftp://ユーザー:パスワード@IPアドレス/[ファイル名]> 
[encryptionkey=<シークレットパスワード>] 
[ignoreenclosureid=<true|false>] 
[ignorefwversion=<true|false>] 

オプション  

quiet（オプション） ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。 

maskEncryptKey 
（オプション） 

コマンドを入力した後、暗号化キーを指定します。キー文字列はマスキングされ、
確認されます。 

プロパティ  

Address（必須） ユーザー名とパスワード（必要な場合）と構成バックアップファイル名を指定し
た、TFTP、FTP、またはSFTPサーバーの有効なIPアドレス。指定しない場合、
デフォルトのファイル名は「vc-config-backup」です。指定したファイルパスは、
FTPサーバー上でユーザーのログインディレクトリへの相対パスとして扱われま
す。転送を成功させるには、アクセス権が適切であることを確認してください。 

EncryptionKey 
（オプション） 

構成バックアップファイルの解読に使用するパスワード。 
ドメインがFIPSモードの場合は、暗号化キーは必須です。 
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項目 説明 

IgnoreEnclosureID 
（オプション） 

別のエンクロージャー上で生成された構成を復元します。有効な値は、trueおよび
falseです。デフォルト値は、falseです。値がfalseに設定されている場合は、別の
エンクロージャー上で生成された構成は拒否されます。 

IgnoreFWVersion 
（オプション） 

別のファームウェアバージョン上で生成された構成を復元します。有効な値は、
trueおよびfalseです。デフォルト値は、falseです。値がfalseに設定されている場
合は、別のファームウェアバージョン上で生成された構成は拒否されます。 

例  

 ->restore configbackup 
address=sftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-
backup 
リモートSFTPサーバーから構成バックアップファイルを復元します。 

 ->restore configbackup 
address=tftp://192.168.10.12/new-vc-config-backup 
->restore configbackup 
address=tftp://[2001::50]/new-vc-config-backup 
リモートTFTPサーバーから構成バックアップファイルを復元します。 

 ->restore configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-
backup 
->restore configbackup 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
リモートFTPサーバーから構成バックアップファイルを復元します。 

 ->restore configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-
backup ignoreenclosureid=true 
->restore configbackup 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
ignoreenclosureid=true 
リモートFTPサーバーから構成バックアップファイルを復元し、シリアル番号を
無視します。 

 ->restore configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-
backup ignorefwversion=true 
->restore configbackup 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
ignorefwversion=true 
リモートFTPサーバーから構成バックアップファイルを復元し、ファームウェア
バージョンを無視します。 

 ->restore configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-
backup encryptionkey=secret 
->restore configbackup 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
encryptionkey=secret 
暗号キーを使用して、リモートFTPサーバーから構成バックアップファイルを復
元します。 

 ->restore configbackup -maskEncryptKey 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-
backup 
->restore configbackup -maskEncryptKey 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
マスクされた暗号キーを使用して、リモートFTPサーバーから構成バックアップ
ファイルを復元します。 
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項目 説明 

 ->restore configbackup -quiet 
address=ftp://192.168.10.12/new-vc-config-backup 
->restore configbackup -quiet 
address=ftp://[2001::50]/new-vc-config-backup 
ユーザー確認プロンプトを表示しないで、構成バックアップファイルを復元します。 

 ->restore configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12:2000/new-vc-config
-backup 
->restore configbackup 
address=ftp://[2001::50]:2000/new-vc-config-backup 
ユーザー指定のポート番号を使用して、リモートFTPサーバーから構成バック
アップファイルを復元します。 

 
 

項目 説明 

save configbackup Virtual Connect構成バックアップファイルを生成し、TFTP、FTP、またはSFTP
を使用してリモートサーバーに転送します。 

構文 save configbackup [-maskEncryptKey]  
address=<tftp://IPアドレス/[ファイル名] |  
ftp://ユーザー:パスワード@IPアドレス/[ファイル名] |   
sftp://ユーザー:パスワード@IPアドレス/[ファイル名]> 
[encryptionkey=<シークレットパスワード>] 

オプション  

maskEncryptKey 
（オプション） 

コマンドプロンプトで、暗号キーをマスクされた文字列として対話形式で指定で
きます。 

プロパティ  

Address（必須） ユーザー名とパスワード（必要な場合）と構成バックアップファイル名を指定し
た、TFTP、FTP、SFTPサーバーの有効なIPアドレス。指定しない場合、デフォ
ルトのファイル名は「vc-config-backup」です。指定したファイルパスは、FTPサー
バー上でユーザーのログインディレクトリへの相対パスとして扱われます。転送
を成功させるには、アクセス権が適切であることを確認してください。 

EncryptionKey 
（オプション） 

構成ファイルの暗号化に使用するパスワード。 
ドメインがFIPSモードの場合は、暗号化キーは必須です。 

例  

 ->save configbackup 
address=sftp://user:password@192.168.10.12/new-vc/config/backup 
構成バックアップファイルをリモートSFTPサーバーに保存します。 

 ->save configbackup 
address=tftp://192.168.10.12/new-vc-config-backup 
->save configbackup 
address=tftp://[2001::50]/new-vc-config-backup 
構成バックアップファイルをリモートTFTPサーバーに保存します。 

 ->save configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-backup 
->save configbackup 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
構成バックアップファイルをリモートFTPサーバーに保存します。 

 ->save configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-
backup encryptionkey=secret 
->save configbackup 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
encryptionkey=secret 
暗号キーを使用して、リモートFTPサーバーに構成バックアップファイルを保存
します。 
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項目 説明 

 ->save configbackup -maskEncryptKey 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-vc-config-backup 
->save configbackup -maskEncryptKey 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-vc-config-backup 
マスクされた暗号キーを使用して、リモートFTPサーバーに構成バックアップ
ファイルを保存します。 

 ->save configbackup 
address=ftp://user:password@192.168.10.12:2000/new-vc-config
-backup 
->save configbackup 
address=ftp://user:password@[2001::50]:2000/new-vc-config-
backup 
ユーザー指定のポート番号を使用して、リモートFTPサーバーに構成バックアッ
プファイルを保存します。 

 
 

connection-map 
DirectAttachファブリックを含んでいるプロファイルを割り当てられたサーバーのサーバーとターゲットの接続情

報を表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show 
connection-map 

DirectAttachファブリックを含んでいるプロファイルを割り当てられたサーバーのサー
バーとターゲットの接続情報を表示します。 

構文 show connection-map <ModuleID> 

パラメーター  

ModuleID（必須） 接続マップ情報の表示対象となるモジュールのIDです。モジュールはFlexFabricモジュー
ルでなければなりません。IDのフォーマットは、<EnclosureID>:<BayNumber>です。 

例  

 ->show connection-map enc0:1 
エンクロージャーenc0のベイ1にあるモジュールの接続マップ情報を表示します。 

 
 

devicebay 
エンクロージャーデバイスベイの全般的な設定および情報を管理します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show devicebay Virtual Connectドメインに存在するすべてのエンクロージャーのデバイスベイを表
示します。 

構文 show devicebay [<DeviceBayID>|*] 

パラメーター  

DeviceBayID（オプション） ドメイン内のデバイスベイの参照ID 
デバイスベイIDのフォーマットは、<EnclosureID:DeviceBay>です。 
例：enc0:1は、管理対象のローカルエンクロージャーのデバイスベイ1を示してい
ます。「*」を使用すると、すべてのエンクロージャーの詳細情報が表示されます。 
EnclosureIDが指定されていない場合は、Virtual Connect Managerとドメインが存
在するローカルエンクロージャーがデフォルトエンクロージャーになります。 
マルチブレードサーバーが存在する場合は、モナークベイのDeviceBayIDを使用し
ます。DeviceBayIDは、show devicebayで表示されるID値です。 
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項目 説明 

例  

 ->show devicebay 
すべてのデバイスベイの簡単なリストを表示します。 

 ->show devicebay * 
すべてのデバイスベイの詳細情報を表示します。 

 ->show devicebay enc0:2 
ローカルエンクロージャーのデバイスベイ2の詳細情報を表示します。 

 ->show devicebay enc1:4 
リモートエンクロージャーのデバイスベイ4の詳細情報を表示します。 

 ->show devicebay enc0:5 
プライマリエンクロージャーのデバイスベイ5～8に挿入されているマルチブレー
ドサーバーの詳細情報を表示します。 

 
 

domain 
VCドメインの全般的な設定および情報を管理します。 

サポートされるアクション：delete、help、set、show 
 

項目 説明 

delete domain 既存のVCドメイン構成を削除します。 
ドメインを削除すると、VCドメイン構成全体が削除され、元のデフォルト構成にリ
セットされます。ドメインを削除した後、ログアウトされ、VCMがリセットされます。 

構文 delete domain [-quiet] 

オプション  

quiet ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。このオプションは、ドメインの削除
操作をスクリプト化する際に役立ちます。 

zeroize このオプションは、ドメインがFIPSモードの場合のみ有効です。ドメインを削除す
る際にすべての重要なセキュリティパラメーターをクリアします。 
すべてのVC-Enetモジュールは操作中に再起動します。 

例  

 ->delete domain 
VCドメインの構成を削除して、ユーザーに確認を求めます。 

 ->delete domain -quiet 
VCドメインをquietモードで削除します。つまり、ユーザーに確認は求めません（主
に自動化されたスクリプトで使用します）。 

 
 

項目 説明 

set domain ドメイン名、ドメインIPアドレス、MACおよびWWNアドレスプール設定などの全般
的なVCドメイン構成プロパティを変更します。 

構文 set domain [Name=<NewName>] [DomainIp=<Enabled|Disabled>] 
[IpAddress=<IPAddress>] [SubnetMask=<mask>] [Gateway=<Gateway>] 
[DomainIpv6=<Enabled|Disabled>] 
[Ipv6Address=<IPv6Address>/<prefix-length>] 
[Ipv6Gateway=<IPv6Address>] 
[MacType=<VC-Defined|Factory-Default| User-Defined>] 
[MacPool=<1-64>] [MacStart=<MAC address>] [MacEnd=<MAC address>] 
[WwnType=<VC-Defined | Factory-Default | User-Defined>] 
[WwnPool=<1-64>] [WwnStart=<WWN Address>] [WwnEnd=<WWN Address>] 
[SingleDense=true|false] 

プロパティ  

Name（オプション） ドメインの新しい名前。使用できる文字は、英数字、アンダースコア（_）、および
ピリオド（.）です。名前の最大文字数は、31文字です。 
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項目 説明 

DomainIP（オプション） VCドメインのIPアドレスを有効または無効にします。有効にする場合は、有効なIP
アドレスおよびサブネットマスクを構成する必要があります。無効にする場合は、
DHCPを使用して有効なIPアドレスを取得します。 
ドメインのIPアドレス構成を有効にしたりドメインのIPアドレスを変更したりする
と、VCMへの接続が一時的に切断されることがあります。これらの設定を変更する
場合は注意してください。 
値は、EnabledおよびDisabledです。 

IpAddress（DomainIPが
有効な場合は、必須） 

ドメインのIPアドレス構成で使用する有効なIPアドレス。IPアドレスのフォーマット
は、xxx.xxx.xxx.xxxである必要があります。ここで、xは0～9の数字です（例：
192.168.0.10）。 

SubnetMask（IPアドレス
を指定した場合は、必須） 

ドメインのIPアドレス構成で使用する有効なサブネットマスク。サブネットマスク
のフォーマットは、xxx.xxx.xxx.xxxである必要があります。ここで、xは0～9の数字
です（例：255.255.255.0）。 

Gateway（IPアドレスを指
定した場合は、必須） 

ドメインのIPアドレス構成で使用する有効なゲートウェイアドレス。ゲートウェイ
アドレスのフォーマットは、xxx.xxx.xxx.xxxである必要があります。ここで、xは0
～9の数字です（例：192.168.0.1）。 

DomainIpv6（オプション） VCドメインのIPv6アドレスを有効または無効にします。有効にした場合、有効な
IPv6アドレスを構成する必要があります。 
ドメインのIPv6アドレス構成を有効にしたりドメインのIPv6アドレスを変更したり
すると、VCMへの接続が一時的に切断されることがあります。これらの設定を変更
する場合は注意してください。 
値は、EnabledおよびDisabledです。 

Ipv6 Address 
（オプション） 

ドメインのIPv6アドレス構成で使用する有効なIPv6アドレス。IPv6アドレスは、
2001::3/64などのプレフィックスを付けて指定する必要があります。 

Ipv6Gateway（IPv6アドレ
スを指定した場合は、必須） 

2001::10などの、ドメインのIPv6アドレス構成で使用する有効なIPv6ゲートウェイ 

MacType（オプション） 割り当てに使用するMACアドレスソースのタイプ。値は、VC-Defined、Factory-
Default、およびUser-Definedです。 

MacPool（オプション） アドレス割り当てに使用するあらかじめ定義されたMACプール。値は、1～64の整
数です。このプロパティは、MacTypeがVC-Definedに設定されている場合のみ有効
です。指定しない場合は、デフォルトプールIDの1が用いられます。 
プールの選択は慎重に行い、環境内で他のアドレスとの競合が発生しないようにします。 

MacStart（MacTypeがUser
-Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の開始MACアドレスです。このプロパ
ティは、MacTypeがUser-Definedに設定されている場合のみ有効です。 

MacEnd（MacTypeがUser-
Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の終了MACアドレスです。このプロパ
ティは、MacTypeがUser-Definedに設定されている場合のみ有効です。 

WwnType（オプション） 割り当てに使用するWWNアドレスソースのタイプ。値は、VC-Defined、User-
Defined、およびFactory-Defaultです。 

WwnPool（オプション） アドレス割り当てに使用するあらかじめ定義されたWWNプール。値は、1～64の整
数です。このプロパティは、WwnTypeがVC-Definedに設定されている場合のみ有効
です。指定しない場合は、デフォルトプールIDの1が用いられます。 
プールの選択は慎重に行い、環境内で他のアドレスとの競合が発生しないようにします。 

WwnStart（WwnTypeがUser
-Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の開始WWNアドレスです。このプロパ
ティは、WwnTypeがUser-Definedに設定されている場合のみ有効です。 

WwnEnd（WwnTypeがUser-
Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の終了WWNアドレスです。このプロパ
ティは、WwnTypeがUser-Definedに設定されている場合のみ有効です。 

SingleDense 
（オプション） 

インポートするドメインが倍密度サーバーブレードをサポートする場合は、このプ
ロパティを指定すると、デバイスベイ表示形式で単密度サーバーと倍密度サーバー
を表示できます。倍密度をサポートする構成では、このプロパティのデフォルトは
false（単密度サーバーの表示が無効になる）です。 



 

コマンドライン 27 

項目 説明 

例  

 ->set domain Name=MyNewDomainName 
VCドメインの名前を変更します。 

 ->set domain DomainIp=Enabled 
ドメインのIPアドレスを有効にします。 

 ->set domain DomainIp=Enabled IpAddress=192.168.0.120 
SubnetMask=255.255.255.0 Gateway=192.168.0.1 
ドメインのIPアドレスを構成して有効にします。 

 ->set domain DomainIp=Disabled 
ドメインのIPアドレスを無効にして、代わりにDHCPを使用します。 

 ->set domain DomainIpv6=Enabled Ipv6Address=2001::34/64 
Ipv6Gateway=2002::10 
ドメインのIPv6アドレスを構成して有効にします。 

 ->set domain DomainIpv6=Disabled 
ドメインのIPv6アドレスを無効にして、代わりにDHCPを使用します。 

 ->set domain MacType=VC-Defined MacPool=10 
MACアドレスソースを、あらかじめ定義された範囲を備えたVC-Definedに設定します。 

 ->set domain MacType=Factory-Default 
MACアドレスソースを、工場出荷時のデフォルトMACアドレスを使用するように設
定します。 

 ->set domain MacType=User-Defined MacStart=00-17-A4-77-00-00 
MacEnd=00-17-A4-77-00-FF 
MACアドレスソースを、ユーザーがカスタマイズして定義するアドレス範囲に設定
します。 

 ->set domain WwnType=VC-Defined WwnPool=5 
WWNアドレスソースを、あらかじめ定義された範囲を備えたVC-Definedに設定します。 

 ->set domain WwnType=Factory-Default 
WWNアドレスソースを、工場出荷時のデフォルトWWNアドレスを使用するように
設定します。 

 ->set domain WwnType=User-Defined 
WwnStart=50:06:0B:00:00:C2:62:00 
WwnEnd=50:06:0B:00:00:C2:62:FF 
WWNアドレスソースを、ユーザーがカスタマイズして定義するアドレス範囲に設定
します。 

 ->set domain SingleDense=true 
表示オプションを、倍密度をサポートする構成で単密度サーバーをサポートするよ
うに設定します。 

 
 

項目 説明 

show domain VCドメイン名、FIPSモード、VCMドメインIPアドレス設定、ドメインのMAC/WWN
アドレス設定などの全般的なVCドメイン情報を表示します。 

構文 show domain [addressPool] 

パラメーター  

addressPool 
（オプション） 

使用可能なVC定義のアドレスプール範囲をすべて表示します。 

例  

 ->show domain 
ドメインの情報を表示します。 

 ->show domain addressPool 
使用可能なVC定義のアドレスプール範囲を表示します。 
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enclosure 
エンクロージャーの全般的な設定および情報を管理します。 

サポートされるアクション：help、import、remove、show 
 

項目 説明 

import enclosure ローカルおよびリモートのエンクロージャーをVCドメインにインポートします。
VCは、1つのドメインで最大4台のc7000エンクロージャーをサポートします。 

構文 import enclosure [<IpAddress>][-quiet] [UserName=<username>] 
[Password=<password>] [DoubleDense=<True|False>] 
インポートされていないエンクロージャーの場合、パスワードフィールドはオプ
ションです。指定しなかった場合、システムは対話形式でパスワードを求めます。 

パラメーター  

IpAddress（オプション） インポートするリモートエンクロージャーのアドレスまたはDNS名。指定しな
かった場合は、ローカルエンクロージャーが想定されます。 

オプション  

quiet このオプションを指定すると、リモートエンクロージャーのインポート時にユー
ザー確認プロンプトが表示されません。通常、このオプションは自動化されたス
クリプトで使用されます。 

プロパティ  

UserName（インポートされてい
ないエンクロージャーで必須） 

Onboard Administratorにアクセスしてエンクロージャーのインポートができる有
効なユーザー名。ユーザーは、デバイスベイ、I/Oベイ、OAなどすべてのエンクロー
ジャー要素に対して管理者権限を持つ必要があります。 

Password（必須） エンクロージャーをインポートするためのOnboard Administratorの有効なユー
ザーパスワード。パスワードを指定していない場合は、インポート操作中にシス
テムは対話形式でパスワードを求めます。 

DoubleDense（オプション） この設定は、ローカルエンクロージャーのインポート時にのみ指定することができ、
後でインポートするその他すべてのエンクロージャーの動作に影響を与えます。 
インポートするエンクロージャーが倍密度サーバーをサポートする場合は、このプ
ロパティを指定すると、デバイスベイ表示形式で倍密度サーバーを表示できます。
デフォルトの動作では、エンクロージャー内の単密度サーバーが表示されます。 

例  

 ->import enclosure UserName=Administrator Password=fgg7h*1 
ローカルエンクロージャーをドメインにインポートします。 

 ->import enclosure UserName=Administrator Password=fgg7h*1 
DoubleDense=true 
倍密度デバイスベイ表示形式でローカルエンクロージャーをインポートします。 

 ->import enclosure 2001::34/64 UserName=admin password=am123 
リモートエンクロージャーをドメインにインポートします。 

 -> import enclosure 
以前に検出されたローカルエンクロージャーをインポートします。 

 -> import enclosure 192.168.0.120 
以前に検出されたリモートエンクロージャーをインポートします。 

 
 

項目 説明 

remove enclosure ドメインにインポートされたリモートエンクロージャーを削除します。remove 
enclosureコマンドを使用して、ローカルエンクロージャーをドメインから削除
することはできません。 

構文 remove enclosure <EnclosureID | *> 

パラメーター  

EnclosureID（必須） ドメインから削除されるリモートエンクロージャーのエンクロージャーID。「*」
を使用すると、ドメイン内のすべてのリモートエンクロージャーが削除されます。
show enclosureコマンドを使用すると、特定のエンクロージャーのエンクロー
ジャーIDを識別できます。このコマンドを使用して、ローカルエンクロージャー
をドメインから削除することはできません。 
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項目 説明 

例  

 ->remove enclosure encl 
リモートエンクロージャーを削除します。 

 ->remove enclosure * 
ドメインからすべてのリモートエンクロージャーを削除します。 

 
 

項目 説明 

show enclosure ドメイン内のすべてのエンクロージャーを表示します。 

構文 show enclosure [<EnclosureID>|*] 

パラメーター  

EnclosureID（オプション） ドメイン内のエンクロージャーのID。指定した場合は、そのエンクロージャーの
詳細のみが表示されます。 

例  

 ->show enclosure 
すべてのエンクロージャーのサマリーを表示します。 

 ->show enclosure * 
すべてのエンクロージャーの詳細情報を表示します。 

 ->show enclosure enc0 
指定したエンクロージャーの詳細情報を表示します。 

 
 

enet-connection 
Ethernetネットワーク接続を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add enet-connection 既存のサーバープロファイルに新しいEthernetネットワーク接続を追加し
ます。 
サーバープロファイルには最大128のEthernet接続を追加できます。 

構文 add enet-connection <ProfileName> 
[Network=<NetworkName>] 
[McastFilter=<McastFilterName>|McastFilterSet=<McastFil
terSetName>] [PXE=<enabled|disabled|UseBios>] 
[pxeBootOrder=<Auto|IPv4Only|IPv6Only|IPv4ThenIPv6|IPv6
ThenIPv4>] 
[AddressType=<Factory-Default|User-Defined|Pool-Specifi
ed>] [EthernetMAC=<MAC Address> iScsiMAC=<MAC Address>] 
[SpeedType=<Auto|Preferred|Custom|Disabled>] 
[Speed=<speed>] [SriovType=<Custom|Auto|Disabled>] 
[SriovRequested=<VF Number>] 

パラメーター  

ProfileName（必須） 新しい接続が追加される既存のプロファイルの名前。 

プロパティ  

Network（オプション） 接続に関連付けられる既存のネットワークの名前。ネットワーク名を指定
しない場合、あるいはunassignedに設定する場合、ネットワークは割り当
てられませんが、後で割り当てることができます。 

PXE（オプション） ネットワーク接続のPXEを有効または無効にします。有効な値は、
[enabled]、[disabled]、および[UseBios]です。指定しない場合のデフォル
トは、UseBiosです。 
1つのプロファイルでPXEを有効にできるのは、1つの接続だけです。 
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項目 説明 

pxeBootOrder（オプション） PXE IPブート順序を変更します。デフォルト設定はAutoです。有効な値は
次のとおりです。 
• Auto 
• IPv4Only 
• IPv6Only 
• IPv4ThenIPv6 
• IPv6ThenIPv4 

McastFilter（オプション） マルチキャストフィルター名が指定されていない場合に接続に関連付けら
れる既存のマルチキャストフィルターの名前。名前を指定しない場合、あ
るいはNoneに設定する場合、マルチキャストフィルターは割り当てられま
せんが、後で割り当てることができます。 

McastFilterSet（オプション） マルチキャストフィルターセット名が指定されていない場合に接続に関連
付けられる既存のマルチキャストフィルターセットの名前。名前を指定し
ない場合、あるいはNoneに設定する場合、マルチキャストフィルターセッ
トは割り当てられませんが、後で割り当てることができます。 

AddressType（オプション） 新しい接続の作成時に使用されるMACアドレス割り当てのソース。指定し
ない場合のデフォルト値は、ドメインのデフォルト値です。User-Defined
またはPool-Specifiedを指定する場合は、Ethernet MACとアドレスとiSCSI 
MACアドレスも指定する必要があります。有効な値は、Factory-Default、
User-Defined、およびPool-Specifiedです。 
Pool-Specifiedオプションを使用するには、ドメインMACプールがVC定義
またはユーザー定義として定義されている必要があり、リスト内のアドレ
スは、現在のプールで利用可能である必要があります。 

EthernetMAC（AddressTypeがUser
-DefinedまたはPool-Specified
の場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義のEthernet MACアドレス。AddressTypeで
User-DefinedまたはPool-Specifiedを指定する場合、このプロパティは必須
です。 

iScsiMAC（AddressTypeがUser-
DefinedまたはPool-Specifiedの
場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義の iSCSI MACアドレス。AddressTypeで
User-DefinedまたはPool-Specifiedを指定する場合、このプロパティは必須
です。 

SpeedType（オプション） サーバーポートの必要な動作速度。有効な値は、Auto、Preferred、Custom、
およびDisabledです。デフォルト値は、Preferredです。 
速度タイプがAutoの場合、最大ポート速度は、ネットワークに対して構成
されている最大速度によって決定されます。 
速度タイプがPreferredの場合、ネットワークの速度は、接続が関連付けら
れているネットワークの優先速度と同じです。ネットワークに優先速度が
構成されていない場合は、デフォルトでAutoに構成されます。 
速度タイプがCustomの場合、100Mb～ネットワークに構成されている最大
速度から100Mb単位で任意の速度を構成できます。 
速度タイプがDisabledの場合、帯域幅は割り当てられず、サーバーポート
のステータスは「Administratively Disabled（管理による無効化）」になり
ます。 

Speed（SpeedTypeがCustomの場合
に必須） 

サーバーポートのユーザー定義速度。有効な値は、100Mb～ネットワーク
に構成されている最大速度（100Mb単位）です。 

SriovType（オプション） 有効な値は、Custom、Auto、およびDisabledです。デフォルト値は、Disabled
です。 
• Custom ― SriovRequestedプロパティを使用して割り当てられる指定の

VF数を要求します。VFは、先着順に接続する方法で割り当てられます。 
• Auto ― 要求されたものがこの接続に割り当てられた後に、VFが使用

可になります。 
• Disabled ― VFはこの接続に割り当てられません。 

SriovRequested サーバーポートに要求されたVFの数。このプロパティは、SriovTypeが
customに設定されている場合に必要です。有効な値は1～512であり、NIC
のSR-IOV機能によって異なります。 
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項目 説明 

例  

 ->add enet-connection MyNewProfile Network=SomeNetwork 
プロファイルに新しいEthernetネットワーク接続を追加します。 

 ->add enet-connection MyNewProfile  
Network=SomeNetwork2 PXE=enabled 
新しいEthernetネットワーク接続を追加して、PXEを有効にします。 

 ->add enet-connection MyNewProfile 
新しいEthernetネットワーク接続を追加しますが、ネットワークはそのま
ま未割り当ての状態にします。 

 ->add enet-connection MyNewProfile 
AddressType=Factory-Default 
新しいEthernetネットワーク接続を追加し、工場出荷時のデフォルトアド
レスを使用します。 

 ->add enet-connection MyNewProfile 
AddressType=User-Defined EthernetMAC=00-17-A4-77-00-00 
iScsiMAC=00-17-A4-77-00-01 
新しいEthernetネットワーク接続を追加し、ユーザー定義のMACアドレス
を提供します。 

 ->add enet-connection MyNewProfile 
AddressType=Pool-Specified 
EthernetMAC=00-17-A4-77-00-00 
iScsiMAC=00-17-A4-77-00-01 
新しいEthernetネットワーク接続を追加し、VC定義またはユーザー定義の
プールからアドレスを指定します。 

 ->add enet-connection MyProfile Network=MyNetwork 
SpeedType=Preferred 
新しいEthernetネットワーク接続を追加し、速度をPreferredに設定します。 

 ->add enet-connection MyProfile Network=MyNetwork 
SpeedType=Custom Speed=2000 
新しいEthernetネットワーク接続を追加し、速度を2Gbに設定します。 

 ->add enet-connection MyProfile Network=MyNetwork 
McastFilter=MyFilter 
新しいEthernetネットワーク接続を、関連付けられたMcastFilterとともに
追加します。 

 ->add enet-connection MyProfile Network=MyNetwork 
McastFilterSet=MyFilterSet 
新しいEthernetネットワーク接続を、関連付けられたMcastFilterSetととも
に追加します。 

 ->add enet-connection MyProfile Network=MyNetwork 
PXE=enabled pxeBootOrder=IPv4Only 
新しいEthernetネットワーク接続を追加します。 

 ->add enet-connection MyProfile Network=MyNetwork 
SriovType=Auto 
新しいEthernetネットワーク接続を追加し、SR-IOVをautoに設定します。 

 ->add enet-connection MyProfile Network=MyNetwork 
SriovType=Custom SriovRequested=30 
新しいEthernetネットワーク接続を追加し、SR-IOVをcustomに設定します。 

 
 

項目 説明 

remove enet-connection 既存のサーバープロファイルから最後に作成したEthernetネットワーク接
続を削除します。 

構文 remove enet-connection <プロファイル名> 

パラメーター  

ProfileName（必須） Ethernet接続が削除されたプロファイルの名前 
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項目 説明 

例  

 ->remove enet-connection MyProfile 
プロファイルから最後に作成したEthernetネットワーク接続を削除します。 

 
 

項目 説明 

set enet-connection サーバープロファイルのEthernet接続を変更します。 

構文 set enet-connection <ProfileName> <Port> 
[Network=<NetworkName>] 
[McastFilter=<McastFilterName>|McastFilterSet=<Mcast
FilterSetName>] [PXE=<enabled|disabled|UseBios>] 
[pxeBootOrder=<Auto|IPv4Only|IPv6Only|IPv4ThenIPv6|IPv6
ThenIPv4>] [SpeedType=<Auto|Preferred|Custom|Disabled>] 
[Speed=<speed>] [SriovType=<Custom|Auto|Disabled>] 
[SriovRequested=<VF Number>] 

パラメーター  

ProfileName（必須） 変更対象の接続を含むサーバープロファイルの名前 

Port（必須） 変更対象の接続のポート番号 

プロパティ  

Network（オプション） 接続に関連付けられるEthernetネットワークの名前。これは、Ethernetネッ
トワーク接続だけに適用されます。空白文字列は、Ethernet接続を未割り
当てにします。 

McastFilter（オプション） マルチキャストフィルター名が指定されていない場合に接続に関連付けら
れるマルチキャストフィルターの名前。 

McastFilterSet（オプション） マルチキャストフィルターセット名が指定されていない場合に接続に関連
付けられるマルチキャストフィルターセットの名前。 

PXE（オプション） 接続のPXEを有効または無効にします。有効な値は、[enabled]、[disabled]、
および[UseBios]です。これは、Ethernetネットワーク接続だけに適用され
ます。 
1つのプロファイルでPXEを有効にできるのは、1つの接続だけです。 

pxeBootOrder（オプション） PXE IPブート順序を変更します。デフォルト設定はAutoです。有効な値は
次のとおりです。 
• Auto 
• IPv4Only 
• IPv6Only 
• IPv4ThenIPv6 
• IPv6ThenIPv4 

SpeedType（オプション） サーバーポートの必要な動作速度。有効な値は、Auto、Preferred、Custom、
およびDisabledです。デフォルト値は、Preferredです。 
速度タイプがAutoの場合、最大ポート速度は、ネットワークに対して構成
されている最大速度によって決定されます。 
速度タイプがPreferredの場合、ネットワークの速度は、接続が関連付けら
れているネットワークの優先速度と同じです。ネットワークに優先速度が
構成されていない場合は、デフォルトでAutoに構成されます。 
速度タイプがCustomの場合、100Mb～ネットワークに構成されている最大
速度から100Mb単位で任意の速度を構成できます。 
速度タイプがDisabledの場合、帯域幅は割り当てられず、サーバーポート
のステータスは「Administratively Disabled（管理による無効化）」になり
ます。 

Speed（SpeedTypeがCustomの場合
に必須） 

サーバーポートのユーザー定義速度。有効な値は、100Mb～ネットワーク
に構成されている最大速度（100Mb単位）です。 
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項目 説明 

SriovType（オプション） 有効な値は、Custom、Auto、およびDisabledです。デフォルト値は、Disabled
です。 
• Custom ― SriovRequestedプロパティを使用して割り当てられる指定の

VF数を要求します。VFは、先着順に接続する方法で割り当てられます。 
• Auto ― 要求されたものがこの接続に割り当てられた後に、VFが使用

可になります。 
• Disabled ― VFはこの接続に割り当てられません。 

SriovRequested サーバーポートに要求されたVFの数。このプロパティは、SriovTypeが
customに設定されている場合に必要です。有効な値は1～512であり、NIC
のSR-IOV機能によって異なります。 

例  

 ->set enet-connection MyProfile 2  
Network=NewNetworkName 
Ethernet接続の関連ネットワークを変更します。 

 ->set enet-connection RedProfile 1 Network="" 
ネットワーク接続を未割り当ての状態に設定します。 

 ->set enet-connection GreenProfile 3 PXE=disabled 
Ethernet接続のPXEを無効にします。 

 ->set enet-connection MyProfile 1 SpeedType=Preferred 
Ethernetネットワーク接続を変更し、速度をPreferredに設定します。 

 ->set enet-connection MyProfile 1 SpeedType=Custom 
Speed=2000 
Ethernetネットワーク接続を変更し、速度を2Gbに設定します。 

 ->set enet-connection RedProfile 1  
McastFilter="MyFilter" 
マルチキャストフィルターを設定します。 

 ->set enet-connection MyProfile 1 Network=MyNetwork 
SriovType=Auto 
Ethernetネットワーク接続を変更し、SR-IOVをautoに設定します。 

 ->set enet-connection MyProfile 1 Network=MyNetwork 
SriovType=Custom SriovRequested=30 
Ethernetネットワーク接続を変更し、SR-IOVタイプをcustomに設定します。 

 
 

項目 説明 

show enet-connection サーバープロファイルに関連付けられているEthernet接続を表示します。 

構文 show enet-connection [<ConnectionID>] 

パラメーター  

ConnectionID（オプション） 既存のEthernet接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>
です。 
<ProfileName:*>を使用すると、プロファイルのすべてのEthernet接続
が表示されます。 
「*」を使用すると、ドメイン内のすべてのリモートエンクロージャーが削
除されます。 

例  

 ->show enet-connection * 
ドメイン内のすべてのEthernet接続が表示されます。 

 ->show enet-connection Profile1:* 
Profile1という名前のプロファイルのEthernet接続がすべて表示されます。 

 ->show enet-connection Profile1:1 
Profile1という名前のプロファイルの特定のEthernet接続が表示されます。 
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enet-vlan 
Ethernet VLAN構成の設定値を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set enet-vlan 全般的なEthernet VLAN構成の設定値を変更します。 

構文 set enet-vlan [-quiet] [SharedServerVLanId=<true|false>] 
[PrefSpeedType=<Auto|Custom>] [PrefSpeed=<速度>] 
[MaxSpeedType=<Unrestricted|Custom>] [MaxSpeed=<速度>] 
[VlanCapacity=<Legacy|Expanded>] 

オプション  

quiet このオプションを指定すると、ユーザー確認プロンプトが表示されません。通常、
このオプションは自動化されたスクリプトで使用されます。 

プロパティ  

SharedServerVLanId 
（オプション） 

複数のVC Ethernetネットワークに接続されたサーバーポートに、対応する共有
アップリンクセットが使用するものと同じVLANマッピングを強制的に使用させ
るオプションを有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。 
値をtrueに設定すると、単一の共有アップリンクから選択されるサーバーネット
ワーク接続が制限され、VLAN IDは変更できません。 
値をfalseに設定すると、サーバーEthernet接続用に任意のVC Ethernetネットワー
クを選択できます。さらに、固有性を確保するため、VLAN IDマッピングを変更
できます。 

PrefSpeedType 
（オプション） 

複数のネットワークを使用するすべてのEthernet接続のデフォルト接続速度。有効
な値は、AutoおよびCustomです。Customにより、優先速度を構成できます。デ
フォルト値は、Autoです。 

PrefSpeed
（PrefSpeedTypeがCustom
の場合に必須） 

複数のネットワークを使用するすべてのEthernet接続のデフォルト接続速度。有効
な値の範囲は、100Mb～20Gb（100Mb単位）です。 
20Gbの最大速度は、 20Gb NICと、ドメイン内に存在しているHPE VC 
FlexFabric-20/40 F8モジュールに依存します。 

MaxSpeedType（オプション） 複数のネットワークを使用するすべてのEthernet接続の最大接続速度。有効な値
は、UnrestrictedおよびCustomです。Customにより、優先速度を構成できます。
デフォルト値は、Unrestrictedです。 

MaxSpeed（MaxSpeedType
がCustomの場合に必須） 

複数のネットワークを使用するすべてのEthernet接続の最大接続速度。有効な値の
範囲は、100Mb～20Gb（100Mb単位）です。 
20Gbの最大速度は、 20Gb NICと、ドメイン内に存在しているHPE VC 
FlexFabric-20/40 F8モジュールに依存します。 

VlanCapacity（オプション） VLAN容量モード。有効な値は、LegacyおよびExpandedです。デフォルト値は、
Legacyです。 
Legacyモードでは最大で、モジュール当たり320個のVLANとサーバー接続当たり
28個のVLANが使用できます。 
Expandedモードでは最大で、ドメイン当たり8192個のVLANと物理サーバーポー
ト当たり162個のVLANが使用できます。 

例  

 ->set enet-vlan SharedServerVLanId=true 
SharedServerVLanIdを有効にします。 

 ->set enet-vlan PrefSpeedType=Custom PrefSpeed=500 
MaxSpeedType=Custom MaxSpeed=2500 
複数のネットワークを使用するすべての接続の優先接続速度を500Mb、最大接続
速度を2.5Gbに設定します。 

 ->set enet-vlan VlanCapacity=Expanded 
VLAN容量モードをExpandedに設定し、より大規模なネットワーク構成を使用可
能にします。 
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項目 説明 

show enet-vlan 全般的なEthernet VLAN構成の設定値を表示します。 

構文 show enet-vlan 

例  

 ->show enet-vlan 
Ethernet VLAN構成の設定値を表示します。 

 
 

external-manager 
外部マネージャー設定および情報を管理します。 

サポートされるアクション：help、remove、set、show 
 

項目 説明 

remove 
external-manager 

既存の外部マネージャー（VCEM）を削除し、ドメインの管理プロファイルコント
ロールを再取得します。 
プロファイルコントロールを解除する場合は、各MacType、WwnType、および
ServerIdTypeの値を指定する必要があります。 
重要：set external-managerコマンドをremove external-managerコマンド
の前に使用して、外部マネージャーの有効化をfalseに設定する必要があります。 

構文 remove external-manager [-quiet] [UserName=<ユーザー名>]  
[MacType=<Factory-Default| User-Defined>] [MacStart=<MAC
アドレス>] [MacEnd=<MACアドレス>]  
[WwnType=<Factory-Default|User-Defined>] [WwnStart=<WWN
アドレス>] [WwnEnd=<WWNアドレス>]  
[ServerIdType=<Factory-Default| User-Defined>]  
[ServerIdStart=<ServerIdアドレス>] [ServerIdEnd=<ServerId
アドレス>] 

オプション  

quiet このオプションを指定すると、ユーザーに確認を求めるプロンプトが表示されなく
なります。このためスクリプト操作に役立ちます。 

プロパティ  

UserName（オプション） 外部マネージャーの有効なユーザー名。ユーザー名は、show external-manager
コマンドを使用して識別できます。 

MacType（オプション） 割り当てに使用するMACアドレスソースのタイプ。有効な値は、Factory-Defaultお
よびUser-Definedです。 

MacStart（MacTypeがUser
-Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の開始MACアドレスです。このプロパ
ティは、MacTypeがUser-Definedに設定されている場合のみ有効です。 

MacEnd（MacTypeがUser-
Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の終了MACアドレスです。このプロパ
ティは、MacTypeがUser-Definedに設定されている場合のみ有効です。 

WwnType（オプション） 割り当てに使用するWWNアドレスソースのタイプ。有効な値は、Factory-Defaultお
よびUser-Definedです。 

WwnStart（WwnTypeがUser
-Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の開始WWNアドレスです。 

WwnEnd（WwnTypeがUser-
Definedの場合に必須） 

ユーザーがカスタマイズして定義する範囲の終了WWNアドレスです。 

ServerIdType 
（オプション） 

仮想シリアル番号ソースのタイプ。サーバープロファイルが作成されると、指定し
たプールソースから仮想シリアル番号とUUID値が割り当てられます。有効な値は、
Factory-DefaultおよびUser-Definedです。 

ServerIdStart（Typeが
User-Definedの場合に
必須） 

ユーザー定義範囲の開始シリアル番号。このプロパティは、シリアル番号タイプが
User-Definedの場合のみ有効です。 
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項目 説明 

ServerIdEnd（Typeが
User-Definedの場合に
必須） 

ユーザー定義範囲の終了シリアル番号。このプロパティは、シリアル番号タイプが
User-Definedの場合のみ有効です。 

例  

 ->show external-manager 
->set external-manager UserName=A17005068 Enabled=false（ここで、
A17005068は、前のコマンドで報告されたユーザー名です） 
->remove external-manager username=A17005068 
mactype=User-Defined MacStart=00-17-A4-77-00-00  
MacEnd=00-17-A4-77-03-FF wwnType=User-Defined 
WwnStart=50:06:0B:00:00:C2:62:00 
WwnEnd=50:06:0B:00:00:C2:65:FF serverIdType=User-Defined 
serverIdStart=VCX0000000 serverIdEnd=VCX00000ZZ 
ユーザー名を表示し、外部マネージャーを無効にし、その後で外部マネージャーを
削除してプロファイル制御を解放します 

 ->remove external-manager UserName=A17005068 
VC Managerの外部管理制御のみを削除します。 

 ->remove external-manager macType=Factory-Default 
wwnType=Factory-Default serverIdType=Factory-Default 
プロファイル制御のみを解放します。 

 ->remove external-manager username=A1010345 
macType=Factory-Default wwnType=Factory-Default 
serverIdType=Factory-Default 
外部マネージャーを削除し、プロファイル制御を解放します。 

 
 

項目 説明 

set external-manager Virtual Connectドメインに対する、既存の外部マネージャーのコントロールを有効ま
たは無効にします。 

構文 set external-manager [-quiet] UserName=<ユーザー名> 
Enabled=<true|false> 

オプション  

quiet ユーザーに確認を求めるプロンプトが表示されなくなります。このためスクリプト
操作に役立ちます。 

プロパティ  

UserName（必須） 外部マネージャーの有効なユーザー名。ユーザー名は、show external-manager
コマンドを使用して識別できます。 

Enabled（必須） 外部マネージャーを有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。 

例  

 ->set external-manager UserName=A17005068 Enabled=false 
外部マネージャーを無効にします。 

 ->set external-manager UserName=A17005068 Enabled=true 
外部マネージャーを有効にします。 

 
 

項目 説明 

show external-manager 既存の外部マネージャーの情報を表示します。 

構文 show external-manager 

例  

 ->show external-manager 
既存の外部マネージャーの情報を表示します。 
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fabric 
ファイバーチャネルSANファブリックを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add fabric 新しいファブリックをドメインに追加します。QoSタイプがCustomNoFcoeに設定され
ている場合、ファブリックにFCoEポートを含めることはできません。含んでいる場合、
「cannot add fabric when QoS configuration type is CustomNoFCoE」というメッセージ
が表示されます。QoSタイプの設定について詳しくは、「qos」（93ページ）を参照して
ください。 

構文 add fabric <Name> Bay=<BayNum> Ports=<PortList> 
[Type=<FabricAttach|DirectAttach>] 
[Speed=<Auto|2Gb|4Gb|8Gb|16Gb>] 
[LinkDist=<Auto|Manual>][PrefSpeedType=<Auto|Custom>] 
[PrefSpeed=<100Mb-8Gb in 100Mb 
steps>][MaxSpeedType=<UnRestricted|Custom>]  
[MaxSpeed=<100Mb-8Gb in 100Mb steps>] 

パラメーター  

Name（必須） 新しいファブリックをドメインに追加する場合、一意の名前が必要です。 

プロパティ  

Bay（必須） ファブリックが関連付けられている特定のインターコネクトベイ番号。 

Port（必須） ファブリックに追加する1個以上の論理FCポートのリスト。 
各ポートを指定するフォーマットは、<port1>,<port2>,...です。ここで、portはファ
ブリックに追加されるインターコネクトモジュールポート番号です（1、2、3、4のよう
になります。ベイグループ内のすべてのモジュールに影響します）。 
• HPE VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールの場合、ポート番号1、2、3、4は、

それぞれポートX1、X2、X3、およびX4に対応します。 
• HPE VC FlexFabric-20/40 F8モジュールの場合、ポート番号1、2、3、4、5、6、7、8

は、それぞれポートX1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8に対応します。ポートX1～
X4は、Ethernetおよびファイバーチャネルトラフィックをサポートします。ポート
のペアX5/X6およびX7/X8は、1つのタイプのネットワークトラフィック（Ethernet
またはファイバーチャネル）を伝送します。 

Type（オプション） ファブリックタイプ。「FabricAttach」はSANファブリックです。「DirectAttach」ファブ
リックは、サポートされるストレージデバイスに直接接続されます。「DirectAttach」ファ
ブリックは、FlexFabricモジュールのみに許可されます。デフォルトのタイプは
「FabricAttach」です。 

Speed（オプション） ファブリックのアップリンクポートの速度。値は、次のとおりです。 
• Auto 
• 2Gb 
• 4Gb 
• 8Gb 
• 16Gb 
デフォルトのポート速度はAutoです。 
速度制限： 
• HPE VC 4Gb FCモジュールの場合、値が8Gbのとき、VCMが値をAutoに変換するの

で、モジュールは最適速度でSANスイッチに接続できます。 
• HPE VC 8Gb 24ポートFCモジュール、HPE VC 8Gb 20ポートFCモジュール、HPE 

VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュール、およびHPE VC FlexFabric 20/40 F8モ
ジュールの場合、値は、Auto、2Gb、4Gb、および8Gbです。 

• HPE 16Gb 24ポートFCモジュールの場合、値は、Auto、4Gb、8Gb、および16Gbです。 

LinkDist（オプション） ロードバランシングに使用するログイン再分散方式。値は、AutoおよびManualです。デ
フォルトのログイン再分散は、「FabricAttach」ファブリックではManualです。ログイン
再分散は、「DirectAttach」ファブリックではサポートされません。 
HPE VC 4Gb FCモジュール、HPE VC 8Gb 20ポートFCモジュール、およびHPE VC 8Gb 
24ポートモジュールがサポートするのは、手動のログイン再分散だけです。HPE VC 
FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールおよびHPE VC FlexFabric 20/40 F8モジュール
は、自動と手動のログイン再分散をサポートします。 
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項目 説明 

PrefSpeedType 
（オプション） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の優先接続速度。値は、Autoおよ
びCustomです。Customでは、優先速度を構成できます。デフォルト値はAutoで、
FlexFabricインターコネクトモジュールからのアップリンクポートがファブリックに含
まれる場合にのみ構成できます。 

PrefSpeed
（PrefSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の優先接続速度。値の範囲は、
100Mb～8Gb（100Mb単位）です。このプロパティは、FlexFabricインターコネクトモジュー
ルからのアップリンクポートがファブリックに含まれる場合にのみ構成できます。 

MaxSpeedType 
（オプション） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の最大接続速度。値は、Unrestricted
およびCustomです。Customにより、ユーザーは速度を構成できます。デフォルト値は、
Unrestrictedです。このプロパティは、FlexFabricインターコネクトモジュールからの
アップリンクポートがファブリックに含まれる場合にのみ構成できます。 

MaxSpeed
（MaxSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の最大接続速度。値の範囲は、
100Mb～8Gb（100Mb単位）です。このプロパティは、FlexFabricインターコネクトモジュー
ルからのアップリンクポートがファブリックに含まれる場合にのみ構成できます。 

例  

 ->add fabric MyFabric1 Bay=3 Ports=1,2 
デフォルト値を使用して新しいFabricAttachファブリックを追加します。 

 ->add fabric MyFabric5 Bay=3 Ports=1,2 Type=DirectAttach 
新しいDirectAttachファブリックを追加します。 

 ->add fabric MyFabric2 Bay=3 Ports=1 Speed=2Gb 
速度を2Gbに設定して新しいファブリックを追加します。 

 ->add fabric MyFabric3 Bay=3 Ports=1,2,3,4 LinkDist=Auto 
自動ログイン再分散を使用する新しいファブリックを追加します。 

 ->add fabric MyFabric4 Bay=3 Ports=1,2 
2個の論理ポートを持つ新しいファブリックを追加します。 

 ->add fabric MyFabric4 Bay=3 Ports=1,2 PrefSpeedType=Custom 
PrefSpeed=4000 MaxSpeedType=Custom MaxSpeed=8000 
優先接続速度が4Gbで最大接続速度が8Gbの新しいファブリックを追加します。 

 
    

項目 説明 

remove fabric ドメインから既存のファブリックを削除します。 

構文 remove fabric <Name | *> 

パラメーター  

Name（必須） 特定のファブリックの名前。「*」を使用すると、すべての既存のファブリックが削除さ
れます。 

例  

 ->remove fabric VFabric_1 
VC FC SANファブリックのVFabric_1を削除します。 

 ->remove fabric * 
ドメインからすべてのVC FC SANファブリックを削除します。 

 
 

項目 説明 

set fabric 既存のファブリックのプロパティを変更したり、ログイン再分散が構成されている場合
にファブリックのロードバランシングを強制的に実施したりします。 

構文 set fabric <Name> [-LoadBalance] [Name=<NewName>] 
[Ports=<PortList>] [Speed=<Auto|2Gb|4Gb|8Gb|16Gb>] 
[LinkDist=<Auto|Manual>][PrefSpeedType=<Auto|Custom>] 
[PrefSpeed=<100Mb-8Gb in 100Mb 
steps>][MaxSpeedType=<UnRestricted|Custom>] [MaxSpeed=<100Mb-8Gb 
in 100Mb steps 

パラメーター  

Name（必須） ファブリックの固有の名前 
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項目 説明 

オプション  

LoadBalance 手動ログイン再分散に構成したファブリック上でロードバランシングを実行します。こ
のオプションは、DirectAttachファブリックではサポートされません。 

プロパティ  

Name（オプション） ファブリックの新しい名前 

Speed（オプション） ファブリックのアップリンクポートの速度。値は、次のとおりです。 
• Auto 
• 2Gb 
• 4Gb 
• 8Gb 
• 16Gb 
デフォルトのポート速度はAutoです。 
速度制限： 
• HPE VC 4Gb FCモジュールの場合、値が8Gbのとき、VCMが値をAutoに変換するの

で、モジュールは最適速度でSANスイッチに接続できます。 
• HPE VC 8Gb 24ポートFCモジュール、HPE VC 8Gb 20ポートFCモジュール、HPE 

VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュール、およびHPE VC FlexFabric 20/40 F8モ
ジュールの場合、値は、Auto、2Gb、4Gb、および8Gbです。 

• HPE 16Gb 24ポートFCモジュールの場合、値は、Auto、4Gb、8Gb、および16Gb
です。 

LinkDist（オプション） ロードバランシングのためのログイン再分散方式を指定します。値は、Autoおよび
Manualです。デフォルトのログイン再分散は、「FabricAttach」ファブリックではManual
です。ログイン再分散は、「DirectAttach」ファブリックではサポートされません。 
HPE VC 4Gb FCモジュール、HPE VC 8Gb 20ポートFCモジュール、およびHPE VC 8Gb 
24ポートFCモジュールがサポートするのは、手動のログイン再分散だけです。HPE VC 
FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールおよびHPE VC FlexFabric 20/40 F8モジュール
は、自動と手動のログイン再分散をサポートします。 

Ports（オプション） ファブリックに追加する1個以上の論理FCポートのリスト。各ポートを指定するフォー
マットは、<port1>,<port2>,...です。ここで、portはファブリック内で変更されるインター
コネクトモジュールポートです（ベイグループ内のすべてのモジュールに影響します）。 
• HPE VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールの場合、ポート番号1、2、3、4は、

それぞれポートX1、X2、X3、およびX4に対応します。 
• HPE VC FlexFabric-20/40 F8モジュールの場合、ポート番号1、2、3、4、5、6、7、

8は、それぞれポートX1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8に対応します。ポートX1
～X4は、Ethernetおよびファイバーチャネルトラフィックをサポートします。ポー
トのペアX5/X6およびX7/X8は、1つのタイプのネットワークトラフィック（Ethernet
またはファイバーチャネル）を伝送します。 

PrefSpeedType 
（オプション） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の優先接続速度。値は、Autoおよ
びCustomです。Customにより、ユーザーは速度を構成できます。デフォルト値は、Auto
です。このプロパティは、FlexFabricインターコネクトモジュールからのアップリンク
ポートがファブリックに含まれる場合にのみ構成されます。 

PrefSpeed
（PrefSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の優先接続速度。値の範囲は、
100Mb～8Gb（100Mb単位）です。このプロパティは、FlexFabricインターコネクトモジュー
ルからのアップリンクポートがファブリックに含まれる場合にのみ構成されます。 

MaxSpeedType 
（オプション） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の最大接続速度。値は、Unrestricted
およびCustomです。Customにより、ユーザーは速度を構成できます。デフォルト値は、
Unrestrictedです。このプロパティは、FlexFabricインターコネクトモジュールからの
アップリンクポートがファブリックに含まれる場合にのみ構成されます。 

MaxSpeed
（MaxSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このファブリックに接続しているすべてのFCoE接続の最大接続速度。値の範囲は、
100Mb～8Gb（100Mb単位）です。このプロパティは、FlexFabricインターコネクトモジュー
ルからのアップリンクポートがファブリックに含まれる場合にのみ構成できます。 
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例  

 ->set fabric MyFabric1 Name=MyNewName1 
既存のファブリックの名前を変更します。 

 ->set fabric MyFabric2 Speed=2Gb LinkDist=Auto 
ポート速度とログイン再分散を変更します。 

 ->set fabric MyFabric3 Ports=1,2,3,4 
ファブリックに含まれるファブリックポートを変更します。 

 ->set fabric MyFabric5 -loadBalance 
手動ログイン再分散に構成したファブリック上でロードバランシングを実行します。 

 ->set fabric MyFabric4 PrefSpeedType=Custom PrefSpeed=4000 
MaxSpeedType=Custom MaxSpeed=8000 
ファブリックを優先接続速度が4Gbで最大接続速度が8Gbに変更します。 

 
 

項目 説明 

show fabric すべてのファブリック情報を表示します。 

構文 show fabric [<FabricName> | *] 

パラメーター  

Name（オプション） 既存のファブリックの名前。「*」を使用すると、VCドメイン内のすべてのファブリック
の詳細出力が表示されます。指定しなかった場合は、すべてのファブリックのサマリー
出力が表示されます。 

例  

 ->show fabric 
すべてのFC SANファブリックのサマリーを表示します。 

 ->show fabric * 
すべてのFC SANファブリックの詳細情報を表示します。 

 ->show fabric SAN_5 
指定したFC SANファブリックの詳細情報を表示します。 

 
 

fc-connection 
ファイバーチャネルSAN接続を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add fc-connection 既存のサーバープロファイルに新しいFC SAN接続を追加します。 
詳しくは、「FCまたはFCoE接続追加の一般要件」（187ページ）を参照してくだ
さい。 

構文 add fc-connection <ProfileName> [Fabric=<FabricName>] 
[Speed=<Auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|16Gb|Disabled>] 
[AddressType=<Factory-Default|User-Defined|Pool-Specified>] 
[PortWWN=<WWN address>] [NodeWWN=<WWN address>] 

パラメーター  

ProfileName（必須） 新しい接続が追加される既存のプロファイルの名前。 

プロパティ  

Fabric（オプション） 接続に関連付けられる既存のファブリックの名前。ファブリック名を指定しない
と、接続はUnassignedとしてマークされ、特定のベイに関連付けられます。 
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Speed（オプション） 接続ポートのポート速度。値は、Auto、1Gb、2Gb、4Gb、8Gb、16Gb、および
Disabledです。指定しない場合、デフォルトのポート速度がAutoに設定されます。 
速度制限： 
• HPE VC 4Gb FCモジュールの場合、サポートされる速度値は、Auto、1Gb、

2Gb、4Gb、およびDisabledです。値を8Gbに設定すると、VCにより速度の
オートネゴシエーションが行われます。 

• HPE VC 8Gb 24ポートFCモジュール、HPE VC 8Gb 20ポートFCモジュール、
HPE VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュール、およびHPE VC FlexFabric 
20/40 F8モジュールの場合、値は、Auto、2Gb、4Gb、および8Gbです。 

• HPE 16Gb 24ポートFCモジュールの場合、値は、Auto、8Gb、および16Gb
です。 

AddressType（オプション） 新しい接続の作成時に使用されるWWNアドレス割り当てのソース。指定しない
場合のデフォルト値は、ドメインのデフォルト値です。User-Definedまたは
Pool-Specifiedを指定する場合は、Port WWNとNode WWNも指定する必要があ
ります。値は、Factory-Default、User-Defined、またはPool-Specifiedです。 
Pool-Specifiedオプションを使用するには、ドメインWWNプールがVC定義また
はユーザー定義として定義されている必要があり、リスト内のアドレスは、現在
のプールで利用可能である必要があります。 

PortWWN（AddressTypeが
User-DefinedまたはPool-
Specifiedの場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義のPort WWNアドレス。AddressTypeでUser-
DefinedまたはPool-Specifiedを指定する場合、このプロパティは必須です。Port
WWNは未使用のWWNアドレスである必要があります。 

NodeWWN（AddressTypeが
User-DefinedまたはPool-
Specifiedの場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義のNode WWNアドレス。AddressTypeでUser-
DefinedまたはPool-Specifiedを指定する場合、このプロパティは必須です。Nod
eWWNは未使用のWWNアドレスである必要があります。 

例  

 ->add fc-connection MyNewProfile Fabric=SAN_5 
プロファイルに新しいFC SAN接続を追加します。 

 ->add fc-connection MyNewProfile Fabric=SomeFabric Speed=4Gb 
新しいFC SAN接続を追加し、ポート速度を構成します。 

 ->add fc-connection MyNewProfile 
新しいFC SAN接続を追加し、次に利用可能なファブリックを使用します。 

 ->add fc-connection MyNewProfile AddressType=Factory-Default 
新しいFC SAN接続を追加し、工場出荷時のデフォルトアドレスを使用します。 

 ->add fc-connection MyNewProfile AddressType=User-Defined 
PortWWN=50:06:0B:00:00:C2:62:00 
NodeWWN=50:06:0B:00:00:c2:62:01 
新しいFC SAN接続を追加し、ユーザーが定義したWWNアドレスを提供します。 

 ->add fc-connection MyNewProfile AddressType=Pool-Specified 
PortWWN=50:06:0B:00:00:C2:62:00 
NodeWWN=50:06:0B:00:00:c2:62:01 
新しいFC SAN接続を追加し、VC定義またはユーザー定義のプールからアドレス
を指定します。 

 
    

項目 説明 

remove fc-connection 既存のサーバープロファイルから最後のFC接続を削除します。 

構文 remove fc-connection <プロファイル名> 

パラメーター  

ProfileName（必須） FC接続を削除するプロファイルの名前 

例  

 ->remove fc-connection MyProfile 
プロファイルからFC接続を削除します。 
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set fc-connection 既存のFC SAN接続に変更を加えます。 

構文 set fc-connection <プロファイル名> <ポート>  
[Fabric=<ファブリック名>] 
[Speed=<Auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|16Gb|Disabled>]  
[BootPriority=<優先順位を示す値>] [BootPort=<ポート名>] 
[BootLun=<LUN>] 

パラメーター  

ProfileName（必須） 変更対象の接続を含むサーバープロファイルの名前 

Port（必須） 変更対象の接続のポート番号 

プロパティ  

Fabric（オプション） 接続に関連付けられるFC SANファブリックの名前。指定したファブリックをFC
接続と同じベイと関連付けます。空白文字列は、FC接続を未割り当てにします。 

Speed（オプション） FC SAN接続のポート速度。値は、Auto、16Gb、8Gb、4Gb、2Gb、1Gb、およ
びDisabledです。 
速度制限： 
• HPE VC 4Gb FCモジュールの場合、サポートされる速度値は、Auto、1Gb、

2Gb、4Gb、およびDisabledです。値を8Gbに設定すると、VCにより速度の
オートネゴシエーションが行われます。 

• HPE VC 8Gb 24ポートFCモジュール、HPE VC 8Gb 20ポートFCモジュール、
HPE VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュール、およびHPE VC FlexFabric 
20/40 F8モジュールの場合、値は、Auto、2Gb、4Gb、および8Gbです。 

• HPE 16Gb 24ポートFCモジュールの場合、値は、Auto、8Gb、および16Gb
です。 

BootPriority（オプション） FC HBAポートをSANブートに対して有効にするかどうかを決定します。この優
先順位はBIOSのブート順序に影響を及ぼします。値は、BIOS、Primary、
Secondary、およびDisabledです。 

BootPort  
（ブート優先順位がPrimaryま
たはSecondaryの場合は必須。
それ以外はオプション） 

ファイバーチャネルストレージターゲット上のコントローラーインターフェイ
スのターゲットWWPN。ポート名は、NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NNのフォーマッ
トの64ビットの識別子です。Nは16進数です。 

BootLun  
（ブート優先順位がPrimaryま
たはSecondaryの場合は必須。
それ以外はオプション） 

SANブートに使用されるボリュームのLUN。値は、0～255の整数、または16個
の16進数（HP-UXのみ）です。 

例  

 ->set fc-connection MyProfile 1 Fabric=SAN_5 
FC SANファブリック接続のファブリックを変更します。 

 ->set fc-connection RedProfile 2 Fabric="" 
FC SANファブリック接続を未割り当てにします。 

 ->set fc-connection BlueProfile 1 Fabric=SAN_7 
FC SAN接続のFC SANファブリックを変更します。 

 ->set fc-connection BlueProfile 1 Speed=4Gb 
FC SAN接続のポート速度を変更します。 

 ->set fc-connection BlueProfile 1 BootPriority=Primary 
BootPort=50:06:0B:00:00:C2:62:00 BootLun=5 
SANのブート優先順位を変更して、追加するブートパラメーターを設定します。 
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show fc-connection サーバープロファイルに関連付けられているFC SAN接続を表示します。 

構文 show fc-connection [<ConnectionID>] 

パラメーター  

ConnectionID（オプション） 既存のFC SAN接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>です。<プロ
ファイル名:*>を使用すると、プロファイルのすべてのFC SAN接続が表示されま
す。「*」を使用すると、ドメイン内のすべてのFC SAN接続が表示されます。 

例  

 ->show fc-connection 
ドメイン内のすべてのFC SAN接続が表示されます。 

 ->show fc-connection Profile1:* 
Profile1という名前のプロファイルのFC SAN接続がすべて表示されます。 

 ->show fc-connection Profile1:1 
Profile1という名前のプロファイルの特定のFC SAN接続が表示されます。 

 
 

fcoe-connection 
FCoE接続を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add fcoe-connection 既存のサーバープロファイルに新しいFCoE接続を追加します。詳しくは、「FC
またはFCoE接続追加の一般要件」（187ページ）を参照してください。 
ドメインのQoSタイプがCustomNoFcoeに設定されている場合、「cannot add 
fabric when QoS configuration type is CustomNoFCoE」というエラーメッセージ
が表示されます。QoSタイプの設定について詳しくは、「qos」（93ページ）を参
照してください。 

構文 add fcoe-connection <ProfileName> 
[Fabric=<FabricName>|FcoeNetwork=<FcoeNetName>]  
[SpeedType=<1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Auto|Custom|Preferred|Disabled>
] [CustomSpeed=<100Mb-8Gb|20Gb>] 
[WWNAddressType=<Factory-Default|User-Defined|Pool-Specifie
d>] [PortWWN=<WWN address>] [NodeWWN=<WWN address>] 
[MACAddressType=<Factory-Default|User-Defined|Pool-Specifie
d>] [EthernetMac=<MAC Address>] 

パラメーター  

ProfileName（必須） 新しい接続が追加される既存のプロファイルの名前。 

プロパティ  

Fabric（オプション） FCoEモジュール上で作成され、接続に関連付けられる既存のファブリックの名
前。ファブリック名を指定しないと、接続はUnassignedとしてマークされ、特定
のベイに関連付けられます。 

FcoeNetwork（オプション） 接続に関連付けられる既存のFCoEネットワークの名前。 
FabricプロパティとFcoeNetworkプロパティを両方指定することはできません。
どちらのプロパティも指定しない場合、接続はUnassignedとしてマークされ、特
定のベイに関連付けられます。 

SpeedType（オプション） サーバーポートの必要な動作速度。有効な値は、1Gb、2Gb、4Gb、8Gb、Auto、
Custom、Preferred、およびDisabledです。デフォルト値は、Preferredです。Auto
はファブリックには適用されません。また、1Gb～8GbはFCoEネットワークに
は適用されません。 
SpeedTypeがCustomの場合、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度
から100Mb単位で任意の速度を構成できます。 
速度タイプがPreferredの場合、FCoE接続の速度は、接続が関連付けられている
ファブリックまたはFCoEネットワークの優先速度と同じです。ファブリックま
たはFCoEネットワークの優先速度が構成されていない場合は、Virtual Connect
によって速度が決定されます。 
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CustomSpeed（SpeedTypeが
Customの場合に必須） 

サーバーポートのユーザー定義速度。有効な値は100Mb～20Gb、またはSANファ
ブリックのFCoE接続の場合は100Mb～8Gbで、100Mb単位で構成します。 
20Gbの最大速度は、20Gb NICと、ドメイン内に存在しているHPE VC 
FlexFabric-20/40 F8モジュールに依存します。 

WWNAddressType 
（オプション） 

新しい接続の作成時に使用されるWWNアドレス割り当てのソース。指定しない
場合のデフォルト値は、ドメインのデフォルト値です。User-Definedを指定する
場合は、Port WWNとNode WWNも指定する必要があります。有効な値は、
Factory-Default、User-Defined、またはPool-Specifiedです。 
Pool-Specifiedオプションを使用するには、ドメインWWNプールがVC定義また
はユーザー定義として定義されている必要があり、リスト内のアドレスは、現在
のプールで利用可能である必要があります。 

PortWWN（WWNAddressType
がUser-DefinedまたはPool
-Specifiedの場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義のPort WWNアドレス。PortWWNは未使用のWWN
アドレスである必要があります。 

NodeWWN（WWNAddressType
がUser-DefinedまたはPool
-Specifiedの場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義のNode WWNアドレス。NodeWWNは未使用の
WWNアドレスである必要があります。 

MACAddressType 
（オプション） 

新しい接続の作成時に使用されるMACアドレス割り当てのソース。指定しない場
合のデフォルト値は、ドメインのデフォルト値です。User-Definedが指定されて
いる場合は、 EthernetMACも指定する必要があります。有効な値は、
Factory-Default、User-Defined、またはPool-Specifiedです。 

EthernetMAC（MACAddress
TypeがUser-Definedまたは
Pool-Specifiedの場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義またはプール指定のEthernet MACアドレス。 

例  

 ->add fcoe-connection MyNewProfile Fabric=SAN_5 
プロファイルに新しいFCoE SANファブリック接続を追加します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile FcoeNetwork=FCOE_NET_1 
新しいFCoEネットワーク接続をプロファイルに追加します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile Fabric=SomeFabric 
SpeedType=4Gb 
新しいFCoE接続を追加し、ポート速度を構成します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile 
新しいFCoE接続を追加して未割り当てのままにしておきます。 

 ->add fc-connection MyNewProfile Fabric=MyFabric 
SpeedType=Custom CustomSpeed=5000 
新しいFCoE接続を追加して、カスタム速度を5Gbに設定します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile 
WWNAddressType=Factory-Default 
新しいFCoE接続を追加し、工場出荷時のデフォルトWWNアドレスを使用します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile 
WWNAddressType=User-Defined PortWWN=50:06:0B:00:00:C2:62:00 
NodeWWN=50:06:0B:00:00:C2:62:01 
新しいFCoE接続を追加し、ユーザーが定義したWWNアドレスを提供します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile 
WWNAddressType=Pool-Specified 
PortWWN=50:06:0B:00:00:C2:62:00 
NodeWWN=50:06:0B:00:00:C2:62:01 
新しいFCoE接続を追加し、VC定義またはユーザー定義のプールからWWNアド
レスを提供します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile 
MACAddressType=Factory-Default 
新しいFCoE接続を追加し、工場出荷時のデフォルトMACアドレスを使用します。 
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 ->add fcoe-connection MyNewProfile 
MACAddressType=User-Defined EthernetMAC=00-17-A4-77-00-00 
新しいFCoE接続を追加し、ユーザー定義のMACアドレスを提供します。 

 ->add fcoe-connection MyNewProfile 
MACAddressType=Pool-Specified EthernetMAC=00-17-A4-77-00-00 
新しいFCoE接続を追加し、VC定義またはユーザー定義のプールからMACアドレ
スを提供します。 

 ->add fcoe-connection MyProfile Fabric=MyFabric 
SpeedType=Preferred 
新しいFCoE接続を追加して、速度タイプをPreferredに設定します。 

 ->add fcoe-connection MyProfile Fabric=MyFabric 
SpeedType=Preferred 
新しいFCoE接続を追加して、速度タイプをPreferredに設定します。 

 
    

項目 説明 

remove fcoe-connection 既存のサーバープロファイルから最後のFCoE接続を削除します。 

構文 remove fcoe-connection <プロファイル名> 

パラメーター  

ProfileName（必須） 最後のFCoE接続を削除する既存のプロファイルの名前です。 

例  

 ->remove fcoe-connection MyProfile 
プロファイルからFCoE接続を削除します。 

 
 

項目 説明 

set fcoe-connection 既存のFCoE接続を変更します。 

構文 set fcoe-connection <ConnectionID> 
[Fabric=<FabricName>|FcoeNetwork=<FcoeNetName>] 
[SpeedType=<1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Auto|Custom|Preferred|Disabled>] 
[CustomSpeed=<100Mb-8Gb|20Gb>] [BootPriority=<priority>] 
[BootPort=<portName>] [BootLun=<LUN>] 

パラメーター  

ConnectionID（必須） 既存のFCoE接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>である必
要があります。 

プロパティ  

Fabric（オプション） 接続に関連付けられる既存のファブリックの名前。指定するファブリックは、
FCoE接続と同じベイに関連付けられている必要があります。 

FcoeNetwork（オプション） 接続に関連付けられるFCoEネットワークの名前。Fabricプロパティと
FcoeNetworkプロパティを両方指定することはできません。 

SpeedType（オプション） サーバーの必要な動作速度。有効な値は、1Gb、2Gb、4Gb、8Gb、Auto、Custom、
Preferred、およびDisabledです。Autoはファブリックには適用されません。また、
1Gb～8GbはFCoEネットワークには適用されません。 
SpeedTypeがCustomの場合、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度
から100Mb単位で任意の速度を構成できます。 
速度タイプがPreferredの場合、FCoE接続の速度は、接続が関連付けられている
ファブリックまたはFCoEネットワークの優先速度と同じです。ファブリックま
たはFCoEネットワークの優先速度が構成されていない場合は、VCによって速度
が決定されます。 

CustomSpeed（SpeedTypeが
Customの場合に必須） 

サーバーポートのユーザー定義速度。有効な値は100Mb～20Gb、またはSANファ
ブリックのFCoE接続の場合は100Mb～8Gbで、100Mb単位で構成します。 
20Gbの最大速度は、20Gb NICと、ドメイン内に存在しているHPE VC 
FlexFabric-20/40 F8モジュールに依存します。 
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BootPriority（オプション） FCoE HBAポートをSANブートに対して有効にするかどうかを決定します。この
優先順位はBIOSのブート順序に影響を及ぼします。有効な値は、BIOS、Primary、
Secondary、およびDisabledです。 

BootPort 
（ブート優先順位がオプション
でPrimaryまたは 
Secondaryの場合は必須） 

ファイバーチャネルストレージターゲット上のコントローラーインターフェイ
スのターゲットWWPN。ポート名は、NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NNのフォーマッ
トの64ビットの識別子です。Nは16進数です。 

BootLun  
（ブート優先順位がオプション
でPrimaryまたは 
Secondaryの場合は必須） 

SANブートに使用されるボリュームのLUN。有効な値は、0～255の整数、または
16個の16進数（HP-UXのみ）です。 

例  

 ->set fcoe-connection MyProfile:1 Fabric=SAN_5 
FCoE SANファブリック接続のファブリックを変更します。 

 ->set fcoe-connection RedProfile:2 Fabric="" 
FCoE SANファブリック接続を未割り当てにします。 

 ->set fcoe-connection MyProfile:1 FcoeNet=FCOE_NET_1 
FCoEネットワーク接続のFCoEネットワークを変更します。 

 ->set fcoe-connection MyProfile:1 SpeedType=Custom 
CustomSpeed=5000 
FCoE接続を変更して、カスタム速度を5Gbに設定します。 

 ->set fcoe-connection BlueProfile:1 BootPriority=Primary 
BootPort=50:06:0B:00:00:C2:62:00 BootLun=5 
SANのブート優先順位を変更して、追加するブートパラメーターを設定します。 

 ->set fcoe-connection MyProfile:1 SpeedType=Preferred 
FCoE接続を変更して、速度タイプをPreferredに設定します。 

 
 

項目 説明 

show fcoe-connection サーバープロファイルに関連付けられているFCoE接続を表示します。 

構文 show fcoe-connection [<ConnectionID>] 

パラメーター  

ConnectionID（オプション） 既存のFCoE接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>です。<プロファ
イル名:*>を使用すると、プロファイルのすべてのFCoE接続が表示されます。「*」
を使用すると、ドメイン内のすべてのFCoE接続が削除されます。 

例  

 ->show fcoe-connection 
ドメイン内のすべてのFCoE接続が表示されます。 

 ->show fcoe-connection Profile1:* 
Profile1という名前のプロファイルのFCoE接続がすべて表示されます。 

 ->show fcoe-connection Profile1:1 
Profile1という名前のプロファイルの特定のFCoE接続が表示されます。 
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firmware 
Virtual Connectインターコネクトモジュールの ファームウェアバージョンを表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

show firmware ドメイン内のすべてのインターコネクトモジュールのファームウェア情報を表示します。 

構文 show firmware 

例  

 ->show firmware 
すべてのファームウェアの簡単なリストを表示します。 

 ->show firmware * 
すべてのファームウェアの詳細リストを表示します。 

 

ファームウェアの更新には、HPE BladeSystem c-Class Virtual Connectサポートユーティリティを使用します。

ファームウェアのインストールについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/
info/vc/manualsに掲載されているHPE BladeSystem c-Class Virtual Connectサポートユーティリティのドキュ

メントを参照してください。 
 

igmp-group 
インターコネクトモジュールのIGMP Groupテーブルの情報を表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 
show igmp-group 特定のモジュールに関する、インターコネクトモジュールIGMP Groupのテーブル情報

を表示します。 

構文 show igmp-group <ModuleID> 

パラメーター  

ModuleID（必須） IGMP Groupテーブルの表示対象となるモジュールのID。IDのフォーマットは、
<EnclosureID>:<BayNumber>です。 

例  

 ->show igmp-group enc0:1 
エンクロージャーenc0のベイ1にあるモジュールのIGMP Group情報を表示します。 

 
 

igmp 
  

 重要：VCドメインがVCEM制御下にあるとき、サーバー役割権限があるユーザーはIGMP設定を変更で

きません。 
  

Ethernet IGMPスヌーピング設定を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set igmp Ethernet IGMPスヌーピング設定を変更します。 

構文 set igmp [Enabled=<true|false>] [Timeout=<タイムアウト間隔>] 
[NoFlood=<true|false>] 

プロパティ  

Enabled（オプション） IGMPスヌーピングを有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。 

Timeout（オプション） IGMPスヌーピングのアイドルタイムアウト間隔（秒単位）です。有効な値は、1～3600
の整数です。デフォルトのIGMPアイドルタイムアウトは、260秒です。 

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
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項目 説明 

NoFlood（オプション） 未登録のマルチキャストパケットのフラッディングを許可または防止します。有効な値
は、trueおよびfalseです。このパラメーターをtrueにできるのは、IGMPスヌーピングが
有効な場合のみです。そうでない場合、常にフラッディングが発生します。 

例  

 ->set igmp Enabled=true 
IGMPスヌーピングを有効にします。 

 ->set igmp Enabled=true Timeout=30 
IGMPスヌーピングを有効にして、アイドルタイムアウトを設定します。 

 ->set igmp Enabled=true NoFlood=true 
IGMPスヌーピングを有効にし、未登録のマルチキャストパケットのフラッディングを
防止します。 

 
 

項目 説明 

show igmp Ethernet IGMPスヌーピング設定を表示します。 

構文 show igmp 

例  

 ->show igmp 
IGMPスヌーピング設定を表示します。 

 
 

interconnect-mac-table 
インターコネクトモジュールのMACテーブルの情報を表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show interconnect- 
mac-table 

特定のモジュールに関する、インターコネクトモジュールのMACテーブルの情報
を表示します。 

構文 show interconnect-mac-table <ModuleID> [FilterBy] 

パラメーター  

ModuleID（必須） MACテーブルの表示対象となるモジュールのIDです。IDのフォーマットは、
<EnclosureID>:<BayNumber>です。 

オプション  

FilterBy（オプション） MACテーブル出力は、プロパティによってフィルタリングできます。使用される
出力フィルター構文は、Property=Valueです。 

例  

 ->show interconnect-mac-table enc0:1 
エンクロージャーenc0のベイ1にあるモジュールのモジュールMACテーブルを表
示します。 

 ->show interconnect-mac-table enc0:1 Port=d6 
ポートd6のアドレスのみを表示するようにフィルタリングされたエンクロー
ジャーenc0のベイ1にあるモジュールのモジュールMACテーブルを表示します。 

 ->show interconnect-mac-table enc0:1 "MAC 
Address"=00:26:55:58:89:9d 
単一のMACアドレスにフィルタリングされたエンクロージャーenc0のベイ1にあ
るモジュールのモジュールMACテーブルを表示します。 

 



 

コマンドライン 49 

 

interconnect 
I/Oインターコネクトモジュールを管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set interconnect インターコネクトモジュールホスト名の設定を変更します。 

構文 set interconnect [-quiet] [<エンクロージャーID>:<ベイ番号>] 
[<Hostname=新しいホスト名>] 

オプション  

quiet ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。このオプションは、操作をスクリ
プト化する際に役立ちます。 

プロパティ  

EnclosureID エンクロージャーのID 

BayNumber Virtual Connect IOベイ番号 

[ホスト名] 63文字を超えることはできない文字列で、大文字または小文字の英文字から始ま
る必要があります。HostnameパラメーターがDEFAULTに設定されている場合は、
ホスト名はデフォルトのVCホスト名に設定されます。 
"VCE"または"VC2040F8"で始まるホスト名は、予約されています。 

例  

 ->set interconnect enc0:1 Hostname="DevelopmentNetworks" 
エンクロージャーenc0にあるインターコネクトベイ1のホスト名を
DevelopmentNetworksに設定します。 

 ->set interconnect enc0:2 Hostname="DEFAULT" 
エンクロージャーenc0にあるインターコネクトベイ2のホスト名を出荷時のデ
フォルト設定にリセットします。 

 
 

項目 説明 

show interconnect ドメイン内のすべてのインターコネクトモジュールを表示します。 

構文 show interconnect [<ModuleID>|*][-fip_snooping][FilterBy] 

パラメーター  

ModuleID（オプション） インターコネクトモジュールのID。「*」を使用すると、VCドメイン内のすべての
モジュールの詳細表示ビューが表示されます。指定しなかった場合は、すべての
モジュールのサマリー出力が表示されます。 

FilterBy 指定した属性でshowコマンドの出力にフィルターをかけます。このオプションは、
<columnID>=<value>のフォーマットで指定します。たとえば、UplinkSet up1に関連
付けられているFIPスヌーピング情報を表示するには、オプションをUplinkSet=up1と
して指定します。show interconnect enc0:1 -fip_snooping UplinkSet=up1 
LAG=18のように、1つのコマンドで複数のフィルターオプションを指定できます。 

オプション  

fip_snooping 指定したインターコネクトモジュールのFIPスヌーピング情報を表示します。 

例  

 ->show interconnect 
すべてのインターコネクトモジュールのサマリーを表示します。 

 ->show interconnect * 
すべてのインターコネクトモジュールの詳細情報を表示します。 

 ->show interconnect *:5 
インターコネクトモジュールを含むすべてのエンクロージャーを対象に、イン
ターコネクトベイ5のインターコネクトモジュールの詳細情報を表示します。 

 ->show interconnect enc0:* 
指定したエンクロージャー内のすべてのベイのインターコネクトモジュールを表
示します。 
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項目 説明 

 ->show interconnect enc0:3 
プライマリエンクロージャーのインターコネクトベイ3のインターコネクトモ
ジュールの詳細情報を表示します。 

 ->show interconnect enc0:3 -fip_snooping 
プライマリエンクロージャーのインターコネクトベイ3のインターコネクトモ
ジュールのFIPスヌーピング情報を表示します。 

 
 

iscsi-boot-param 
ドメイン内のiSCSIブートパラメーターを管理します。 
  

 注：iscsi-boot-paramコマンドは現在、IPv6アドレスをサポートしていません。 

  

サポートされるアクション：help、remove、set、show 
    

項目 説明 

remove iscsi-boot-param 指定したiSCSI接続に構成されているiSCSIブートパラメーターをすべて削除し
ます。 

構文 remove iscsi-boot-param <ConnectionID> 

パラメーター  

ConnectionID（必須） 既存のiSCSI接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>です。iSCSI接
続のポート番号を取得するには、show profile <ProfileName>コマンドを
使用します。 

例  

 ->remove iscsi-boot-param MyProfile1:1 
MyProfile1の接続1に構成されているブートパラメーターを削除します。 

 
 

項目 説明 

set iscsi-boot-param 指定したiSCSI接続に、iSCSIブートの基本パラメーターを構成します。 

構文 set iscsi-boot-param <ConnectionID> [-maskSecret] 
[-maskMutualSecret] 
[BootOrder=<Primary|Secondary|Disabled|USE-BIOS>]  
[LUN=<論理ユニット番号>] [InitiatorName=<イニシエーター名>] 
[InitiatorIP=<IPアドレス>] [Mask=<ネットマスク>]  
[Gateway=<ゲートウェイ>] [VlanID=<VLAN ID>]  
[TargetName=<ターゲット名>] [TargetIP=<プライマリターゲットIP>] 
[TargetPort=<プライマリターゲットポート>] [TargetIP2=<代替ターゲッ
トIP>] [TargetPort2=<代替ターゲットポート>] 
[Authentication=<None|CHAP|CHAPM>] [Username=<ユーザー名>] 
[Secret=<シークレットパスワード>] [MutualUsername=<ユーザー名>] 
[MutualSecret=<相互シークレットパスワード>] 
[iSCSIBootParamDHCP=<Enabled|Disabled>] 
[NetworkParamDHCP=<Enabled|Disabled>]  
[DHCPVendorID=<ベンダーID>]  

パラメーター  

ConnectionID（必須） 既存のiSCSI接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>です。iSCSI接
続のポート番号を取得するには、show profile <ProfileName>コマンドを
使用します。 

オプション  

maskSecret（オプション） コマンドプロンプトで、CHAPシークレットパスワードをマスクされた文字列と
して対話形式で指定できます。 
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項目 説明 

maskMutualSecret 
（オプション） 

プロンプトで、相互CHAPシークレットパスワードをマスクされた文字列として
対話形式で指定できます。 

プロパティ  

BootOrder（オプション） iSCSIブートを有効または無効にします。iSCSIブートを有効にする値はPrimary、
Secondary、またはUSE-BIOSです。デフォルト値は、Disabledです。 

LUN（オプション） アクセス先のボリュームを識別するターゲットのLUNです。標準LUNの値は、10
進数の0～255です。拡張LUNの値は、13～16文字の16進値です。デフォルト値
は、0です。 

InitiatorName
（ISCSIBootParamDHCPが
Disabledの場合は必須） 

ブート中のシステムのiSCSIイニシエーターに使用する名前です。イニシエー
ター名の最大文字数は、223文字です。イニシエーター名文字列に英数字以外の
文字を入れる場合は、引用符で囲む必要があります。 

InitiatorIP
（NetworkParamDHCPが
Disabledの場合は必須） 

iSCSIイニシエーターが使用するIPアドレスです。この値は、ドット付き10進法
形式です。 

Mask（NetworkParamDHCPが
Disabledの場合は必須） 

iSCSIイニシエーターが使用するIPネットワークマスクです。この値は、ドット
付き10進法形式です。 

ゲートウェイ（オプション） iSCSIイニシエーターが使用するデフォルトのIPルートです。この値は、ドット
付き10進法形式です。 

VLanID（オプション） iSCSIイニシエーターが、すべての送受信パケットで使用するVLAN番号です。値
の範囲は、1～4094です。 

TargetName
（ISCSIBootParamDHCPが
Disabledの場合は必須） 

ブート元のターゲットの名前です。ターゲット名の最大文字数は、223文字です。
この名前の文字列に英数字以外の文字を入れる場合は、引用符で囲む必要があり
ます。 

TargetIP
（ISCSIBootParamDHCPが
Disabledの場合は必須） 

iSCSIターゲットのプライマリIPアドレスです。 

TargetPort（オプション） プライマリターゲットIPアドレスに関連付けられているTCPポートです。デフォ
ルト値は、3260です。 

TargetIP2（オプション） プライマリターゲットIPが使用できない場合に使用する代替ターゲットIPアド
レスです。 

TargetPort2（TargetIP2が
指定されている場合は必須） 

代替ターゲットIPアドレスに関連付けられているTCPポートです。デフォルト値
は、3260です。 

Authentication 
（オプション） 

イニシエーターとターゲットの間で、認証方法について合意している必要があり
ます。合意していないと、iSCSIイニシエーターがターゲットにログインできま
せん。サポートされている値は、None、CHAP、およびCHAPMです。デフォル
ト値は、Noneです。 

Username（認証タイプがCHAP
またはCHAPMの場合は必須） 

認証用のユーザー名です。ユーザー名の最大文字数は、223文字です。この名前
に英数字以外の文字を入れる場合は、引用符で囲む必要があります。 

Secret（認証タイプがCHAPま
たはCHAPMの場合は必須） 

CHAPおよびCHAPM認証用のシークレットパスワードです。文字列または（0x
で始まる）長い16進値で指定します。この値の長さは、96ビット（12バイト、
16進数で24）～128ビット（16バイト、16進数で32）の範囲内である必要があり
ます。CHAPシークレットパスワードは、コマンドではクリアテキストで、プロ
ンプトではマスクされた文字列で入力できます。 

MutualUsername（認証タイプ
がCHAPMの場合は必須） 

CHAPM認証用の相互ユーザー名です。ユーザー名の最大文字数は、223文字です。
この名前に英数字以外の文字を入れる場合は、二重引用符で囲む必要があります。 

MutualSecret（認証タイプが
CHAPMの場合は必須） 

CHAPM認証用の相互シークレットパスワードです。このパスワードは、文字列
または（0xで始まる）長い16進値で指定します。この値の長さは、96ビット（12
バイト、16進数で24）～128ビット（16バイト、16進数で32）の範囲内である必
要があります。相互シークレットパスワードは、コマンドではクリアテキストで、
プロンプトではマスクされた文字列で入力できます。 
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項目 説明 

ISCSIBootParamDHCP 
（オプション） 

iSCSIオプションROMがDHCPまたは静的構成からiSCSIブートパラメーターを
取得できます。値は、EnabledおよびDisabledです。デフォルト値はDisabledで、
静的構成を有効にします。 

NetworkParamDHCP 
（オプション） 

iSCSIオプションROMがDHCPまたは静的構成からTCP/IPパラメーターを取得
できます。値は、EnabledおよびDisabledです。デフォルト値はDisabledで、DHCP
を無効にし、静的構成を有効にします。 

DHCPVendorID
（ ISCSIBootParamDHCP が
Enabledの場合は必須） 

iSCSIブートパラメーターを取得する際に、DHCPオファーパケットのベンダー
クラスIDフィールドの値を照合するために使用する文字列 

例  

 ->set iscsi-boot-param MyProfile1:1 BootOrder=Primary Lun=100 
InitiatorName="iqn.2009-09.com.someorg.iSCSI-Initiator" 
InitiatorIp=192.128.3.1 Mask=255.255.0.0 
TargetName="iqn.2009-09.com.someorg.iSCSI-Target" 
TargetIp=192.128.3.2 TargetPort=40000 Authentication=CHAP 
Username=SomeUserName Secret=SomePassword123 
プロファイルMyProfile1のiSCSI接続の基本ブート属性を構成します。 

 ->set iscsi-boot-param MyProfile1:1 BootOrder=Primary 
ISCSIBootParamDHCP=Enabled NetworkParamDHCP=Enabled 
DHCPVendorID=SomeVendorIDValue 
DHCPから取得するiSCSIブート属性を構成します。 

 ->set iscsi-boot-param MyProfile1:1 -maskSecret 
-maskMutualSecret Authentication=CHAPM Username=SomeUserName 
MutualUsername=SomeMutualUsername ISCSIBootParamDHCP=Enabled 
NetworkParamDHCP=Enabled DHCPVendorID=SomeVendorIDValue 
CHAPシークレットとCHAPMシークレットの値をマスクされた文字列として構
成します。 

 
 

項目 説明 

show iscsi-boot-param 指定したiSCSI接続に構成されている、iSCSIブートの基本パラメーターを表示し
ます。 

構文 show iscsi-boot-param [<ConnectionID>] 

パラメーター  

ConnectionID（オプション） 既存のiSCSI接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>です。show
profile <ProfileName>またはshow iscsi-connection <profile
Name:*>を使用すると、iSCSI接続のポート番号が表示されます。 

例  

 ->show iscsi-boot-param MyProfile1:1 
MyProfile1の接続1に構成されているブートパラメーターを表示します。 

 ->show iscsi-boot-param MyProfile1:* 
MyProfile1のすべての接続に構成されているブートパラメーターを表示します。 

 ->show iscsi-boot-param * 
ドメイン内のすべてのプロファイルに構成されているブートパラメーターを表
示します。 
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iscsi-connection 
iSCSI接続を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add iscsi-connection 既存のサーバーVCプロファイルに新しいiSCSI接続を追加します。このコマンド
は、現在のVCドメインが1つまたは複数のFlex-10モジュールを管理している場合
にのみ実行できます。 

構文 add iscsi-connection <ProfileName>  
[Network=<NetworkName>] 
[AddressType=<Factory-Default|User-Defined|Pool-Specified>] 
[iScsiMAC=<MAC Address>] 
[SpeedType=<Auto|Preferred|Custom|Disabled>] [Speed=<speed>] 

パラメーター  

ProfileName（必須） 新しい接続が追加される既存のプロファイルの名前 

プロパティ  

Network（オプション） 接続に関連付けられる既存のネットワークの名前。ネットワーク名が指定されて
いないか割り当てられていない場合は、これを後で割り当てることができます。 

AddressType（オプション） 新しい接続の作成時に使用されるMACアドレス割り当てのソース。指定しない場
合のデフォルト値は、ドメインのデフォルト値です。User-Definedを指定する場
合は、 iSCSI MACアドレスを指定する必要があります。有効な値は、
Factory-Default、User-Defined、またはPool-Specifiedです。 
重要：ドメインアドレスプール範囲内の「User-Defined」のアドレスは、プール
から永久的に消滅し、「User-Defined」としてのみ再使用できます。プロファイ
ルを削除しても、アドレスはプールに戻りません。「User-Defined」のアドレス
をプールに戻す唯一の方法は、ドメインを削除することです。 
Pool-Specifiedオプションを使用するには、ドメインMACプールがVC定義または
ユーザー定義として定義されている必要があり、リスト内のアドレスは、現在の
プールで利用可能である必要があります。 

iScsiMAC（AddressTypeが
User-DefinedまたはPool-
Specifiedの場合に必須） 

接続で使用するユーザー定義のiSCSI MACアドレス。 

SpeedType（オプション） サーバーポートの必要な動作速度。有効な値は、Auto、Preferred、Custom、お
よびDisabledです。デフォルト値は、Preferredです。 
速度タイプが[Auto]の場合は最大ポート速度が割り当てられますが、ネットワー
クに対して構成されている最大速度によって制限されます。 
速度タイプがPreferredの場合、ネットワークの速度は、接続が関連付けられてい
るネットワークの優先速度と同じです。ネットワークに対して優先速度が構成さ
れていない場合は、速度タイプが[Auto]にデフォルト構成されます。 
速度タイプがCustomの場合、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度
から100Mb単位で任意の速度（Speedプロパティを使用）を構成できます。 
速度タイプがDisabledの場合、帯域幅は割り当てられず、サーバーポートのス
テータスは「Administratively Disabled（管理による無効化）」になります。 

Speed（SpeedTypeがCustom
の場合に必須） 

サーバーポートのユーザー定義速度。有効な値は、100Mb～ネットワークに構成
されている最大速度（100Mb単位）です。 
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項目 説明 

例  

 ->add iscsi-connection MyNewProfile Network=SomeNetwork 
新しいiSCSI接続をプロファイルに追加します。 

 ->add iscsi-connection MyNewProfile 
新しいiSCSI接続を追加して未割り当てのままにしておきます。 

 ->add iscsi-connection MyNewProfile 
AddressType=Factory-Default 
新しいiSCSIネットワーク接続を追加し、工場出荷時のデフォルトアドレスを使
用します。 

 ->add iscsi-connection MyNewProfile AddressType=User-Defined 
iScsiMAC=00-17-A4-77-00-00 
新しいiSCSIネットワーク接続を追加し、ユーザー定義のMACアドレスを提供し
ます。 

 ->add iscsi-connection MyNewProfile 
AddressType=Pool-Specified iScsiMAC=00-17-A4-77-00-00 
新しいiSCSIネットワーク接続を追加し、VC定義またはユーザー定義のプールか
らMACアドレスを提供します。 

 ->add iscsi-connection MyProfile Network=MyNetwork 
SpeedType=Preferred 
新しいiSCSIネットワーク接続を追加し、速度をPreferredに設定します。 

 ->add iscsi-connection MyProfile Network=MyNetwork 
SpeedType=Custom Speed=2000 
新しいiSCSIネットワーク接続を追加し、速度を2Gbに設定します。 

 
 

項目 説明 

remove iscsi-connection サーバーVCプロファイルから最後のiSCSI接続を削除します。接続が存在しない
場合は、エラーメッセージが表示されます。 

構文 remove iscsi-connection <プロファイル名> 

パラメーター  

ProfileName（必須） 接続を削除する既存のプロファイルの名前 

例  

 ->remove iscsi-connection MyProfile 
最後に追加したiSCSI接続をプロファイルから削除します。 

 
 

項目 説明 

set iscsi-connection 指定したiSCSI接続のプロパティを変更します。 

構文 set iscsi-connection <ConnectionID> [Network=<ネットワーク名>] 
[SpeedType=<Auto|Preferred|Custom|Disabled>] [Speed=<速度>] 

パラメーター  

ConnectionID（必須） 既存のiSCSI接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>です。 

プロパティ  

Network（オプション） 接続に関連付けられる既存のネットワークの名前。ネットワーク名が指定されて
いないか割り当てられていない場合は、これを後で割り当てることができます。 
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項目 説明 

SpeedType（オプション） サーバーポートの必要な動作速度。有効な値は、Auto、Preferred、Custom、お
よびDisabledです。デフォルト値は、Preferredです。 
速度タイプが[Auto]の場合は最大ポート速度が割り当てられ、ネットワークに対
して構成されている最大速度によって制限されます。 
速度タイプがPreferredの場合、ネットワークの速度は、接続が関連付けられてい
るネットワークの優先速度と同じです。ネットワークに優先速度が構成されてい
ない場合は、デフォルトでAutoに構成されます。 
速度タイプがCustomの場合、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度
から100Mb単位で任意の速度（Speedプロパティを使用）を構成できます。 
速度タイプがDisabledの場合、帯域幅は割り当てられず、サーバーポートのス
テータスは「Administratively Disabled（管理による無効化）」になります。 

Speed（SpeedTypeがCustom
の場合に必須） 

サーバーポートのユーザー定義速度。有効な値は、100Mb～ネットワークに構成
されている最大速度（100Mb単位）です。 

例  

 ->set iscsi-connection MyNewProfile:1 Network=SomeNetwork 
ネットワークを別のネットワークに変更します。 

 ->set iscsi-connection MyNewProfile:1 Network=""  
接続に割り当てられているネットワークの割り当てを解除します。 

 ->set iscsi-connection MyProfile:1 Network=MyNetwork 
SpeedType=Preferred 
速度をPreferredに変更します。 

 ->set iscsi-connection MyProfile:1 SpeedType=Custom 
Speed=2000 
iSCSI接続を変更して速度を2Gbに設定します。 

 
 

項目 説明 

show iscsi-connection サーバープロファイルに関連付けられているiSCSI接続を表示します。 

構文 show iscsi-connection [<ConnectionID>] 

パラメーター  

ConnectionID（オプション） 既存のiSCSI接続のID。IDのフォーマットは、<ProfileName:Port>です。<プロファ
イル名:*>を使用すると、プロファイルのすべてのiSCSI接続が表示されます。「*」
を使用すると、ドメイン内のすべてのiSCSI接続が削除されます。 

例  

 ->show iscsi-connection 
ドメイン内のすべてのiSCSI接続が表示されます。 

 ->show iscsi-connection Profile1:* 
Profile1という名前のプロファイルのiSCSI接続がすべて表示されます。 

 ->show iscsi-connection Profile1:1 
Profile1という名前のプロファイルの特定のiSCSI接続が表示されます。 

 
 

lacp-timer 
ドメインのデフォルトLACPタイマーを管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set lacp-timer ドメインのデフォルトLACPタイマーを設定します。 

構文 set lacp-timer default=<Short|Long> 

プロパティ  

Default（必須） ドメインのデフォルトLACPタイマーの設定が、短い（1秒）か、または長い（30
秒）かを指定します。 
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項目 説明 

例  

 ->set lacp-timer default=Short 
ドメインのデフォルトLACPタイマーを短い設定（1秒）にします。 

 ->set lacp-timer default=Long 
ドメインのデフォルトLACPタイマーを長い設定（30秒）にします。 

 
 

項目 説明 

show lacp-timer ドメインのデフォルトLACPタイマーの設定を表示します。 

構文 show lacp-timer 

例  

 ->show lacp-timer 
現在のドメインのデフォルトのLACPタイマーを表示します。 

 
 

ldap-certificate 
リモートFTPサーバーからLDAP証明書を取得して表示したり、リモートFTPサーバーにLDAP証明書をアップロー

ドしたりします。 

サポートされるアクション：help、load、remove、show 
 

項目 説明 

load ldap-certificate LDAP証明書をFTPまたはSFTPを使用してリモートサーバーからダウンロード
し、それをVCドメインに適用します。 

構文 load ldap-certificate 
Address=<ftp://user:password@IPAddress/filename> 
または 
load ldap-certificate Address=<ftp://ユーザー:パスワード@IPアドレ
ス> Filename=<名前> 

プロパティ  

Address（必須） ユーザー名、パスワード、およびサーバー上の証明書ファイルの名前を含む、サー
バーの有効なIPまたはホスト名。 
FTPのURLではIPv6アドレスを大カッコで囲みます。 
ドメインがFIPSモードの場合は、SFTPを使用する必要があります。 

Filename（必須） サーバー上のLDAP証明書ファイルの名前。ファイル名は別々に指定することもで
きます。 
指定したファイルパスは、FTPサーバー上にあるユーザーのログインディレクト
リへの相対パスとして扱われます。転送を成功させるために、ユーザーはアクセ
ス権が適切であることを確認する必要があります。 

例  

 ->load ldap-certificate 
Address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-ldap.crt 
LDAP証明書をリモートFTPサーバーからダウンロードします。 

 ->load ldap-certificate 
Address=ftp://user:password@192.168.10.12 
filename=/new-ldap.crt 
LDAP証明書をリモートFTPサーバーからダウンロードします。 

 ->load ldap-certificate 
address=ftp://user:password@[2001:1::1]/new-ldap.crt 
IPv6アドレスを使用してリモートFTPサーバーからLDAP証明書をダウンロード
します。 
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項目 説明 

 ->load ldap-certificate 
address=ftp://user:password@[2001:1::1] 
filename=/new-ldap.crt 
IPv6アドレスを使用してリモートFTPサーバーからLDAP証明書をダウンロード
します。 

 
    

項目 説明 

remove ldap-certificate 既存のLDAP証明書を削除します。 

構文 remove ldap-certificate <SerialNumber | *> 

パラメーター  

SerialNumber（必須） 既存のLDAP証明書のシリアル番号。「*」を使用すると、すべての構成されたLDAP
証明書が削除されます。 

例  

 ->remove ldap-certificate B4:02:C0:29:B5:E5:B4:81 
シリアル番号を指定して既存のLDAP証明書を削除します。 

 ->remove ldap-certificate * 
すべてのLDAP証明書を削除します。 

 
 

項目 説明 

show ldap-certificate LDAP証明書情報を表示します。 

構文 show ldap-certificate [<SerialNumber> | *] 

パラメーター  

SerialNumber（オプション） 既存のLDAP証明書のコロン形式のシリアル番号。「*」を使用すると、VCドメイ
ン内のすべてのLDAP証明書の詳細表示出力が表示されます。LDAP証明書が指定
されていない場合は、すべてのLDAP証明書のサマリー出力が表示されます。 

例  

 ->show ldap-certificate 
すべてのLDAP証明書のサマリーを表示します。 

 ->show ldap-certificate * 
すべてのLDAP証明書の詳細情報を表示します。 

 ->show ldap-certificate B4:02:C0:29:B5:E5:B4:81 
指定したLDAP証明書の詳細情報を表示します。 

 
 

ldap-group 
Virtual Connectディレクトリグループを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add ldap-group ディレクトリサービス構成に新しいディレクトリグループを追加します。 

構文 add ldap-group <GroupName> [Description=<string>] 
[Roles=domain,server,network,storage] 

パラメーター  

GroupName（必須） 追加するLDAPディレクトリグループの名前 

プロパティ  

Description（オプション） 追加する新しいグループの情報を示す説明 

Roles（オプション） グループの1つまたは複数の権限セット。有効な値は、domain、server、network、
storageの任意の組み合わせです。値が複数ある場合は、コンマで区切ります。 
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項目 説明 

例  

 ->add ldap-group MyNewGroup Description="Test Group" 
Roles=domain,server 
新しいディレクトリグループを追加します。 

 
 

項目 説明 

remove ldap-group 既存のディレクトリグループを削除します。 

構文 remove ldap-group <GroupName|*> 

パラメーター  

GroupName（必須） 削除する既存のディレクトリグループの名前。「*」を使用すると、すべてのLDAP
グループが削除されます。 

例  

 ->remove ldap-group MyGroup 
指定したディレクトリグループを削除します。 

 ->remove ldap-group * 
ディレクトリグループをすべて削除します。 

 
 

項目 説明 

set ldap-group 既存のディレクトリグループのプロパティを変更します。 

構文 set ldap-group <GroupName> [Description=<description>] 
[Roles=<roles>] 

パラメーター  

GroupName（必須） 変更対象の既存のグループ名 

プロパティ  

Description（オプション） グループのわかりやすい説明 

Roles（オプション） グループの1つまたは複数の権限セット。有効な値は、domain、server、network、
storageの任意の組み合わせです。値が複数ある場合は、コンマで区切ります。 

例  

 ->set ldap-group MyGroup Description="Test Group" 
Roles=domain,server,network 
ディレクトリグループの説明と権限を変更します。 

 
 

項目 説明 

show ldap-group 既存のディレクトリグループを表示します。 

構文 show ldap-group [<GroupName>|*] 

パラメーター  

GroupName（オプション） ドメイン内の既存のLDAPグループの名前。「*」を使用すると、すべてのLDAPグ
ループの詳細情報が表示されます。値を指定しない場合、すべてのグループのサ
マリーを表示します。 

例  

 ->show ldap-group 
すべてのLDAPグループのサマリーを表示します。 

 ->show ldap-group MyGroup 
指定したLDAPグループの詳細情報を表示します。 

 ->show ldap-group * 
すべてのLDAPグループの詳細情報を表示します。 
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ldap 
VCディレクトリサーバーの認証設定を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set ldap VC LDAPディレクトリサーバー認証設定に変更を加えテストします。 

構文 set ldap [-test] [Enabled=<true|false>] 
[LocalUsers=<enabled|disabled>] 
[NtAccountMapping=<enabled|disabled>] 
[ServerAddress=<IPAddress|DNSname>] [SslPort=<portNum>] 
[SearchContext1=<string>] [SearchContext2=<string>] 
[SearchContext2=<string>] 

オプション  

Test（オプション） 変更内容を適用せずにLDAP構成をテストします。 

プロパティ  

Enabled（オプション） LDAP認証を有効または無効にします。値は、trueおよびfalseです。 

LocalUsers（オプション） ローカルユーザー認証を有効または無効にします。値は、EnabledおよびDisabled
です。 
警告：ローカルユーザーを無効にする場合は、最初にLDAP認証を正しく構成して
ください。そうしないと、ログオンできなくなることがあります。 
ローカルユーザー認証を有効または無効にするには、LDAPユーザーとしてログイ
ンしている必要があります。ローカルユーザーとしてログインしている場合、こ
のプロパティは変更できません。 

NtAccountMapping 
（オプション） 

Microsoft Windows NTアカウントマッピングを有効または無効にします。この機
能により、「ドメイン¥ユーザー名」の形式での入力が可能になります。値は、
EnabledおよびDisabledです。 

SearchContext1 
（オプション） 

ディレクトリサービスを使用して認証を受けようとする際に、ユーザーを確認す
るために使用される最初の検索可能パス 

SearchContext2 
（オプション） 

ディレクトリサービスを使用して認証を受けようとする際に、ユーザーを確認す
るために使用される2番目の検索可能パス 

SearchContext3 
（オプション） 

ディレクトリサービスを使用して認証を受けようとする際に、ユーザーを確認す
るために使用される3番目の検索可能パス 

ServerAddress 
（オプション） 

認証に使用するLDAPサーバーのIPv4アドレスまたはホスト名。 

SslPort（オプション） LDAP通信に使用するポート。値は、1～65535の有効なポート番号です。デフォ
ルトのポート番号は636です。 

例  

 ->set ldap -test Enabled=true ServerAddress=192.168.0.27 
変更を適用せずにディレクトリサービスの変更をテストします。 

 ->set ldap -test Enabled=true ServerAddress=2001::34 
サーバーのIPv6アドレスを使用して、変更を適用せずにディレクトリサーバーの
変更をテストします。 

 ->set ldap Enabled=true ServerAddress=192.168.0.124 
SslPort=636 SearchContext1="ou=users,dc=company,dc=com" 
ユーザーのディレクトリサービス認証を有効にします。 

 ->set ldap Enabled=true ServerAddress=2001::50 SslPort=636 
SearchContext1=”ou=users,dc=company,dc=com” 
IPv6アドレスを使用して、ユーザーのディレクトリサービス認証を有効にします。 
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項目 説明 

show ldap VC LDAP認証設定を表示します。 

構文 show ldap 

例  

 ->show ldap 
LDAP情報を表示します。 

 
 

link-dist-interval 
FCログイン再分散間隔を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set link-dist-interval 自動ログイン再分散用に構成されているファブリックの一部であるアップリンク
のFCログイン再分散間隔を設定します。 

構文 set link-dist-interval Interval=<1-1800> 

プロパティ  

Interval（必須） アップリンクのFCログイン再分散間隔（秒単位）。有効な値は、1～1800の範囲の
正の整数です。デフォルトは30秒です。 

例  

 ->set link-dist-interval interval=10 
FCログイン再分散間隔を10秒に設定します。 

 
 

項目 説明 

show link-dist-interval 自動ログイン再分散用に構成されているファブリックの一部であるアップリンク
のFCログイン再分散間隔を表示します。 

構文 show link-dist-interval 

例  

 ->show link-dist-interval 
FCログイン再分散間隔を表示します。 

 
 

lldp 
指定したポートが受信するLLDP情報を構成および表示します。 

サポートされるアクション：set、show、help 
 

項目 説明 

set lldp 外部アップリンクポート上のlldpのLLDP構成を設定します。 

構文 set lldp [enhancedTlv=<true|false>] [taggedLldp=<true|false>] 
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項目 説明 

パラメーター  

enhancedTlv（オプション） TLV構造を構成します。有効な値は、trueおよびfalseです。このパラメーターを変
更すると、ネットワークトポロジ情報についてこの情報を照会するすべてのサー
ビスに影響します。 
trueに構成すると、拡張TLVフォーマットが有効になります。 
• システム名（<hostname><serial_number>BAY:<bay_number>） 
• シャーシID（ENC:<enclosure_name>:SERIAL 

NO:<enclosure_serial_number>） 
• ポートの説明（<op_speed>/<connector_type>） 
falseに構成すると、デフォルトのフォーマットが有効になります。 
• システム名（<hostname>） 
• シャーシID（<switch_mac_address>） 
• ポートの説明（IF-MIB::ifDescr値）、たとえば（HPE VC FlexFabric 10 Gb/24

ポートモジュール4.10 X1） 

taggedLldp（オプション） 構成されているダウンリンクサブポートにタグ付きLLDPパケットを送信するこ
とを許可または抑止します。VCM管理IPアドレスは、LLDP管理アドレスTLVの一
部としてドメイン全体に通知されます。有効な値は、trueまたはfalseです。デフォ
ルトはfalseです。 

例  

 ->set lldp enhancedTlv=true 
外部アップリンクポート上のLLDPのLLDP拡張TLV構成設定を変更します。 

 ->set lldp taggedLldp=true 
LLDPのタグ付きLLDP構成設定を変更します。 

 
 

項目 説明 

show lldp 指定したポートが受信するLLDP情報を表示します。 

構文 show lldp <PortID> 

パラメーター  

PortID（必須） LLDP情報の表示対象となるポートのポートID。PortIDは、
<EnclosureID>:<BayNumber>:<PortLabel>で構成されます。 
対象にすることができるアップリンクポートIDのリストは、show uplinkport
コマンドを入力して表示できます。エンクロージャーの構成によって異なります
が、モジュールのダウンリンクポートラベルの範囲はd1からd16までです。 

例  

 ->show lldp enc0:1:X1 
エンクロージャーenc0のベイ1にあるモジュールのポートX1が受信するLLDP情
報を表示します。 

 ->show lldp enc0:1:Q1.1 
エンクロージャーenc0のベイ1にあるモジュールのQSFP+ポートQ1.1が受信する
LLDP情報を表示します。 

 ->show lldp 
ドメインのLLDP拡張TLV設定を表示します。 

 
 

local-users 
VCドメインのローカルユーザー認証設定を変更します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set local-users VCドメインのローカルユーザー認証設定を変更します。 

構文 set local-users [Enabled=<true|false>] 
[PrimaryRemoteAuthenticationMethod=<none|ldap|radius|tacacs>] 



 

コマンドライン 62 

項目 説明 

プロパティ  

Enabled（オプション） VCドメインのローカルユーザー認証設定を有効または無効にします。有効な値は、true
およびfalseです。デフォルト値は、trueです。 
ローカルユーザー認証を有効または無効にするには、ドメイン権限を持つLDAP、
RADIUS、またはTACACSユーザーとしてログインしている必要があります。ローカル
ユーザーとしてログインしている場合、このプロパティは変更できません。 
PrimaryRemoteAuthenticationMethodを指定せずにローカルユーザー認証を無効
にすることはできません。 

PrimaryRemote 
Authentication 
Method（オプション） 

リモートVCMユーザーによるログイン中にリモート認証サーバーが使用できなくなっ
た場合に、（無効にされていた）ローカルユーザー認証を再び有効にするプライマリ認
証メカニズム。有効な値は、none、ldap、radius、およびtacacsです。デフォルト値は、
noneです。 

例  

 -> set local-users Enabled=false 
PrimaryRemoteAuthenticationMethod=tacacs 
ローカルユーザー認証を無効にします。 

 
 

項目 説明 

show local-users VCドメインのローカルユーザー認証設定を表示します。 

構文 show local-users 

例  

 ->show local-users 
ローカルユーザー認証設定を表示します。 

 
 

log-target 
リモートログ送信先設定を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show、test 
 

項目 説明 
add log-target 新しいリモートログ送信先を追加します。 

構文 add log-target <Destination=IPAddress|DNS> 
[Severity=<Critical|Error|Warning|Info>] 
[Transport=<TCP|UDP>] [Port=<1-65535>] 
[Security=<None|STunnel>] [Format=<RFC3164|ISO8601>] 
[State=<Enabled|Disabled>] 

プロパティ  

Destination（必須） リモートログ送信先のIPアドレスまたはDNS名。 

Severity（オプション） 指定された送信先に送信されるログメッセージの重大度。値は、Critical、Error、
Warning、およびInfoです。デフォルト値は、Infoです。 

Transport（オプション） ログメッセージを送信先に送信するために使用する転送プロトコル。値は、TCP
およびUDPです。デフォルト値は、UDPです。 
ドメインがFIPSモードの場合は、TCPがトランスポートプロトコルです。 

Port（オプション） ログメッセージを送信するために送信先で使用されるポート。値は、1～65536で
す。デフォルト値は、514です。 

Security（オプション） ログメッセージの安全な送信。値は、NoneおよびSTunnelです。デフォルト値は
Noneで、転送時に暗号化は使用されません。 
転送プロトコルがTCPに設定されている場合のみSTunnelオプションを使用でき
ます。 
ドメインがFIPSモードの場合は、STunnelが接続用の暗号化です。 
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項目 説明 

Format（オプション） ログメッセージのタイムスタンプのフォーマット。値は、RFC3164（Nov 26 
13:15:55）およびISO8601（1997-07-16T19:20:30+01:00）です。デフォルト値は
RFC3164です。 

State（オプション） リモートログ送信先を有効または無効にします。値は、EnabledおよびDisabledで
す。デフォルト値は、Disabledです。 

例  

 ->add log-target Destination=192.168.2.1 Port=600 
Format=ISO8601 State=Enabled 
192.168.2.1のリモートログ送信先を追加します。 

 ->add log-target Destination=2001::34 Port=600 Format=ISO8601 
State=Enabled 
2001::34のIPv6アドレスを使用して、リモートログ送信先を追加します。 

 
 

項目 説明 

remove log-target 既存のリモートログ送信先を削除します。 

構文 remove log-target <ID> 

パラメーター  

ID（必須） 削除するリモートログ送信先のインデックス 

例  

 ->remove log-target 3 
インデックス番号3のリモートログ送信先を削除します。 

 
 

項目 説明 

set log-target 既存のリモートログ送信先のプロパティを変更します。 

構文 set log-target <ID> [Destination=<IPAddress|DNS>] 
[Severity=<Critical|Error|Warning|Info>] 
[Transport=<TCP|UDP>] [Port=<1-65535>] 
[Security=<None|STunnel>] [Format=<RFC3164|ISO8601>] 
[State=<Enabled|Disabled>] 

パラメーター  

ID（必須） 変更するリモートログ送信先のインデックス 

プロパティ  

Destination（オプション） 以前構成したリモートログ送信先のIPアドレスまたはDNS名 

Severity（オプション） 指定された送信先に送信されるログメッセージの重大度。値は、Critical、Error、
Warning、およびInfoです。デフォルト値は、Infoです。 

Transport（オプション） ログメッセージを送信先に送信するために使用する転送プロトコル。値は、TCP
およびUDPです。デフォルト値は、UDPです。 

Port（オプション） ログメッセージを送信するために送信先で使用されるポート。値は、1～65536で
す。デフォルト値は、514です。 

Security（オプション） ログメッセージの安全な送信。値は、NoneおよびSTunnelです。デフォルト値は
Noneで、転送時に暗号化は使用されません。 
転送プロトコルがTCPに設定されている場合のみSTunnelオプションを使用でき
ます。 

Format（オプション） ログメッセージのタイムスタンプのフォーマット。値は、RFC3164（Nov 26 
13:15:55）およびISO8601（1997-07-16T19:20:30+01:00）です。デフォルト値は
RFC3164です。 

State（オプション） リモートログ送信先を有効または無効にします。値は、EnabledおよびDisabledで
す。デフォルト値は、Disabledです。 
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項目 説明 

例  

 ->set log-target 1 Severity=Error Transport=TCP 
Security=STunnel 
インデックス番号1のリモートログ送信先を変更します。 

 ->set log-target 1 Destination=192.168.3.1 
インデックス1のリモートログ送信先を変更し、新しいIPアドレスを使用します。 

 ->set log-target 1 
Destination=2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 
インデックス1のリモートログ送信先を変更し、新しいIPv6アドレスを使用します。 

 
 

項目 説明 

show log-target リモートログ送信先の設定を表示します。 

構文 show log-target [<ID|*>] 

パラメーター  

ID（オプション） 表示するリモートログ送信先のインデックス。「*」を使用すると、すべてのリモー
トログ送信先の詳細情報が表示されます。 

例  

 ->show log-target 
すべてのリモートログ送信先設定を表示します。 

 
 

項目 説明 

test log-target テストメッセージをすべての有効なリモートログ送信先に送信します。 

構文 test log-target 

例  

 ->test log-target 
テストメッセージをすべてのリモートログ送信先に送信します。 

 
 

loop-protect 
loop-protectコマンドは4.00では推奨されていません。Hewlett Packard Enterpriseは、port-protectコマンドを使用す

ることをおすすめします。port-protectの設定について詳しくは、「port-protect」（83ページ）を参照してください。 

ネットワークループプロテクション設定を管理します。 

サポートされるアクション：help、reset、set、show 
 

項目 説明 

reset loop-protect 「loop-detected」エラー条件にあるすべてのサーバーポートに対してループ検出
をリセットし、再起動します。 

構文 reset loop-protect 

例  

 ->reset loop-protect 
「loop-detected」エラー条件にあるすべてのサーバーポートに対してループ検出
をリセットし、再起動します。 
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項目 説明 

set loop-protect ループプロテクション設定を構成します。 

構文 set loop-protect [-quiet] Enabled=<true|false> 

オプション  

quiet（オプション） ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。 

プロパティ  

Enabled（必須） ネットワークループ検出とプロテクションを有効または無効にします。有効な値
は、trueおよびfalseです。 

例  

 ->set loop-protect Enabled=true 
ループプロテクションを有効にします。 

 
 

項目 説明 

show loop-protect ループプロテクション構成と、プロテクションの強制実行により現在無効になっ
ているすべてのEthernetポートを表示します。 

構文 show loop-protect 

例  

 ->show loop-protect 
現在のループプロテクション構成と、プロテクションの強制実行により現在無効
になっているすべてのEthernetポートを表示します。 

 
 

mac-cache 
Ethernet MACキャッシュフェイルオーバー設定を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set mac-cache Ethernet MACキャッシュフェイルオーバー設定を変更します。 

構文 set mac-cache [Enabled=<true|false>] [Refresh=<更新間隔>] 

プロパティ  

Enabled（オプション） MACキャッシュフェイルオーバーを有効または無効にします。有効な値は、trueおよび
falseです。 

Refresh（オプション） MACキャッシュの更新間隔（秒単位）。有効な値は、1～30の整数です。デフォルトの更
新間隔は5秒です。 

例  

 ->set mac-cache Enabled=true 
MACキャッシュフェイルオーバーを有効にします。 

 ->set mac-cache Enabled=true Refresh=10 
MACキャッシュフェイルオーバーを有効にして、更新間隔を設定します。 

 
 

項目 説明 

show mac-cache Ethernet MACキャッシュフェイルオーバー設定を表示します。 

構文 show mac-cache 

例  

 ->show mac-cache 
Ethernet MACキャッシュフェイルオーバー設定を表示します。 
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mcast-filter-rule 
マルチキャストフィルターのマルチキャストフィルタールールを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove 
 

項目 説明 

add mcast-filter-rule マルチキャストフィルターの新しいマルチキャストフィルタールールを作
成します。 

構文 add mcast-filter-rule McastFilter=<FilterName> 
Networks=<IP Address>/<mask>[,<IP Address>/<mask>]  

プロパティ  

McastFilter（必須） マルチキャストフィルタールールが所属する既存のマルチキャストフィル
ターの名前。 

Network（必須） IPアドレス/ネットマスクビット形式のマルチキャストのIPアドレス。IPア
ドレスは一意であり、IPサブネットの開始アドレスでなければなりません。 

例  

 add mcast-filter-rule McastFilter=MyNewfilter 
Networks=224.12.0.0/16,224.20.23.4/32, 224.11.11.3/32 
マルチキャストフィルターの新しいマルチキャストフィルタールールを作
成します。 

 
 

項目 説明 

remove mcast-filter-rule マルチキャストフィルターからマルチキャストフィルタールールを削除し
ます。 

構文 remove mcast-filter-rule McastFilter=<FilterName> 
[Network=<IP Address>|*] 

プロパティ  

McastFilter（必須） マルチキャストフィルタールールが所属する既存のマルチキャストフィル
ターの名前。 

Network（必須） IPアドレス/ネットマスクビット形式のネットワークIPアドレス。IPアドレ
スは一意のマルチキャストアドレスであり、IPサブネットの開始アドレス
でなければなりません。「*」という名前のネットワークにより、すべての
フィルタールールが削除されます。 

例  

 ->remove mcast-filter-rule McastFilter=Filter1 
Network=224.0.0.1/32 
既存のフィルターからマルチキャストフィルタールールを削除します。 

 ->remove mcast-filter-rule McastFilter=MyFilter 
Network=* 
マルチキャストフィルターからすべてのマルチキャストフィルタールール
を削除します。 

 
 

mcast-filter-set 
マルチキャストフィルターセットを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add mcast-filter-set マルチキャストフィルターセットを作成します。 

構文 add mcast-filter-set <McastFilterSetName> 
[Labels=<Label1>[<Label2>,...] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 
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項目 説明 

パラメーター  

McastFilterSetName（必須） 作成するマルチキャストフィルターセットの固有の名前。 

プロパティ  

Labels（オプション） このマルチキャストフィルターセットに割り当てられるラベル。ラベルは
GUIで使用し、多数のフィルターを管理するのに役立ちます。ラベルはCLI
で割り当てることもできますが、GUIのみで使用します。ラベルは16個ま
で割り当てることができます。 

Color（オプション） このマルチキャストフィルターセットに割り当てられる色。色はGUIで使
用し、多数のフィルターを管理するのに役立ちます。色はCLIで割り当てる
こともできますが、GUIのみで使用します。使用できる色は、赤、緑、青、
紫、またはオレンジです。 

例  

 ->add mcast-filter-set MyMcastFilterSet 
新しいマルチキャストフィルターセットを作成してドメインに追加します。 

 ->add mcast-filter-set Filterset1 Labels="label1, label2" 
label1および label2というラベルの付いた新しいマルチキャストフィル
ターセットを作成します。 

 ->add mcast-filter Filterset1 Color=red 
赤い色の新しいマルチキャストフィルターセットを作成します。 

 
 

項目 説明 

remove mcast-filter-set マルチキャストフィルターセットを削除します。 

構文 remove mcast-filter-set McastFilterSetName> | * 

パラメーター  

McastFilterSetName（必須） ドメイン内の既存のマルチキャストフィルターセットの名前。「*」という
名前のマルチキャストフィルターセットにより、すべてのフィルターセッ
トが削除されます。 

例  

 ->remove mcast-filter-set FilterSet1 
マルチキャストフィルターセットを削除します。 

 ->remove mcast-filter-set * 
すべてのマルチキャストフィルターセットを削除します。 

 
 

項目 説明 

set mcast-filter-set マルチキャストフィルターセットに変更を加えます。 

構文 set mcast-filter-set <McastFilterSetName> 
[Name=<newName>] [Labels=<Label1>[<Label2>,...] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 

パラメーター  

McastFilterSetName（必須） 変更するマルチキャストフィルターセットの固有の名前。 

プロパティ  

Name（オプション） マルチキャストフィルターセットの新しい名前。 

Labels（オプション） このマルチキャストフィルターセットに割り当てられるラベル。ラベルは
GUIで使用し、多数のフィルターセットを管理するのに役立ちます。ラベ
ルはCLIで割り当てることもできますが、GUIのみで使用します。ラベルは
16個まで割り当てることができます。 

Color（オプション） このマルチキャストフィルターセットに割り当てられる色。色はGUIで使
用し、多数のフィルターセットを管理するのに役立ちます。色はCLIで割り
当てることもできますが、GUIのみで使用します。使用できる色は、赤、
緑、青、紫、またはオレンジです。 
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項目 説明 

例  

 ->set mcast-filter-set Blue Name=Red 
既存のマルチキャストフィルターセットの名前をBlueからRedに変更します。 

 ->set mcast-filter-set Filterset1 Labels="label1, label2" 
マルチキャストフィルターセットにラベルを追加します。 

 ->set mcast-filter-set Filterset1 Labels= 
フィルターからすべてのラベルを削除します。 

 ->set mcast-filter-set Filterset1 Color=red 
ネットワークの色を赤に設定します。 

 
 

項目 説明 

show mcast-filter-set マルチキャストフィルターセットの情報を表示します。 

構文 show mcast-filter-set [McastFilterSetName> | *] 

パラメーター  

McastFilterSetName（必須） ドメイン内の既存のマルチキャストフィルターセットの名前。「*」という
名前のマルチキャストフィルターセットにより、すべてのフィルターが削
除されます。 

例  

 ->show mcast-filter-set 
すべてのマルチキャストフィルターセットの簡単なリストを表示します。 

 ->show mcast-filter-set * 
すべてのネットワークの詳細情報を表示します。 

 ->show mcast-filter-set MyNetwork 
指定したネットワークの詳細情報を表示します。 

 
 

mcast-filter 
IGMPマルチキャストトラフィックをサブスクライブするホストのマルチキャストグループメンバーシップを監視

および管理します。 

サポートされるアクション：help、add、remove、set、show 
 

項目 説明 

add mcast-filter マルチキャストフィルターを追加します。 

構文 add mcast-filter <McastFilterName> 
[Labels=<Label1>[<Label2>,...] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 

パラメーター  

McastFilterName（必須） 作成するマルチキャストフィルターの固有の名前。名前の長さは1～64文
字で、英数字とアンダースコア（_）、およびダッシュ（-）を使用できます。 

プロパティ  

Labels（オプション） マルチキャストフィルターに割り当てられるラベル。ラベルはGUIで使用
し、多数のフィルターを管理するのに役立ちます。ラベルはCLIで割り当て
ることもできますが、GUIのみで使用します。ラベルは16個まで割り当て
ることができます。 

Color（オプション） マルチキャストフィルターに割り当てられる色。色はGUIで使用し、多数
のフィルターを管理するのに役立ちます。色はCLIで割り当てることもでき
ますが、GUIのみで使用します。使用できる色は、赤、緑、青、紫、また
はオレンジです。 

例  

 ->add mcast-filter MyMcastFilter 
新しいマルチキャストフィルターを作成してドメインに追加します。 



 

コマンドライン 69 

項目 説明 

 ->add mcast-filter Filter1 Labels="label1, label2" 
label1および label2というラベルの付いた新しいマルチキャストフィル
ターを作成します。 

 ->add mcast-filter Filter1 Color=red 
赤い色の新しいマルチキャストフィルターを作成します。 

 
 

項目 説明 
remove mcast-filter マルチキャストフィルターを削除します。 
構文 remove mcast-filter <McastFilterName> | * 
パラメーター  
McastFilterName（必須） ドメイン内の既存のマルチキャストフィルターの名前。「*」という名前の

マルチキャストフィルターにより、すべてのフィルターが削除されます。 
例  
 ->remove mcast-filter Filter1 

マルチキャストフィルターを削除します。 
 ->remove mcast-filter * 

すべてのマルチキャストフィルターを削除します。 
 
 

項目 説明 
set mcast-filter マルチキャストフィルターに変更を加えます。 
構文 set mcast-filter <McastFilterName> [Name=<NewName>]  

[Labels=<Label1>[<Label2>,...] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 

パラメーター  
McastFilterName（必須） 変更対象の既存のマルチキャストフィルターの名前。 
プロパティ  
Labels（オプション） このマルチキャストフィルターに割り当てられるラベル。ラベルはGUIで

使用し、多数のフィルターを管理するのに役立ちます。ラベルはCLIで割り
当てることもできますが、GUIのみで使用します。ラベルは16個まで割り
当てることができます。 

Color（オプション） このマルチキャストフィルターに割り当てられる色。色はGUIで使用し、
多数のフィルターを管理するのに役立ちます。色はCLIで割り当てることも
できますが、GUIのみで使用します。使用できる色は、赤、緑、青、紫、
またはオレンジです。 

Name（オプション） マルチキャストフィルターの新しい名前。 
例  
 ->set mcast-filter Blue Name=Red 

既存のマルチキャストフィルターの名前をBlueからRedに変更します。 
 ->set mcast-filter Filter1 Labels="label1, label2" 

マルチキャストフィルターにラベルを追加します。 
 ->set mcast-filter Filter1 Labels= 

フィルターからすべてのラベルを削除します。 
 ->set mcast-filter Filter1 Color=red 

ネットワークの色を赤に設定します。 
 
 

項目 説明 
show mcast-filter マルチキャストフィルターに関する情報を表示します。 
構文 show mcast-filter <McastFilterName> | * 
パラメーター  
McastFilterName （オプション） VCドメイン内に存在しているマルチキャストフィルターの名前。「*」を指

定すると、すべてのマルチキャストフィルターの詳細表示ビューが表示さ
れます。デフォルトの動作では、すべてのマルチキャストフィルターのサ
マリー出力が表示されます。 
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項目 説明 
例  
 ->show mcast-filter 

すべてのマルチキャストフィルターの簡単なリストを表示します。 
 ->show mcast-filter * 

すべてのマルチキャストフィルターの詳細情報を表示します。 
 ->show mcast-filter Filter1 

特定のマルチキャストフィルターの詳細情報を表示します。 
 

 

mfs-filter 
マルチキャストフィルターセット内のマルチキャストフィルターを管理します。 

サポートされるアクション：help、add、remove 
 

項目 説明 
add mfs-filter マルチキャストフィルターセットにマルチキャストフィルターを追加します。 
構文 add mfs-filter FilterSet=<McastFilterSetName> 

McastFilter=<Name1>[,<Name2>,...] 
プロパティ  
FilterSet（必須） ドメイン内の既存のマルチキャストフィルターセットの名前。 
McastFilter（必須） 指定したマルチキャストフィルターセットに追加されるマルチキャスト

フィルター。このプロパティは、コンマで区切られた既存のマルチキャス
トフィルター名のリストです。 

例  
 ->add mfs-filter FilterSet=mfs1 McastFilter=filter1 

マルチキャストフィルターfilter1をフィルターセットmfs1に追加します。 
 ->add mfs-filter FilterSet=mySet McastFilter=MF1,MF2 

マルチキャストフィルターMF1および'MF2を、マルチキャストフィルター
セットmySetに追加します。 

 
 

項目 説明 
remove mfs-filter マルチキャストフィルターセットからマルチキャストフィルターを削除し

ます。 
構文 remove mfs-filter FilterSet=<McastFilterSetName> 

McastFilter=<Name1>[,<Name2>,...] 
プロパティ  
FilterSet（必須） ドメイン内の既存のマルチキャストフィルターセットの名前。 
McastFilter（必須） 指定したマルチキャストフィルターセットから削除されるマルチキャスト

フィルター。このプロパティは、コンマで区切られた既存のマルチキャス
トフィルター名のリストです。 

例  
 ->remove mfs-filter FilterSet=myFS McastFilter=MF1,MF2 

マルチキャストフィルターMF1およびMF2を、マルチキャストフィルター
セットmyFSから削除します。 

 
 

nag-network 
ネットワークアクセスグループに関連付けられたネットワークを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、show 
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項目 説明 
add nag-network 1つまたは複数のネットワークをネットワークアクセスグループに追加します。対象の

ネットワークに対して以前構成されたネットワークアクセスグループはすべて残され
ます。 

構文 add nag-network Nag=<nagName> 
Network=<NetName1>[,<NetName2>,...]|<NagNetworkID> 

パラメーター  
Nag（NagNetworkIDが
指定されていない場合、
必須） 

既存のネットワークアクセスグループの名前 

Network
（NagNetworkIDが指定
されていない場合、必須） 

メンバーとしてネットワークアクセスグループに追加するネットワークの名前で、コン
マで区切って指定します。スペースを使用する場合は、引用符で囲みます。 

NagNetworkID 関心のあるNagの名前とネットワーク。フォーマットは<NagName:NetworkName>で
す。これを指定する場合、Nag=およびNetwork=パラメーターは指定しません。 

例  
 ->add nag-network Nag=DatabaseNetGroup Network=Net1,Net2,Net3 

ネットワークNet1、Net2、およびNet3をDatabaseNetGroupネットワークアクセスグルー
プに追加します。 

 ->add nag-network nag1:network1 
ネットワークnetwork1をnag1ネットワークアクセスグループに追加します。 

 
 

項目 説明 
remove nag-network ネットワークアクセスグループからネットワークを削除します。 
構文 remove nag-network <NagNetworkID> | Nag=<nagName> 

Network=<NetName1>[,<NetName2>,…] 
パラメーター  
NagNetworkID（ Nag=
およびNetwork=が指定
されていない場合、必須） 

既存のネットワーク間ネットワークアクセスグループの関連付けのID。IDのフォーマッ
トは<NagName:NetworkName>です。それが対象のネットワークをメンバーとする唯一
のネットワークアクセスグループである場合、NagNameを指定する必要があります。 

Nag（NagNetworkIDが
指定されていない場合、
必須） 

既存のネットワークアクセスグループの名前 

Network
（NagNetworkIDが指定
されていない場合、必須） 

ネットワークアクセスグループから削除するネットワークメンバーの名前で、コンマで
区切って指定します。スペースを使用する場合は、引用符で囲みます。 

例  
 ->remove nag-network DatabaseNetGroup:Net1 

または 
->remove nag-network Nag=DatabaseNetGroup Network=Net1 
指定したネットワークアクセスグループから指定した1つのネットワークを削除します。 

 ->remove nag-network Nag=DatabaseNetGroup Network=Net1,Net2 
指定したネットワークアクセスグループから指定した複数のネットワークを削除します。 

 
 

項目 説明 

show nag-network ネットワーク間ネットワークアクセスグループの関連付けの情報を表示します。 
構文 show nag-network [<NagNetworkID>|*] 
パラメーター  
NagNetworkID（オプ
ション） 

既存のネットワーク間ネットワークアクセスグループの関連付けのID。IDのフォーマッ
トは<NagName:NetworkName>です。「*」を使用すると、ドメイン内の、すべてのネッ
トワーク間アクセスグループの関連付けの詳細情報が表示されます。指定しない場合
は、すべてのネットワーク間アクセスグループの関連付けのサマリーが表示されます。 

例  
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項目 説明 

 ->show nag-network 
ドメイン内の、すべてのネットワーク間アクセスグループの関連付けのサマリーを表示
します。 

 ->show nag-network * 
ドメイン内の、ネットワーク間アクセスグループの関連付けの詳細情報をすべて表示し
ます。 

 ->show nag-network DatabaseNetGroup:Net1 
指定したネットワークアクセスグループと指定したネットワーク間の関連付けについ
て詳細情報を表示します。 

 
 

name-server 
指定したFlexFabricモジュールのすべてのホストおよび直接接続ストレージデバイスのスナップショットを表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 
show name-server 指定したFlexFabricモジュールのすべてのホストおよび直接接続ストレージデバイスの

スナップショットを表示します。 

構文 show name-server <ModuleID> 

パラメーター  

ModuleID（必須） ネームサーバー情報の表示対象となるモジュールのIDです。モジュールはFlexFabricモ
ジュールでなければなりません。IDのフォーマットは、<EnclosureID>:<BayNumber>
です。 

例  

 ->show name-server enc0:1 
エンクロージャーenc0のベイ1にあるモジュールのネームサーバー情報を表示します。 

 
 

network-access-group 
ネットワークアクセスグループを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add network- 
access-group 

新しいネットワークアクセスグループを作成します。ネットワークアクセスグループを
作成した後、ネットワークに追加できます。サポートするネットワークアクセスグルー
プの最大数は128です。 

構文 add network-access-group <Name> 

パラメーター  

Name（必須） 作成する新しいネットワークアクセスグループの固有の名前。使用できる文字は、英数
字、アンダースコア（_）、ハイフン（-）、およびピリオド（.）です。名前の最大文字数
は、64文字です。 

例  

 ->add network-access-group DatabaseNetGroup 
ネットワークアクセスグループを作成し、ドメインに追加します。 

 
 

項目 説明 

remove network- 
access-group 

ドメインからネットワークアクセスグループを削除します。ネットワークアクセスグ
ループを削除するには、ネットワークアクセスグループがどのサーバープロファイルに
も使用されていない状態である必要があります。ネットワークアクセスグループがネッ
トワークの唯一の所属先である場合、そのネットワークアクセスグループは削除できま
せん。Defaultネットワークアクセスグループは削除できません。 
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項目 説明 

構文 remove network-access-group <Name|*> 

パラメーター  

Name（必須） ドメイン内の既存のネットワークアクセスグループの名前。「*」を使用すると、すべて
の削除可能なネットワークアクセスグループが削除されます。 

例  

 ->remove network-access-group DatabaseNetGroup 
指定したネットワークアクセスグループを削除します。 

 ->remove network-access-group * 
すべての削除可能なネットワークアクセスグループを削除します。 

 
 

項目 説明 
set network- 
access-group 

既存のネットワークアクセスグループを変更します。 

構文 set network-access-group <Name> Name=<NewName> 
パラメーター  
Name（必須） 変更する既存のネットワークアクセスグループの名前 
プロパティ  
Name（必須） ネットワークアクセスグループの新しい名前 
例  
 ->set network-access-group NetGroup1 Name=NetGroup2 

既存のネットワークアクセスグループの名前をNetGroup1からNetGroup2に変更します。 
 
 

項目 説明 
show network- 
access-group 

ドメイン内のすべてのネットワークアクセスグループを表示します。 

構文 show network-access-group [<Name>|*] 
パラメーター  
Name（オプション） VCドメイン内の既存のネットワークアクセスグループの名前。「*」を使用すると、すべ

てのネットワークアクセスグループの詳細表示ビューが表示されます。指定しなかった
場合は、すべてのネットワークアクセスグループのサマリービューが表示されます。 

例  
 ->show network-access-group 

すべてのネットワークアクセスグループのサマリーを表示します。 
 ->show network-access-group * 

すべてのネットワークアクセスグループの詳細情報を表示します。 
 ->show network-access-group DatabaseNetGroup 

指定したネットワークアクセスグループの詳細情報を表示します。 
 

 

network-range 
共有アップリンクセット内の複数のネットワークを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set 
 

項目 説明 

add network-range 共有アップリンクセット内に複数のネットワークを作成します。 

構文 add network-range [-quiet] UplinkSet=<UplinkSetName> 
[NamePrefix=<prefix>] [NameSuffix=<suffix>] 
VLANIds=<VLAN range list> [State=<enabled|disabled>] 
[PrefSpeedType=<auto|custom>] [PrefSpeed=<100Mb-20Gb in 
100Mb steps>] [MaxSpeedType=<unrestricted|custom>] 
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項目 説明 
[MaxSpeed=<100Mb-20Gb in 100Mb steps>] 
[Nags=<Name1>[<Name2>,...] 
[SmartLink=<enabled|disabled>] 
[Labels=<Label1>[<Label2>,...] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 

オプション  

quiet ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。このオプションは、操作を
スクリプト化する際に役立ちます。 

プロパティ  

UplinkSet（必須） 新しいネットワークで使用する既存の共有アップリンクポートセットの名前 

VLANIds（必須） VLAN範囲のコンマ区切りリスト。VLAN IDは重複したり、すでにアップリ
ンクポートセットで使用されているものを使用したりすることはできませ
ん。VLANIDsは、NamePrefixおよびNameSuffixプロパティ（指定する場合）
と組み合わせて、ネットワークの名前を作成します。 

NamePrefix（オプション） 新しいネットワークの名前を付けるときに、VLAN IDの前に追加する文字
列。省略すると、VLAN IDの前に文字列を追加しません。 

NameSuffix（オプション） 新しいネットワークの名前を付けるときに、VLAN IDの後ろに追加する文
字列。省略すると、VLAN IDの後ろに文字列を追加しません。 

State（オプション） ネットワークを有効または無効にします。有効な値は、Enabledおよび
Disabledです。デフォルト値は、Enabledです。 

PrefSpeedType（オプション） これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続のデフォルト
の接続速度。有効な値は、AutoおよびCustomです。Customにより、優先
速度を構成できます。デフォルト値は、Autoです。 

PrefSpeed（PrefSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の接続速度。
有効な値は、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb単
位）です。 

MaxSpeedType（オプション） これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速
度。有効な値は、UnrestrictedおよびCustomです。Customにより、優先速
度を構成できます。デフォルト値は、Unrestrictedです。 

MaxSpeed（MaxSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速
度。有効な値は、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb
単位）です。 

Nags（オプション） ネットワークが所属するネットワークアクセスグループ。コンマで区切っ
て指定します。スペースを使用する場合は、引用符で囲みます。ネットワー
クアクセスグループを指定しない場合は、ドメインのデフォルトネット
ワークアクセスグループ（Default）が使用されます。 

SmartLink（オプション） ネットワークのSmartLink機能を有効または無効にします。有効な値は、
EnabledおよびDisabledです。 

Labels（オプション） これらのネットワークに割り当てられるラベル。ラベルはGUIで使用し、
多数のネットワークを管理するのに役立ちます。ラベルはCLIで割り当てる
こともできますが、GUIのみで使用します。ラベルは16個まで割り当てる
ことができます。 

Color（オプション） これらのネットワークに割り当てられる色。色はGUIで使用し、多数のネッ
トワークを管理するのに役立ちます。色はCLIで割り当てることもできます
が、GUIのみで使用します。赤色、緑色、青、紫、またはオレンジ色を使
用できます。 

例  

 ->add network-range UplinkSet=Alpha NamePrefix=Network 
NameSuffix=_A VLANIDs=1-100 
既存のアップリンクセットに100のネットワークを作成します。 

 ->add network-range UplinkSet=Alpha NamePrefix=Network 
NameSuffix=_A VLANIDs=101-110,115-119,130,4094,700-703 
隣接しないネットワークを既存のアップリンクセットに作成します。 
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項目 説明 

remove network-range 共有アップリンクセットから複数のネットワークを削除します。 

構文 remove network-range [-quiet] UplinkSet=<UplinkSetName> 
VLANIds=<VLAN range list> 

オプション  

quiet ネットワーク範囲の削除時に、ユーザー確認プロンプトを表示しません。
このオプションは主に、自動化されたスクリプトで使用されます。 

プロパティ  

UplinkSet（必須） ネットワークが削除される共有アップリンクセットの名前 

VLANIds（必須） 共有アップリンクセットから削除されるVLAN IDのリスト（VLAN ID範囲
のコンマ区切りリスト）。このコマンドでは、ネットワーク名ではなく、共
有アップリンクセットとVLAN IDのリストによって削除されるネットワー
クを識別します。 

例  

 ->remove network-range UplinkSet=Alpha 
VLANIDs=1-10,15,21-30 
既存のアップリンクセットからネットワークを削除します。 

 
 

項目 説明 

set network-range 共有アップリンクセット内の複数のネットワークの構成を変更します。 

構文 set network-range [-quiet] UplinkSet=<UplinkSetName> 
VLANIds=<VLAN range list> [State=<enabled|disabled>] 
[PrefSpeedType=<auto|custom>] [PrefSpeed=<100Mb-20Gb in 
100Mb steps>] [MaxSpeedType=<unrestricted|custom>] 
[MaxSpeed=<100Mb-20Gb in 100Mb steps>] 
[Nags=<Name1>[<Name2>,...] 
[SmartLink=<enabled|disabled>] 
[Labels=<Label1>[<Label2>,...] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 

オプション  

quiet このオプションを指定すると、ユーザーに確認を求めるプロンプトが表示
されなくなります。このためスクリプト操作に役立ちます。 

プロパティ  

UplinkSet（必須） ネットワークで使用する既存の共有アップリンクポートセットの名前 

VLANIds（必須） 共有アップリンクポートセット内の変更するネットワークを識別する
VLAN範囲のコンマ区切りリスト 

State（オプション） ネットワークを有効または無効にします。有効な値は、Enabledおよび
Disabledです。デフォルト値は、Enabledです。 

PrefSpeedType（オプション） これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続のデフォルト
の接続速度。有効な値は、AutoおよびCustomです。Customにより、優先
速度を構成できます。デフォルト値は、Autoです。 

PrefSpeed（PrefSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の接続速度。
有効な値は、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb単
位）です。 

MaxSpeedType（オプション） これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速
度。有効な値は、UnrestrictedおよびCustomです。Customにより、優先速
度を構成できます。デフォルト値は、Unrestrictedです。 

MaxSpeed（MaxSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

これらのネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速
度。有効な値は、100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb
単位）です。 
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項目 説明 

Nags（オプション） ネットワークが所属するネットワークアクセスグループ。コンマで区切っ
て指定します。スペースを使用する場合は、引用符で囲みます。Nagsを指
定しない場合、ネットワークアクセスグループは変更されません。 

SmartLink（オプション） ネットワークのSmartLink機能を有効または無効にします。有効な値は、
EnabledおよびDisabledです。 

Labels（オプション） これらのネットワークに割り当てられるラベル。ラベルはGUIで使用し、
多数のネットワークを管理するのに役立ちます。ラベルはCLIで割り当てる
こともできますが、GUIのみで使用します。ラベルは16個まで割り当てる
ことができます。 

Color（オプション） これらのネットワークに割り当てられる色。色はGUIで使用し、多数のネッ
トワークを管理します。色はCLIで割り当てることもできますが、GUIのみ
で使用します。赤色、緑色、青、紫、またはオレンジ色を使用できます。 

例  

 ->set network-range UplinkSet=Alpha VLANIDs=1-10,21-30 
SmartLink=Enabled 
複数のネットワークのSmartLink設定を変更します。 

 
 

network 
Virtual Connect Ethernetネットワークを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add network 新しいEthernetまたはFCoEネットワークを作成します。FCoEネットワークは、アップリ
ンクポートセットに関連付けられています。ネットワークが共有アップリンクポートセッ
トを使用しない場合は、ネットワークの作成後アップリンクポートを追加できます。 
ネットワーク作成時には、SmartLinkプロパティはサポートされなくなりました。この
プロパティを指定しても無視されます。SmartLink属性を構成するには、set network
コマンドを使用します。 
QoSタイプがCustomNoFcoeに設定されている場合、「cannot add fabric when QoS 
configuration type is CustomNoFCoE」というエラーメッセージが表示されます。QoS
タイプの設定について詳しくは、「qos」（93ページ）を参照してください。 

構文 add network <NetworkName> [-quiet][-fcoe] 
[Nags=<nagName>[,<nagName2>,...]] [UplinkSet=<UplinkSetName> 
VLanID=<VLanID>] [State=<Enabled|Disabled>] 
[NativeVLAN=<Enabled|Disabled>] [Private=<Enabled|Disabled>] 
[ConnectionMode=<Auto|Failover>] [VLanTunnel=<Enabled|Disabled>] 
[PrefSpeedType=<Auto|Custom>] [PrefSpeed=<100Mb–10Gb in 100Mb 
increments] [MaxSpeedType=<UnRestricted|Custom>] 
[MaxSpeed=<100Mb–10Gb in 100Mb increments>] 
[LacpTimer=<Domain-Default|Short|Long>] 
[Labels=<Label1>[<Label2>,…] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 

パラメーター  

NetworkName（必須） 作成する新しいネットワークの固有の名前。使用できる文字は、英数字、アンダースコ
ア（_）、およびピリオド（.）です。名前の最大文字数は、64文字です。 

オプション  

Quiet ネットワークの作成および変更中のユーザー確認プロンプトの表示を停止します。この
オプションは主に、自動化されたスクリプトで使用されます。 

fcoe FCoEネットワークを指定します。アップリンクセット当たり32のFCoEネットワークを
追加することができます。 
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項目 説明 
プロパティ  
Nags（オプション） このネットワークをメンバーとする既存のネットワークアクセスグループの名前で、コ

ンマで区切って指定します。スペースを使用する場合は、引用符で囲みます。ネットワー
クアクセスグループを指定しない場合は、ドメインのデフォルトネットワークアクセス
グループ（Default）が使用されます。このプロパティは、FCoEネットワークでは使用
できません。 

UplinkSet 
（オプション） 

このネットワークで使用する既存の共有アップリンクセットの名前。このプロパティを
指定する場合、有効なVLAN IDも指定する必要があります。共有アップリンクセット当
たり32のネットワークに制限されています。このプロパティは、FCoEネットワークで
は必須です。 

VLanID（オプション） ネットワークに関連付けられているVLAN ID（共有アップリンクセットでのみ使用）。
VLAN IDには、1～4094の間の有効な番号を指定します。このプロパティは、FCoEネッ
トワークでは必須です。 

State（オプション） ネットワークを有効または無効にします。有効な値は、EnabledおよびDisabledです。
デフォルト値は、Enabledです。 

NativeVLAN 
（オプション） 

ネットワークがネイティブVLANとして機能するのを有効または無効にします。有効な
値は、EnabledおよびDisabledです。デフォルト値は、Disabledです。このプロパティは、
ネットワークが共有Ethernetネットワークの場合のみ指定できます。 

Private（オプション） ネットワークがプライベートネットワークとして機能するのを有効または無効にしま
す。有効な値は、EnabledおよびDisabledです。デフォルト値は、Disabledです。このプ
ロパティは、FCoEネットワークでは使用できません。 

ConnectionMode 
（オプション） 

複数のポートがネットワークに追加されたときに形成される接続タイプを指定します。
有効な値は、AutoおよびFailoverです。デフォルト値は、Autoです。 

VLanTunnel 
（オプション） 

VLANタグトンネルを有効または無効にします。有効の場合、VLANタグは変更されずに
ドメインを通過します。Disabledの場合は、すべてのタグ付きフレームが廃棄されます。
このプロパティは、FCoEネットワークでは使用できません。 
いずれかのサーバーポートに複数のネットワークが構成されている場合、このオプショ
ンは変更できません。 

PrefSpeedType 
（オプション） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続のデフォルトの接続速度。有効
な値は、AutoおよびCustomです。Customにより、優先速度を構成できます。デフォル
ト値は、Autoです。 

PrefSpeed
（PrefSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の接続速度。有効な値は、 
100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb単位）です。 

MaxSpeedType 
（オプション） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速度。有効な値は、
UnrestrictedおよびCustomです。Customにより、優先速度を構成できます。デフォルト
値は、Unrestrictedです。 

MaxSpeed
（MaxSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速度。有効な値は、
100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb単位）です。 

LacpTimer 
（オプション） 

ネットワークのLACPタイマーを指定します。有効な値は、Domain-Default、Short、お
よびLongです。このプロパティは、ネットワークが共有アップリンクセットに関連付け
られたネットワークではない場合、またはConnectionModeプロパティ値がAutoの場合
にのみ指定できます。デフォルト値は、Shortです。 

Labels（オプション） このネットワークに割り当てられるラベル。ラベルはGUIで使用し、多数のネットワー
クを管理するのに役立ちます。ラベルはCLIで割り当てることもできますが、GUIのみで
使用します。ラベルは16個まで割り当てることができます。 

Color（オプション） このネットワークに割り当てられる色。色はGUIで使用し、多数のネットワークを管理
するのに役立ちます。色はCLIで割り当てることもできますが、GUIのみで使用します。
赤色、緑色、青、紫、またはオレンジ色を使用できます。 

例  

 ->add network MyNewNetwork 
新しいネットワークを作成し、Defaultネットワークアクセスグループのメンバーとして
ドメインに追加します。 
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項目 説明 

 ->add network Network1 nags=DatabaseNetGroup,AccessNetGroup 
Network1という名前のネットワークを作成し、ネットワークアクセスグループ
DatabaseNetGroupおよびAccessNetGroupに割り当てます。 

 ->add network MyNewNetwork2 UplinkSet=MyUplinkSet VLanID=145 
新しいネットワークを作成し、共有アップリンクポートセットを使用します。 

 ->add network FcoeNetwork -fcoe UplinkSet=MyUplinkSet VLanID=100 
新しいFCoEネットワークを作成します。 

 ->add network Network1 Private=Enabled 
新しいネットワークの追加時にプライベートネットワークを構成します。 

 ->add network Network1 UplinkSet=Uplinkset1 VLANID=100 
NativeVLAN=Enabled 
共有アップリンクセットを持つ新しいネットワークを作成し、それをネイティブVLAN
としてタグ付けします。 

 ->add network Network1 ConnectionMode=Failover 
新しいネットワークを作成し、接続モードをフェイルオーバーとして設定します。 

 ->add network Network1 VLanTunnel=Enabled 
新しいネットワークを作成し、VLANトンネルを有効にします。 

 ->add network Network1 PrefSpeedType=Custom PrefSpeed=4000 
MaxSpeedType=Custom MaxSpeed=6000 
優先接続速度が4Gbで最大接続速度が6Gbの新しいネットワークを作成します。 

 ->add network Network1 ConnectionMode=Auto LacpTimer=Domain-Default 
ドメインのデフォルトLACPタイマーを使用して新しいネットワークを作成します。 

 ->add network Network1 Labels="label1, label2" 
label1およびlabel2というラベルの付いた新しいネットワークを作成します。 

 ->add network Network1 Color=red 
赤い色の新しいネットワークを作成します。 

 
 

項目 説明 
remove network ドメインからネットワークを削除します。ネットワークを削除するには、ネットワーク

がどのサーバープロファイルにも使用されていない状態である必要があります。 

構文 remove network <NetworkName | *> 

パラメーター  

NetworkName（必須） ドメイン内の既存のネットワークの名前。「*」を使用すると、すべてのネットワークが
削除されます。 

例  

 ->remove network MyNetwork 
指定したネットワークを削除します。 

 ->remove network * 
すべてのネットワークを削除します。 

 
 

項目 説明 

set network 既存のEthernetまたはFCoEネットワークに変更を加えます。 

構文 set network <NetworkName> [-quiet] [State=<Enabled|Disabled>] 
[SmartLink=<Enabled|Disabled>][NativeVLAN=<Enabled|Disabled>] 
[Private=<Enabled|Disabled>] [Nags=<nagName>[,<nagName2>,...]] 
[Name=<NewName>] [VLanId=<New VLanId>] 
[ConnectionMode=<Auto|Failover>] [VLanTunnel=<Enabled|Disabled>] 
[PrefSpeedType=<Auto|Custom>] [PrefSpeed=<100Mb–10Gb in 100Mb 
increments>] [MaxSpeedType=<UnRestricted|Custom>] 
[MaxSpeed=<100Mb–10Gb in 100Mb increments>] 
[LacpTimer=<Domain-Default|Short|Long>] 
[Labels=<Label1>[<Label2>,…] 
[Color=<red|green|blue|orange|purple>] 



 

コマンドライン 79 

項目 説明 
パラメーター  
NetworkName（必須） 変更対象の既存のネットワーク名 
オプション  
Quiet（オプション） ネットワークの作成および変更中のユーザー確認プロンプトの表示を停止します。この

オプションは主に、自動化されたスクリプトで使用されます。 
プロパティ  
Name（オプション） ネットワークの新しい名前 
State（オプション） ネットワークを有効または無効にします。有効な値は、EnabledおよびDisabledです。 
SmartLink 
（オプション） 

ネットワークのSmartLink機能を有効または無効にします。有効な値は、Enabledおよび
Disabledです。このプロパティは、FCoEネットワークでは使用できません。 
ネットワークにポートが1つ以上追加されていない場合、SmartLinkの設定を変更するこ
とはできません。 

NativeVLAN 
（オプション） 

ネットワークがネイティブVLANとして機能するのを有効または無効にします。有効な
値は、EnabledおよびDisabledです。デフォルト値は、Disabledです。このプロパティは、
共有Ethernetネットワークに適用される場合のみ構成できます。 

Private（オプション） ネットワークがプライベートネットワークとして機能するのを有効または無効にしま
す。有効な値は、EnabledおよびDisabledです。デフォルト値は、Disabledです。このプ
ロパティは、FCoEネットワークでは使用できません。 

Nags（オプション） このネットワークをメンバーとするネットワークアクセスグループを変更します。指定
したネットワークアクセスグループによって、元のネットワークアクセスグループが置
き換えられます。ネットワークアクセスグループを指定しない場合は、ネットワークア
クセスグループは変更されません。 

VLanID（オプション） ネットワークが構成されていない共有アップリンクセットに属する場合に、そのVLAN 
IDを変更します。 

ConnectionMode 
（オプション） 

複数のポートがネットワークに追加されたときに形成される接続タイプを指定します。
有効な値は、AutoおよびFailoverです。デフォルト値は、Autoです。このプロパティは、
FCoEネットワークでは使用できません。 

VLanTunnel 
（オプション） 

VLANタグトンネルを有効または無効にします。有効な値は、EnabledおよびDisabledで
す。有効の場合、VLANタグは変更されずにドメインを通過します。Disabledの場合は、
すべてのタグ付きフレームが廃棄されます。このプロパティは、FCoEネットワークで
は使用できません。 
いずれかのサーバーポートに複数のネットワークが構成されている場合、このオプショ
ンは変更できません。 

PrefSpeedType 
（オプション） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続のデフォルトの接続速度。有効
な値は、AutoおよびCustomです。Customにより、優先速度を構成できます。デフォル
ト値は、Autoです。 

PrefSpeed
（PrefSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の接続速度。有効な値は、 
100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb単位）です。 

MaxSpeedType 
（オプション） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速度。有効な値は、
UnrestrictedおよびCustomです。Customにより、優先速度を構成できます。デフォルト
値は、Unrestrictedです。 

MaxSpeed
（MaxSpeedTypeが
Customの場合に必須） 

このネットワークに接続しているすべてのEthernet接続の最大接続速度。有効な値は、
100Mb～ネットワークに構成されている最大速度（100Mb単位）です。 

LacpTimer 
（オプション） 

ネットワークのLACPタイマーを指定します。有効な値は、Domain-Default、Short、お
よびLongです。このプロパティは、ネットワークが共有アップリンクセットに関連付け
られたネットワークではない場合、またはConnectionModeプロパティ値がAutoの場合
にのみ指定できます。デフォルト値は、Shortです。 

Nags（オプション） ネットワークが所属するネットワークアクセスグループ。デフォルトはDefault Network 
Access Groupで、コンマで区切られたネットワークアクセスグループ名のリストです。
リスト内にスペースが含まれる場合は、ネットワークアクセスグループを引用符で囲む
必要があります。このプロパティは、FCoEネットワークでは使用できません。 

Labels（オプション） ネットワークに割り当てられるラベル。ラベルはGUIで使用し、多数のネットワークを
管理するのに役立ちます。ラベルはCLIで割り当てることもできますが、GUIのみで使用
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項目 説明 
します。ラベルは16個まで割り当てることができます。ネットワークからすべてのラベ
ルを削除するには、Labels=を指定します。 

Color（オプション） このネットワークに割り当てられる色。色はGUIで使用し、多数のネットワークを管理
するのに役立ちます。色はCLIで割り当てることもできますが、GUIのみで使用します。
赤色、緑色、青、紫、またはオレンジ色を使用できます。ネットワークから色を削除す
るには、Color=を指定します。 

例  

 ->set network MyNetwork State=Disabled 
MyNetworkという名前の既存のネットワークを無効にします。 

 ->set network Blue Name=Red 
既存のネットワークの名前をBlueからRedに変更します。 

 ->set network GreenNetwork SmartLink=Enabled 
指定したネットワークのSmartLink機能を有効にします。 

 ->set network network1 NativeVLAN=Disabled 
ネットワークのネイティブVLANタギングを無効にします。 

 ->set network network1 Private=Disabled 
プライベートネットワークプロパティを無効にします。 

 ->set network Network1 Private=Enabled 
プライベートネットワークを有効にします。 

 ->set network Network1 Nags=NetworkGroup2,NetworkGroup3 
Network1のネットワークアクセスグループをネットワークアクセスグループ
NetworkGroup2およびNetworkGroup3に変更します（以前のネットワークアクセスグ
ループは削除されます）。 

 ->set network Network1 VlanId=150 
共有アップリンクセットに関連付けられたネットワークのVLAN IDを変更します。 

 ->set network Network1 VLanTunnel=Enabled 
ネットワーク上のVLANトンネルを有効にします。 

 ->set network Network1 PrefSpeedType=Custom PrefSpeed=4000 
MaxSpeedType=Custom MaxSpeed=6000  
ネットワークを優先接続速度が4Gbで最大接続速度が6Gbに変更します。 

 ->set network Network1 ConnectionMode=Auto LacpTimer=Domain-Default 
ドメインのデフォルトLACPタイマーを使用するようにネットワークを変更します。 

 ->set network Network1 Labels="label1, label2" 
ネットワークにラベルを追加します。 

 ->set network Network1 Labels= 
ネットワークからすべてのラベルを削除します。 

 ->set network Network1 Color=red 
ネットワークの色を赤に設定します。 

 
 

項目 説明 

show network ドメイン内のすべてのEthernetネットワークを表示します。 
UNSHAREDネットワークのみに対するConnectionModeおよびVLanTunnel表示の構成値。 
SHAREDネットワークのみに対するNativeVLAN、UplinkSet、およびVLanID表示の構成値。 

構文 show network [<NetworkName> | *] 

パラメーター  

NetworkName 
（オプション） 

VCドメイン内の既存のネットワーク（EthernetまたはFCoE）の名前。「*」を使用する
と、すべてのネットワークの詳細表示ビューが表示されます。指定しなかった場合は、
ネットワークのサマリービューが表示されます。 

例  

 ->show network 
すべてのネットワークのサマリーを表示します。 

 ->show network * 
すべてのネットワークの詳細情報を表示します。 
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項目 説明 

 ->show network MyNetwork 
指定したネットワークの詳細情報を表示します。 

 
 

port-monitor 
ポートモニター構成を管理します。 

サポートされるアクション：help、add、remove、set、show 
 

項目 説明 

add port monitor 新しいネットワークアナライザーポートと監視対象の他のポートを追加します。 

構文 add port-monitor [AnalyzerPort=<PortID>] 
[Speed=<Auto|10Mb|100Mb|1Gb|10Gb|40Gb|Disabled>] 
[Duplex=<Auto|Half|Full>] [MonitorPort=<PortID>] 
[Direction=<ToServer|FromServer|Both>] 

プロパティ  

AnalyzerPort 
（オプション） 

ネットワークトラフィックを監視するために使用するアップリンクポート。アナラ
イザーポートとして構成できるポートは1個だけです。ポートをポート監視用に割り
当てた後は、そのポートをVCネットワークや共有アップリンクセット内で使用する
ことはできません。ネットワークアナライザーポートのフォーマットは、
<EnclosureID>:<InterconnectBay>:<PortNumber>です。QSFP+ポートの場
合、<PortNumber>のフォーマットはQ<x>.<y>です。 
エンクロージャーIDを指定しなかった場合のデフォルトのエンクロージャーは、ド
メインが常駐するローカルエンクロージャーです。 

Speed（オプション） ネットワークアナライザーポートのポート速度。有効な値は、Auto、10Mb、100Mb、
1Gb、10Gb、40Gb、およびDisabledです。デフォルト値は、Autoです。 
アナライザーポートにコネクターがない場合、構成できるポート速度はAutoと
Disabledだけです。速度制限が適用されます。 

Duplex（オプション） ネットワークアナライザーポートの通信モード。有効な値は、Auto、Half、および
Fullです。デフォルト値は、Autoです。 

MonitorPort 
（オプション） 

監 視 対 象 の サ ー バ ー ポ ート 。 監 視 対 象 の ポ ー ト のフ ォ ー マ ッ ト は 、
<EnclosureID>:<DeviceBay>:<PortNumber>です。エンクロージャーIDを指定しなかっ
た場合のデフォルトのエンクロージャーは、ローカルエンクロージャーです。 
モニターポートのIDは、show server-portコマンドの出力のID欄から参照できます。 

Direction（オプション） 監視対象ポート上のネットワークトラフィックの方向。有効な値は、ToServer、
FromServer、およびBothです。 

例  

 ->add port-monitor AnalyzerPort=enc0:1:4 Speed=1Gb Duplex=full 
MonitorPort=enc0:5:4 Direction=FromServer 
新しいネットワークアナライザーポートと監視対象のサーバーポートを追加します。 

 ->add port-monitor AnalyzerPort=enc0:1:Q1.1 Speed=Auto 
Duplex=full 
新しいQSFP+ネットワークアナライザーポートを追加します。 

 ->add port-monitor AnalyzerPort=enc0:1:Q1.1 Speed=40Gb 
Duplex=full 
QSFP+ネットワークアナライザーアップリンクポート（速度40Gb）を追加します。 
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項目 説明 

remove port-monitor ポートモニター構成からポートを削除します。ネットワークアナライザーポートを
削除すると、自動的にポート監視が無効になります。 

構文 remove port-monitor AnalyzerPort=<ポートID|*> MonitorPort=<ポート
ID|*> 

プロパティ  

AnalyzerPort 削除するネットワークアナライザーポート。「*」を使用すると、構成からすべての
ネットワークアナライザーポートが削除されます。 

MonitorPort 削除するモニターポート。「*」を使用すると、ポートモニター構成からすべてのモ
ニターポートが削除されます。 

例  

 ->remove port-monitor AnalyzerPort=enc0:3:1 
構成からネットワークアナライザーポートを削除します。 

 ->remove port-monitor AnalyzerPort=enc0:1:Q2.1 
構成からQSFP+ネットワークアナライザーポートを削除します。 

 ->remove port-monitor AnalyzerPort=* 
構成からすべてのネットワークアナライザーポートを削除します。 

 ->remove port-monitor monitorPort=enc0:1:1 
監視対象ポートリストから指定したサーバーポートを削除します。 

 ->remove port-monitor monitorPort=* 
すべての監視対象ポートを削除します。 

 
 

項目 説明 

set port-monitor 既存のポートモニター構成を変更します。 

構文 set port-monitor [Enabled=<true|false>] [AnalyzerPort=<ポートID>] 
[Speed=<Auto|10Mb|100Mb|1Gb|10Gb|40Gb|Disabled>] 
[Duplex=<Auto|Half|Full>] [MonitorPort=<PortID>] 
[Direction=<ToServer|FromServer|Both>] 

プロパティ  

Enabled（オプション） ポート監視を有効または無効にします。ポート監視を有効にするには、事前にネッ
トワークアナライザーポートを適切に構成する必要があります。 

AnalyzerPort 
（オプション） 

ネットワークトラフィックを監視するために使用するアップリンクポート。ネットワー
クアナライザーポートのフォーマットは、<EnclosureID>:<InterconnectBay>:
<PortNumber>です。QSFP+ポートの場合、<PortNumber>のフォーマットは
Q<x>.<y>です。エンクロージャーIDを指定しなかった場合のデフォルトのエンク
ロージャーは、ローカルエンクロージャーです。 

Speed（オプション） ネットワークアナライザーポートのポート速度。有効な値は、Auto、10Mb、100Mb、
1Gb、10Gb、40Gb、およびDisabledです。デフォルト値は、Autoです。 
アナライザーポートにコネクターがない場合、構成できるポート速度はAutoと
Disabledだけです。速度制限が適用されます。 

Duplex（オプション） ネットワークアナライザーポートの通信モード。有効な値は、Auto、Half、および
Fullです。デフォルト値は、Autoです。 

MonitorPort（Direction
プロパティの変更中は必須） 

監視対象のサーバーポート。監視対象のポートのフォーマットは、<EnclosureID>:
<DeviceBay>:<PortNumber>です。エンクロージャーIDを指定しなかった場合の
デフォルトのエンクロージャーは、ドメインが常駐するローカルエンクロージャー
です。 

Direction（オプション） 監視対象ポート上のネットワークトラフィックの方向。有効な値は、ToServer、
FromServer、およびBothです。 

例  

 ->set port-monitor AnalyzerPort=enc0:3:1 Speed=1Gb Duplex=half 
ネットワークアナライザーアップリンクポートのプロパティを変更します。 

 ->set port-monitor MonitorPort=enc0:1:6 Direction=ToServer 
監視対象サーバーポートを変更します。 
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 ->set port-monitor Enabled=true 
ポート監視を有効にします。 

 ->set port-monitor Enabled=false 
ポート監視を無効にします。 

 ->set port-monitor AnalyzerPort=enc0:1:Q1.1 Speed=Auto 
Duplex=full 
QSFP+アップリンクポートのネットワークアナライザーのアップリンクポートのプ
ロパティを変更します。 

 ->set port-monitor AnalyzerPort=enc0:1:Q1.1 Speed=40Gb 
Duplex=full 
QSFP+アップリンクポートのネットワークアナライザーのアップリンクポートのプ
ロパティを速度40Gbに変更します。 

 
 

項目 説明 

show port-monitor Virtual Connectポートモニター構成を表示します。 

構文 show port-monitor 

例  

 ->show port-monitor 
ポートモニター構成を表示します。 

 
 

port-protect 
サーバーダウンリンクポートを監視して、一時停止フラッディング状態やネットワークループ状態を確認し、保護

処置としてポートを無効にします。 

port-protectの設定について詳しくは、「ネットワークループプロテクション設定の構成」（183ページ）を参照して

ください。 

サポートされるアクション：help、reset、set、show 
 

項目 説明 

reset port-protect 保護処置によって現在無効になっているすべてのポートをリセットし、再起動します。 

構文 reset port-protect 

例  

 ->reset port-protect 
ポートプロテクションの処置によって現在無効になっているすべてのポートのポー
トプロテクション状態をリセットします。 

 
 

項目 説明 

set port-protect 以下のサービス拒否状態に対する、ポートプロテクションのためのドメイン全体の
構成を変更します。 
• サーバーダウンリンクポートのネットワークループプロテクション 
• ダウンリンク物理ポートの一時停止フラッディングプロテクション 

構文 set port-protect [-quiet] [networkLoop=<Enabled|Disabled>] 
[pauseFlood=<Enabled|Disabled>] 

オプション  

quiet（オプション） ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。このオプションは、操作をスクリプ
ト化する際に役立ちます。 

プロパティ  

networkLoop（必須） ダウンリンクネットワークループの検出とプロテクションを有効または無効にしま
す。有効な値は、EnabledおよびDisabledです。 
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pauseFlood（必須） 一時停止フラッディング検出とプロテクションを有効または無効にします。有効な
値は、EnabledおよびDisabledです。 

例  

 ->set port-protect networkLoop=Enabled PauseFlood=Enabled 
ループプロテクションおよび一時停止フラッディングプロテクションを有効にする
ように、グローバルオプションを設定します。 

 
 

項目 説明 

show port-protect ループプロテクションおよび一時停止フラッディングプロテクションを表示します。 

構文 show port-protect 

例  

 ->show port-protect 
ループプロテクションおよび一時停止フラッディングプロテクションを表示します。 

 
 

profile 
サーバープロファイルを管理します。 
  

 注：nPartitionと、VCプロファイルのnParへの割り当てについて詳しくは、『HPE Virtual Connect for 
c-Class BladeSystemユーザーガイド』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.
com/info/vc/manuals）を参照してください。 

  

サポートされるアクション：add、assign、copy、help、load、remove、save、set、show、unassign 
 

項目 説明 

add profile 新しいサーバープロファイルを作成します。 
作成したプロファイルを、setサブコマンドを使用して構成し、ネットワーク接続、
ファブリック接続、およびFCoE接続を追加します。作成したサーバープロファイル
は、assignサブコマンドを使用してデバイスベイに割り当てることができます。 
QoSタイプがCustomNoFcoeに設定されている場合、FCoE接続なしでプロファイル
が作成されます。QoSタイプの設定について詳しくは、「qos」（93ページ）を参照し
てください。 

構文 add profile <ProfileName> [-NoDefaultEnetConn] 
[-NoDefaultFcConn] [-NoDefaultFcoeConn] [Nag=<nagName>] 
[HideUnusedFlexNICs=<true|false>] 
[SNType=<Factory-Default|User-Defined|Pool-Specified>] 
[SerialNumber=<serialnumber>] [UUID=<uuid>] 
[SriovMode=<Advanced|Simplified>] 
[bootMode=<Auto|Legacy|UEFI>] 

パラメーター  

プロファイル名 作成する新しいサーバープロファイルの固有の名前 

オプション  

NoDefaultEnetConn サーバープロファイルの作成時にデフォルトのEthernetネットワーク接続を追加し
ません。 

NoDefaultFcConn サーバープロファイルの作成時にデフォルトのFC SAN接続を追加しません。 

NoDefaultFcoeConn サーバープロファイルの作成時にデフォルトのFCoE SAN接続を追加しません。 

プロパティ  

Nag（オプション） プロファイルのネットワークアクセスグループ。デフォルトは、ドメインのデフォ
ルトネットワークアクセスグループです。 

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals


 

コマンドライン 85 

項目 説明 

HideUnusedFlexNICs 
（オプション） 

falseに設定すると、FlexNICsのすべての物理機能は、オペレーティングシステムで
ネットワークインターフェイスとして列挙されます。これには、プロファイル接続
にマッピングされていないFlexNICが含まれます。マッピングされていないネット
ワークインターフェイスを列挙すると、インターフェイスが使用されていない場合
でも、共有リソースを消費することがあります。デフォルトは、trueです。 

SNType（オプション） プロファイル作成時に使用されるシリアル番号割り当てのソース。指定しなかった
場合、シリアル番号は、VCのデフォルトのドメイン設定に従って割り当てられます。
値は、Factory-Default、User-Defined、およびPool-Specifiedです。 
Pool-Specifiedオプションを使用するには、ドメインレベルのプールをVC-Definedま
たはUser-Definedに設定しなければなりません。どのPool-Specifiedのシリアル番号
も、現在選択されているVC定義またはユーザー定義のシリアル番号プールのもので
なければなりません。 

SerialNumber（SNTypeが
User-Defined ま た は
Pool-Specifiedの場合に
必須） 

サーバープロファイルに関連付けられたカスタムのユーザー定義のシリアル番号。
プロファイルがサーバーを含むデバイスベイに割り当てられている場合、サーバー
は仮想シリアル番号を継承します。ユーザー定義のシリアル番号は、パターンVCX01
で始める必要があります。 

UUID（オプション） 仮想サーバーIDを表す一意の128ビットの識別子。フォーマットはxxxxxxxx-xxxx-
xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxxです。ここで、xは英数字文字です。UUIDを指定しないと、
自動生成されます。SNTypeがUser-Definedの場合のみUUIDを指定できます。 

SriovMode（オプション） プロファイルのSR-IOVモードを構成します。有効な値は次のとおりです。 
• Simplified—すべての接続のSR-IOVタイプをDEFAULTに設定します。 
• Advanced—サーバーの3番目のPFまたはFlexNICポートへのすべての接続の

SR-IOVタイプをAUTOに設定し、残りの接続をすべてDISABLEDに設定します。 

bootMode（オプション） ブートモードを構成します。デフォルト値は、Autoです。有効な値は次のとおりです。 
• Auto—デフォルトのブートオプション 
• Legacy—レガシBIOS 
• UEFI—Unified Extensible Firmware Interface 
ブートモードを構成する前に、サーバーがUEFIをサポートすることを確認します。 

例 ->add profile MyNewProfile 
デフォルトの接続およびVCのデフォルトシリアル番号を使用して新しいプロファ
イルを作成し、ドメインに追加します。 

 ->add profile MyNewProfile2 -NoDefaultEnetConn 
デフォルトのEthernet接続を追加しないで新しいプロファイルを作成します。 

 ->add profile MyNewProfile2 -NoDefaultFcConn 
デフォルトのFC接続を追加しないで新しいプロファイルを作成します。 

 ->add profile MyNewProfile2 -NoDefaultFcoeConn 
デフォルトのFCoE接続を追加しないで新しいプロファイルを作成します。 

 ->add profile MyNewProfile2 -NoDefaultEnetConn  
-NoDefaultFcConn 
デフォルトのどの接続（Ethernet接続およびFC接続）も追加しないで新しいプロファ
イルを作成します。 

 ->add profile MyNewProfile2 -NoDefaultEnetConn  
-NoDefaultFcConn -NoDefaultFcoeConn 
デフォルトのどの接続（Ethernet接続、FC接続、およびFCoE接続）も追加しないで
新しいプロファイルを作成します。 

 ->add profile MyNewProfile2 Nag=DatabaseNetGroup 
新しいプロファイルを作成し、DatabaseNetGroupネットワークアクセスグループに
関連付けます。 

 ->add profile MyNewProfile2 HideUnusedFlexNICs=true 
プロファイルに割り当てられていないFlexNICを、オペレーティングシステムでネッ
トワークインターフェイスとして列挙しません。 

 ->add profile MyNewProfile SNType=User-Defined 
SerialNumber=VCX0113121 
新しいプロファイルを作成し、カスタム仮想シリアル番号を指定します。 
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 ->add profile MyNewProfile SNType=Pool-Specified 
SerialNumber=VCX0113121 
新しいプロファイルを作成し、VC定義またはユーザー定義のプールからアドレスを
指定します。 

 ->add profile MyNewProfile SNType=Factory-Default 
新しいプロファイルを作成し、工場出荷時に割り当てられたシリアル番号を使用し
ます。 

 ->add profile MyNewProfile SNType=User-Defined 
SerialNumber=VCX0113121 
UUID=15713c60-fcf2-11dc-a656-0002a5d5c51b 
新しいプロファイルを作成し、カスタム仮想シリアル番号とUUIDを指定します。 

 ->add profile MyNewProfile2 SriovMode=Advanced 
新しいプロファイルを「Advanced」sriovmodeで作成します。 

 ->add profile MyNewProfile2 SriovMode=Simplified 
新しいプロファイルを「Simplified」sriovmodeで作成します。 

 
 

項目 説明 

assign profile デバイスベイにサーバープロファイルを割り当てます。 

構文 assign profile <プロファイル名> <DeviceBay> [-PowerOn] 

パラメーター  

ProfileName（必須） サーバープロファイルの一意の名前 

DeviceBay（必須） プロファイルを割り当てるデバイスベイ。フォーマット：<エンクロージャーID>: 
<デバイスベイ番号>。エンクロージャーIDを指定しない場合、デフォルトでローカ
ルエンクロージャーが指定されます。マルチブレードサーバーにプロファイルを割
り当てる場合、<DeviceBay>にはモナークベイを指定する必要があります。 

オプション  

PowerOn プロファイルの割り当て後、サーバーの電源を入れます。 

例  

 ->assign profile MyProfile1 enc0:1 
プライマリエンクロージャーのデバイスベイ1にプロファイルを割り当てます。 

 ->assign profile MyProfile1 enc0:5 
プライマリエンクロージャーのベイ5～8に挿入されているマルチブレードサーバー
にプロファイルを割り当てます。 

 
 

項目 説明 

copy profile 既存のプロファイル構成を別のプロファイルにコピーします。コピーされたプロ
ファイル（送信先のプロファイル）は未割り当てのままです。 

構文 copy profile <src_profile_name> <dest_profile_name> 

パラメーター  

src_profile_name（必須） 構成のコピー元のプロファイルの名前 

dest_profile_name（必須） 構成のコピー先のプロファイルの名前 

例  

 ->copy profile_server1 profile_server_new 
profile_server1からprofile_server_newに構成をコピーします。 

 
 

項目 説明 

load profile 保存したEFIデータオブジェクトをネットワーク上のリモートFTPまたはSFTPサー
バーからロードします。EFIデータオブジェクトは既存のサーバープロファイルに
ロードされます。サーバープロファイルをサーバーベイに割り当てたり、サーバー
プロファイルにEFIデータオブジェクトを含めたりしないでください。 
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構文 load profile <プロファイル名> address=<ftp|sftp://ユーザー:パスワー
ド@IPアドレス/ファイル名> 
または 
load profile <プロファイル名> address=<ftp|sftp://ユーザー:パスワー
ド@IPアドレス> filename=<名前> 

パラメーター  

ProfileName（必須） EFIデータを含まない既存の未割り当てのプロファイル 

プロパティ  

address（必須） FTPまたはSFTPサーバーのユーザー名とパスワードを含む有効なIPv4アドレス、
IPv6アドレス、またはホスト名。 
ドメインがFIPSモードの場合は、SFTPを使用する必要があります。 

filename（必須） EFIデータがロードされるFTPまたはSFTPサーバー上のファイルの名前。ファイル
名は別々に指定することができます。 
指定したファイルパスは、FTPサーバー上にあるユーザーのログインディレクトリ
への相対パスとして扱われます。転送を成功させるために、ユーザーはアクセス権
が適切であることを確認する必要があります。 

例  

 ->load profile Profile_1 
address=sftp://user:password@192.168.10.12/new-profile-data 
保存したプロファイルEFIデータオブジェクトファイルをSFTPサーバーからロード
します。 

 ->load profile Profile_1 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-profile-data 
保存したプロファイルEFIデータオブジェクトファイルをFTPサーバーからロード
します。 

 ->load profile Profile_1 
address=ftp://user:password@192.168.10.12 
filename=/new-profile-data 
保存したプロファイルEFIデータオブジェクトファイルをFTPサーバーからロード
します。 

 ->load profile Profile1 
address=ftp://user:password@[2001::1]/new-profile-data 
IPv6アドレスを使用して、保存したプロファイルEFIデータオブジェクトファイルを
FTPサーバーからロードします。 

 ->load profile Profile1 address=ftp://user:password@[2001::1] 
filename=/new-profile-data 
IPv6アドレスを使用して、保存したプロファイルEFIデータオブジェクトファイルを
FTPサーバーからロードします。 

 
 

項目 説明 

remove profile ドメインから1つまたは複数のサーバープロファイルを削除します。 

構文 remove profile <プロファイル名 | *> 

パラメーター  

ProfileName（必須） VCドメイン内の既存のプロファイルの名前。「*」を使用すると、すべての既存のプ
ロファイルが削除されます。 

例  

 ->remove profile MyProfile 
名前を指定してサーバープロファイルを削除します。 

 ->remove profile * 
すべてのサーバープロファイルを削除します。 
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項目 説明 

save profile 既存のサーバープロファイルからEFIデータオブジェクトを保存します。サーバープ
ロファイルをサーバーベイに割り当てないでください。 

構文 save profile <プロファイル名> address=<ftp|sftp://ユーザー:パスワー
ド@IPアドレス/ファイル名> 
または 
save profile <プロファイル名> address=<ftp|sftp://ユーザー:パスワー
ド@IPアドレス> filename=<名前> 

パラメーター  

ProfileName（必須） ドメイン内にある既存の未割り当てのプロファイル。 

プロパティ  

address（必須） ユーザー名、パスワード、およびFTPまたはSFTPサーバー上に格納されるEFIデー
タファイルの名前を含む、有効なIPアドレス。 
ドメインがFIPSモードの場合は、SFTPを使用する必要があります。 

filename（必須） FTPまたはSFTPサーバー上に格納されるEFIデータファイルの名前。ファイル名は
別々に指定することができます。 
指定したファイルパスは、FTPサーバー上でユーザーのログインディレクトリへの
相対パスとして扱われます。転送を成功させるために、ユーザーはアクセス権が適
切であることを確認する必要があります。 

例  

 ->save profile Profile_1 
address=sftp://user:password@192.168.10.12/new-profile-data 
プロファイルEFIデータオブジェクトファイルをSFTPサーバーに転送します。 

 ->save profile Profile_1 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-profile-data 
プロファイルEFIデータオブジェクトファイルをFTPサーバーに転送します。 

 ->save profile Profile_1 
address=ftp://user:password@192.168.10.12 
filename=/new-profile-data 
プロファイルEFIデータオブジェクトファイルをFTPサーバーに転送します。 

 ->save profile Profile1 
address=ftp://user:password@[2001::1]/new-profile-data 
IPv6アドレスを使用して、プロファイルEFIデータオブジェクトファイルをFTPサー
バーに転送します。 

 ->save profile Profile1 address=ftp://user:password@[2001::1] 
filename=/new-profile-data 
IPv6アドレスを使用して、プロファイルEFIデータオブジェクトファイルをFTPサー
バーに転送します。 

 
 

項目 説明 

set profile 既存のサーバープロファイルのプロパティを変更します。 

構文 set profile <ProfileName> [Name=<NewName>] [EFIState=absent] 
[HideUnusedFlexNICs=<true|false>] [Nag=<nagName>] 
[SriovMode=<Advanced|Simplified>] 
[bootMode=<Auto|Legacy|UEFI>] 

パラメーター  

ProfileName（必須） 変更対象のプロファイルの現在の名前 

プロパティ  

Name（必須） サーバープロファイルの新しい名前 

EFIState（必須） EFIの状態情報の有無を指定します。 

HideUnusedFlexNICs 
（オプション） 

falseに設定した場合、オペレーティングシステムは、プロファイル接続にマッピン
グされていないFlexNICを含め、FlexNICのすべての物理機能をネットワークイン
ターフェイスとして列挙します。マッピングされていないネットワークインター
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フェイスを列挙すると、インターフェイスが使用されていない場合でも、共有リソー
スを消費することがあります。 
trueに設定した場合、オペレーティングシステムは、プロファイル接続にマッピング
されていないFlexNICの物理機能を、ネットワークインターフェイスとして列挙しま
せん。この場合、オペレーティングシステムでのネットワークインターフェイスの
順序が変わり、ネットワーク接続を復元するときにオペレーティングシステムでの
NICチーミングや他のネットワーク構成に対して手動の調整が必要になることがあ
ります。 
このオプションを変更するには、サーバーの電源を切る必要があります。 

Nag（オプション） サーバープロファイルの新しいネットワークアクセスグループ。指定しなかった場
合、プロファイルのネットワークアクセスグループは変更されません。 

SriovMode（オプション） プロファイルのSR-IOVモードを変更します。有効な値は次のとおりです。 
• Simplified—すべての接続のSR-IOVタイプをDEFAULTに設定します。 
• Advanced—サーバーの3番目のPFまたはFlexNICポートへのすべての接続の

SR-IOVタイプをAUTOに設定し、残りの接続をすべてDISABLEDに設定します。 

bootMode（オプション） ブートモードを構成します。有効な値は次のとおりです。 
• Auto—デフォルトのブートオプション 
• Legacy—レガシBIOS 
• UEFI—Unified Extensible Firmware Interface 
ブートモードを構成する前に、サーバーがUEFIをサポートすることを確認します。 

例  

 ->set profile MyProfile Name=MyNewプロファイル名 
サーバープロファイルの名前を変更します。 

 ->set profile Profile1 EFIState=absent 
プロファイルからEFIパーティションブロック情報を削除します。 

 ->set profile Profile1 HideUnusedFlexNICs=true 
プロファイルに割り当てられていないFlexNICを、オペレーティングシステムでネッ
トワークインターフェイスとして列挙しません。 

 ->set profile MyProfile SriovMode=Advanced 
SriovModeをプロファイルの接続に変更します。 

 ->set profile Profile1 Nag=NetGroup1 
プロファイルのネットワークアクセスグループをNetGroup1に変更します。 

 
 

項目 説明 

show profile ドメイン内のすべてのサーバープロファイルと、関連付けられているEthernet、
iSCSI、FC、およびFCoE接続のサマリーを表示します。 
接続の詳細情報を表示するには、show enet-connection、show iscsi-
connection、show fc-connection、またはshow fcoe-connectionコマンド
を使用してください。 

構文 show profile [<プロファイル名> | *] 

パラメーター  

ProfileName（オプショ
ン） 

VCドメイン内の既存のプロファイルの名前。「*」を使用すると、すべての既存のプ
ロファイルが表示されます。指定しなかった場合は、すべてのプロファイルのサマ
リーが表示されます。 

例  

 ->show profile 
すべてのサーバープロファイルのサマリーを表示します。 

 ->show profile * 
すべてのプロファイルの詳細情報を表示します。 

 ->show profile MyProfile 
指定したプロファイルの詳細情報を表示します。 
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項目 説明 

unassign profile デバイスベイに割り当てられているサーバープロファイルの割り当て解除 

構文 unassign profile <プロファイル名> 

パラメーター  

ProfileName（必須） デバイスベイに現在割り当てられているサーバープロファイルの名前 

例 ->unassign profile MyProfile1 
デバイスベイに割り当てられているサーバープロファイルの割り当てを解除します。 

 
 

qos-class 
アクティブなQoS構成のクラスを管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set qos-class アクティブなQoS構成のクラスを変更します。 

構文 set qos-class <ClassName> 
[Name=NewClassName][Enabled=<True|False>] 
[RealTime=<True|False>] [Share=<1-99>] [MaxShare=<1-100>] 
[EgressDOT1P=<1,2,3,4,5,6,7>] 

パラメーター  

ClassName（必須） 既存のトラフィッククラスの名前。 

プロパティ  

Name（オプション） クラスの新しい名前。名前の長さは1～64文字で、英数字とアンダースコア（_）、ピ
リオド（.）、およびダッシュ（-）を使用できます。システムクラスの名前である
Best_EffortおよびFCoE_Losslessは変更できません。 

Enabled（オプション） クラスを有効または無効にします。有効な値は、TrueおよびFalseです。クラスが無
効になっている場合、割り当てはBest_Effortクラスに与えられます。有効になって
いるクラスが現在アクティブな分類マップによって使用されている場合、そのクラ
スは無効にできません。システムクラスを無効にすることはできません。 

RealTime（オプション） クラスをリアルタイムに設定します。有効な値は、TrueおよびFalseです。リアルタ
イムクラスには厳密な優先キューイングが適用され、遅延はありません。リアルタ
イムクラスは1つだけ使用可能です。システムクラスのRealTimeプロパティは変更
できません。 

Share（オプション） トラフィッククラスに割り当てられる、最低限保証される帯域幅の割合。有効な値
は、1～99です。システムクラスの場合、この値は変更できません。FCoE_Lossless
クラスは、プロファイル接続構成から割り当てを取得します。FCoE_Losslessクラ
スを除き、有効になっているクラスすべての割り当ての合計は100です。有効になっ
ているクラスの割り当てを変更した場合、すべての有効になっているクラスで100%
を維持するように、Best_Effortクラスが調整されます。割り当ての変更によって
Best_Effortクラスの割り当てがなくなった場合は、エラーが返されます。リアルタ
イムクラスのShareおよびMaxShareプロパティは、同じ値に設定されています。
Shareの値が変更された場合、MaxShareは自動的に更新されます。逆も同様です。
リアルタイムクラスのShareおよびMaxShareの最大値は50です。 

MaxShare（オプション） 別のトラフィッククラスが割り当てを使用していない場合に、トラフィッククラス
が使用できる割り当ての最大値。有効な値は、1～100です。システムクラス
（Best_Effortクラスを除く）の場合、この値は変更できません。MaxShareの値は、
Shareの値より大きいか、等しくなければなりません。 

EgressDOT1P 
（オプション） 

特定のクラスに分類されたトラフィックが、指定したDOT1P優先度がVLANタグに
マークされた状態で転送されます。有効な値は、1～7です。EgressDOT1Pの値は、
有効になっているクラスの間で固有である必要があります。システムクラスは、イー
グレスDOT1P優先順位の値を、FCoE_Losslessクラスの場合は3、Best_Effortクラス
の場合は0に事前定義しています。システムクラスの場合、この値は変更できません。 
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項目 説明 

例  

 ->set qos-class Blue Name=Green 
クラスの名前を変更します。 

 ->set qos-class Green Enabled=false 
クラスを無効にします。 

 ->set qos-class Green Enabled=true Share=5 MaxShare=5 
RealTime=true 
クラスをリアルタイムクラスに変更します。 

 
 

項目 説明 

show qos-class アクティブなQoS構成のQoSトラフィッククラスを表示します。 

構文 show qos-class [<Name> | *] [FilterBy] 

パラメーター  

Name（オプション） 既存のQoSクラス名。指定したトラフィッククラスの詳細情報が表示されます。「*」
を指定すると、すべてのQoSクラスの詳細情報が表示されます。名前を指定しなかっ
た場合は、すべてのクラスのサマリーが表示されます。 

FilterBy（オプション） <columnID>=<value>のフォーマットで指定した属性で、showコマンドの出力に
フィルターをかけます。 

例  

 ->show qos-class RealTimeClass 
特定のQoSクラスを表示します。 

 ->show qos-class 
すべてのQoSクラスのサマリーを表示します。 

 ->show qos-class * 
すべてのQoSクラスの詳細情報を表示します。 

 ->show qos-class "Real Time"=True 
FilterByパラメーターを使用して、すべてのリアルタイムクラスを表示します。 

 
 

qos-classifier 
アクティブなQoS構成のトラフィック分類子を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set qos-classifier アクティブなQoS構成のトラフィック分類子を変更します。分類子はアップリン
クまたはダウンリンクポートで構成され、イングレストラフィックの優先付けに
使用されます。分類は、EthernetおよびiSCSIトラフィックでサポートされます。
FCoEトラフィックにはトラフィック分類はありません。 

構文 set qos-classifier <PortType> Classifiers=<classifiers> 

パラメーター  

PortType（必須） 分類子が割り当てられるポートのタイプ。有効な値は、Uplinks、Downlinks、お
よびAllです。Uplinksは、VCドメイン内のすべてのアップリンクポートを表します。
Downlinksは、VCドメイン内のすべてのダウンリンクポートを表します。Allは、
VCドメイン内のすべてのポートを表します。 

プロパティ  

Classifiers（必須） 分類メカニズム。有効な値は、DOT1PおよびDSCPの任意の組み合わせです。分類
子がDOT1Pの場合、ユーザーのVLANタグに示されたDOT1Pの優先度の値が、分類
に使用されます。DOT1P優先度の値は、IEEE 802.1Qに定義されている3ビットの
Priority Code Pointフィールドです。分類子がDSCPの場合、IPヘッダー内の6ビット
のDifferentiated Services Code Point (DSCP)フィールドが分類に使用されます。分
類子がDSCPまたはDOT1Pの場合、IPトラフィックはIPヘッダー内のDSCP値に
よって分類され、非IPトラフィックはDOT1P優先度の値によって分類されます。 
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項目 説明 

例  

 ->set qos-classifier Uplinks classifiers=DOT1P,DSCP 
DSCPおよびDOT1Pを使用してイングレストラフィックの優先付けを行うよう
に、アップリンクポートを構成します。 

 ->set qos-classifier All classifiers=DOT1P 
DOT1Pを使用してイングレストラフィックの分類を行うように、すべてのポート
を構成します。 

 
 

項目 説明 

show qos-classifier アクティブなQoS構成のQoS分類子構成を表示します。 

構文 show qos-classifier [<PortType> |*] 

パラメーター  

PortType（オプション） 分類子が割り当てられるポートのタイプ。有効な値は、UplinksおよびDownlinksで
す。ポートタイプを指定しないと、すべてのポートタイプの分類子が表示されます。 

例  

 ->show qos-classifier 
アップリンクポートとダウンリンクの両方のポートの分類子設定を表示します。 

 ->show qos-classifier Uplinks 
アップリンクポートの分類子設定を表示します。 

 ->show qos-classifier Downlinks 
ダウンリンクポートの分類子設定を表示します。 

 
 

qos-map 
アクティブなQoS構成のトラフィック分類マップを管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set qos-map アクティブなQoS構成のトラフィック分類マップを変更します。 

構文 set qos-map <Type> Class=<traffic class> Values=<DSCP or DOT1P 
value range list> 

パラメーター  

Type（必須） マップの分類子タイプ。有効な値は、DOT1PおよびDSCPです。 

プロパティ  

Class（必須） 送信先トラフィッククラス名。値は事前定義されたクラスにマッピングされます。
あるマップが現在トラフィック分類に使用されている場合、そのマップはアクティ
ブです。アクティブなマップのすべてのトラフィッククラスを有効にする必要があ
ります。マップ内の値は1つのクラスにのみマッピングが可能です。非アクティブ
なマップには、有効なクラスと無効なクラスの両方を含めることができます。 

Values（必須） マップのDOT1P優先度の値またはDSCP値のリスト。フォーマットは、単一の値
またはハイフンで区切られた範囲のコンマ区切りリストです。DOT1Pマップの
場合、サポートされるDOT1P優先順位の値は0～7です。値3は固有です。値3を
持つ非FCoEイングレストラフィックは、ユーザー構成のトラフィッククラスに
マッピングされます。FCoEトラフィック（通常はDOT1P値は3でタグ付けされ
ています）は、マップの値に関係なく常にFCoE_Losslessクラスにマッピングさ
れます。DSCPマップの場合、サポートされるDSCP値は、AF11(DSCP 10)、
AF12(DSCP12)、AF13(DSCP 14)、AF21(DSCP18)、AF22(DSCP 20)、AF23(DSCP 
22)、AF31(DSCP 26)、AF32(DSCP 28)、AF33(DSCP 30)、AF41(DSCP 34)、
AF42(DSCP 36)、AF43(DSCP 38)、EF(DSCP 46)、CS0(DSCP 0)、CS1(DSCP 8)、
CS2 (DSCP 16)、CS3(DSCP 24)、CS4(DSCP 32)、CS5(DSCP 40)、CS6(DSCP 
48)、およびCS7(DSCP 56)です。範囲はこの順序であることを前提とします。サ
ポートされていないDSCP値は、Best_Effortクラスにマッピングされます。
FCoE_Losslessクラスには値をマッピングできません。サポートされている値が
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項目 説明 
値リストに指定されていない場合、マップに保存されている以前のマッピング値
が使用されます。 

例  

 ->set qos-map DOT1P Class=Interactive Values=2,4-6 
DOT1Pマッピングを変更します。 

 ->set qos-map DSCP Class=Backup Values=CS0,AF11-AF22,AF33 
CS0、AF11、AF12、AF13、AF21、AF22、AF33のDSCPマッピングを変更します。 

 
 

項目 説明 

show qos-map アクティブなQoS構成のトラフィック分類マップを表示します。 

構文 show qos-map [<Type> | *] 

パラメーター  

Type（オプション） マップのタイプ。有効な値は、DOT1PおよびDSCPです。タイプを指定しなかっ
た場合は、すべてのマップが表示されます。 

例  

 ->show qos-map DSCP 
DSCPマッピングを表示します。 

 ->show qos-map DOT1P 
DOT1Pマッピングを表示します。 

 ->show qos-map 
すべての分類マッピングを表示します。 

 
 

qos 
サービス品質（QoS）構成を管理します。 

サポートされるアクション：help、reset、set、show 
 

項目 説明 

reset qos 現在アクティブな保存されているQoS構成を、デフォルト構成にリセットします。quiet
オプションを指定しなかった場合、リセットするかどうかの確認を求められます。 

構文 reset qos [-active | <Type> | *] [-quiet] 

パラメーター  

Type（Activeが指定されて
いない場合、必須） 

指定したQoS構成タイプのクラス、マップ、および分類子をリセットします。サポー
トされるタイプは、Passthrough、CustomWithFCoE、またはCustomNoFCoEです。
「*」が指定されている場合、3つのQoS構成はすべて工場出荷時のデフォルト設定
にリセットされて、QoS構成タイプはPassthroughに設定されます。 

オプション  

Active アクティブなQoS構成のクラス、マップ、および分類子をリセットします。アクティ
ブなQoS構成とは、set qosコマンドを使用して選択した構成です。このオプション
は、Typeパラメーターと組み合わせて使用することはできません。 

quiet ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。 

例  

 ->reset qos -active 
アクティブなQoS構成タイプを工場出荷時のデフォルト設定にリセットしますが、
保存されている構成タイプは変更されません。 

 ->reset qos CustomWithFCoE 
指定したQoS構成タイプを工場出荷時のデフォルト設定にリセットしますが、保存
されている構成タイプは変更されません。 

 ->reset qos * 
アクティブなQoS構成タイプをPassthroughにリセットし、保存されているすべての
構成タイプを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。操作を実行するかど
うかの確認を求められます。 
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項目 説明 

 ->reset qos * -quiet 
アクティブなQoS構成タイプをPassthroughにリセットし、保存されているすべての
構成タイプを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。 

 
 

項目 説明 

set qos 指定したQoS構成をアクティブな設定にします。アクティブなQoS構成にした後、
qos-class、qos-map、およびqos-classifierコマンドを使用して、その構成
を指定します。 

構文 set qos <Type> 

パラメーター  

Type（必須） QoS構成タイプ。有効な値は、Passthrough、CustomWithFCoE、およびCustomNoFCoE
です。デフォルト値は、Passthroughです。タイプがPassthroughの場合、QoSは有効
になりません。DOT1P優先度、DSCP、およびその他のマークはVCを通過しますが、
Ethernetトラフィックのトラフィック分類または帯域幅管理には使用されません。
DOT1P優先度3はFCoEパケット用に確保されているため、FCoE以外で優先度3のパ
ケットは優先度0に変更されます。 
タイプがCustomWithFCoEまたはCustomNoFCoEの場合、このコマンドはアクティ
ブなQoS構成を指定されたとおりに変更します。CustomWithFCoEの場合、4つの事
前定義されたクラス、4つのユーザークラスの合計8つのトラフィッククラスが構成
されます。事前定義されたクラスは、Best_Effort、Medium、Real_Time、および
FCoE_Losslessで、これらはデフォルトで有効になっています。Best_Effortおよび
FCoE_Losslessの両クラスはシステムクラスであり、無効にすることはできません。 
CustomNoFCoEの場合、3つの事前定義されたクラス、5つのユーザークラスの合計8つ
のトラフィッククラスが構成されます。事前定義されたクラスは、Best_Effort、Medium、
およびReal_Timeで、これらはデフォルトで有効になっています。Best_Effortクラスを
無効にすることはできません。CustomNoFCoEの場合、FCoE_Losslessクラスは含ま
れていません。FCoEファブリック、FCoEネットワーク、またはFCoE接続を含むプロ
ファイルが存在する場合、CustomNoFCoE構成に変更することはできません。 

例  

 ->set qos Passthrough 
QoSを無効にします。 

 ->set qos CustomWithFcoe 
FCoEを使用してカスタマイズされるようQoS構成を変更します。 

 ->set qos CustomNoFCoE 
FCoEを使用せずにカスタマイズされるようQoS構成を変更します。 

 
 

項目 説明 

show qos サービス品質（QoS）構成を表示します。 

構文 show qos [<Type> | * | -active] 

パラメーター  

Type（オプション） QoS構成タイプ。有効な値は、Passthrough、CustomWithFCoE、およびCustomNoFCoE
です。パラメーターを指定しない場合、すべての構成タイプの簡単なリストが表示さ
れます。Typeを指定する場合は、指定したQoS構成の詳細情報が表示されます。これ
にはタイプ、トラフィッククラス、トラフィック分類子、およびトラフィック分類マッ
プが含まれ、必要に応じて表示されます。「*」を指定すると、すべてのQoS構成の詳
細情報が表示されます。 

オプション  

Active（オプション） アクティブなQoS構成の詳細情報を表示します。アクティブなQoS構成とは、set 
qosコマンドを使用して選択した構成です。 

例  

 ->show qos 
すべてのQoS構成タイプの簡単なリストを表示します。 

 ->show qos CustomWithFCoE 
指定したQoS構成の詳細情報を表示します。 
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項目 説明 

 ->show qos -active 
アクティブなQoS構成の詳細情報を表示します。 

 ->show qos * 
すべてのQoS構成の詳細情報を表示します。 

 
 

radius-group 
Virtual Connect RADIUSグループを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add radius-group RADIUSグループを追加します。 

構文 add radius-group <GroupName> [Description=<string>] 
[Roles=<roles>] 

パラメーター  

GroupName（必須） 追加するRADIUSグループの名前。名前には、英数字、ハイフン（-）、アンダース
コア（_）、およびピリオド（.）を含めることができます。名前の最大文字数は、
255文字です。 

プロパティ  

Description（オプション） 追加する新しいグループの情報を示す説明。説明には、英数字、ダッシュ（-）、
アンダースコア（_）、またはピリオド（.）、バックスラッシュ（¥）および一重引
用符（'）など、0～20個の文字を含めることができます。 

Roles（オプション） グループの1つまたは複数の権限セット。有効な値は、domain、server、network、
storageの任意の組み合わせです。値が複数ある場合は、コンマで区切ります。権
限を指定しない場合は、グループには権限がなく、情報を表示することだけがで
きます。「*」を指定すると、すべての権限を適用することを表します。 

例  

 ->add radius-group MyNewGroup Description="Test Group" 
Roles=domain,server 
新しいRADIUSグループを追加します。 

 
 

項目 説明 

remove radius-group 既存のRADIUSグループを削除します。 

構文 remove radius-group <GroupName|*> 

パラメーター  

GroupName（必須） 削除する既存のRADIUSグループの名前。「*」を使用すると、すべてのRADIUSグ
ループが削除されます。 

例  

 ->remove radius-group MyGroup 
指定したRADIUSグループを削除します。 

 ->remove radius-group * 
すべてのRADIUSグループを削除します。 

 
 

項目 説明 

set radius-group 既存のRADIUSグループのプロパティを変更します。 

構文 set radius-group <GroupName> [Description=<description>] 
[Roles=<roles>] 

パラメーター  

GroupName（必須） 変更対象の既存のグループ名 
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項目 説明 

プロパティ  

Description（オプション） グループのわかりやすい説明 

Roles（オプション） グループの1つまたは複数の権限セット。有効な値は、domain、server、network、
storageの任意の組み合わせです。値が複数ある場合は、コンマで区切ります。 

例  

 ->set radius-group MyGroup Description="Test Group" 
Roles=domain,server,network 
RADIUSグループの説明と権限を変更します。 

 
 

項目 説明 

show radius-group 既存のRADIUSグループを表示します。 

構文 show radius-group [<GroupName>|*] 

パラメーター  

GroupName（オプション） ドメイン内の既存のRADIUSグループの名前。「*」を使用すると、すべてのRADIUS
グループの詳細情報が表示されます。値を指定しない場合、すべてのグループの
サマリーを表示します。 

例  

 ->show radius-group 
すべてのRADIUSグループのサマリーを表示します。 

 ->show radius-group MyGroup 
指定したRADIUSグループの詳細情報を表示します。 

 ->show radius-group * 
すべてのRADIUSグループの詳細情報を表示します。 

 
 

radius 
RADIUS認証設定を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set radius Virtual Connect RADIUS認証設定に変更を加えテストします。 

構文 set radius [-test] [Enabled=<true|false>] [ServerAddress=<IP 
Address|DNS Name>] [Port=<portNum>] [ServerKey=<key>] 
[Timeout=<timeout>] [SecondaryServerAddress=<IP Address|DNS 
Name>] [SecondaryPort=<portNum>] [SecondaryServerKey=<key>] 
[SecondaryTimeout=<timeout>] 

オプション  

Test（オプション） 変更内容を適用せずにRADIUS構成をテストします。 

プロパティ  

Enabled（オプション） RADIUS認証を有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。 

ServerAddress 
（オプション） 

認証に使用するプライマリRADIUSサーバーのIPアドレスまたはDNS名 

Port（オプション） サーバーのUDPポート番号。有効な値は1～65535の有効なポート番号です。デ
フォルトポートは1812です。 

ServerKey（オプション） プライマリRADIUSサーバーと交換するユーザーの詳細情報の暗号化に使用する
プレーンテキストの文字列。文字列は、このVC用に構成されたプライマリサー
バー上のサーバーキーと一致する必要があります。サーバーキーが空白またはnull
の場合、RADIUS認証は機能しません。 
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項目 説明 

Timeout（オプション） 要求がタイムアウトするまでにVCMが待機する秒単位の時間。プライマリサー
バーがタイムアウトし、セカンダリサーバーが構成されている場合、VCMはセカ
ンダリサーバー上で要求を実行します。セカンダリサーバーがタイムアウトする
と、要求は失敗します。有効な値の範囲は、1～600秒です。デフォルトのタイム
アウトは、10秒です。 

SecondaryServer 
Address（オプション） 

認証に使用するセカンダリRADIUSサーバーのIPアドレスまたはホスト名 

SecondaryPort 
（オプション） 

RADIUS通信に使用するUDPポート。有効な値は1～65535の有効なポート番号で
す。デフォルトのUDPポート番号は1812です。 

SecondaryServerKey 
（オプション） 

セカンダリRADIUSサーバーと交換するユーザーの詳細情報の暗号化に使用する
プレーンテキストの文字列。文字列は、このVC用に構成されたセカンダリサー
バー上のサーバーキーと一致する必要があります。共有キーが空白またはnullの場
合、RADIUS認証は機能しません。 

SecondaryTimeout 
（オプション） 

セカンダリサーバーとのRADIUS通信に使用する秒単位のタイムアウト値 

例  

 ->set radius -test Enabled=true ServerAddress=192.168.0.27 
->set radius -test Enabled=true ServerAddress=2001::70 
変更内容を適用せずにRADIUS構成の変更をテストします。 

 ->set radius Enabled=true ServerAddress=192.168.0.124 
ServerKey=test123 SecondaryServerAddress=radserver.hp.com 
SecondaryServerKey=test456 
->set radius Enabled=true ServerAddress=2001::40 
ServerKey=test123 SecondaryServerAddress=radserver.hp.com 
SecondaryServerKey=test456 
ユーザーに対してRADIUS認証を有効にします。 

 
 

項目 説明 

show radius Virtual Connect RADIUS認証設定を表示します。 

構文 show radius 

例  

 ->show radius 
RADIUS情報を表示します。 

 
 

role 
役割ベースのユーザー認証を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set role VC役割の認証順または許可される操作を構成します。 

構文 set role <RoleName> Order=<order> Operations=<operations> 

パラメーター  

RoleName（必須） 既存の認証順に対するVC権限/役割を設定します。有効な値は、domain、network、
server、およびstorageです。 

プロパティ  

Order（オプション） 特定の役割に設定する認証順で、1つまたは複数の認証方法をコンマで区切って指
定します。フォーマットは<method1,method2,method3>です。有効な値は、ldap、
radius、tacacs、およびlocalです。 



 

コマンドライン 98 

項目 説明 

Operations（オプション） 特定の役割に設定する操作権限で、1つまたは複数の役割の操作をコンマで区切っ
て指定します。有効な値は、FirmwareUpdate、SaveConfig、RestoreConfig、
SupportFiles、PortMonitoring、Default（工場出荷時のデフォルト）、*（すべて）、
および値なしです。 
FirmwareUpdateを有効にする場合は、VCSUファームウェア更新が適切に動作す
るように、SaveConfigとSupportFilesも有効にする必要があります。 

例  

 ->set role network Order=tacacs,radius 
network権限の順番をTACACS+、次にRADIUSとなるよう設定します。 

 ->set role server Order=ldap,radius,tacacs 
server権限の順番をLDAP、以降RADIUS、TACACS+となるよう設定します。 

 ->set role network operations=SupportFiles,PortMonitoring 
ネットワークの役割の操作権限を、SupportFilesおよびPortMonitoringに設定します。 

 ->set role server operations=* 
サーバーの役割の操作権限を、有効になっているすべての操作に設定します。 

 ->set role server operations= 
ストレージの役割の操作権限を、無効になっているすべての操作に設定します。 

 ->set role domain operations=Default 
ドメインの役割の操作権限を、工場出荷時のデフォルト設定にします。 

 
 

項目 説明 

show role VC役割の現在の認証順および操作権限を表示します。 

構文 show role [<RoleName>|*] 

パラメーター  

RoleName（オプション） 既存の認証順に対するVC役割の名前を表示します。有効な値は、domain、server、
network、およびstorageです。「*」を使用すると、すべてのユーザーの役割の詳細
情報が表示されます。指定しなかった場合は、すべての役割のサマリーが表示さ
れます。 

例  

 ->show role 
すべてのユーザーの役割の認証順のサマリーを表示します。 

 ->show role domain 
ドメインユーザーの役割の認証順を表示します。 

 ->show role * 
すべてのユーザーの役割の認証順を表示します。 

 
 

server-port-map-range 
共有サーバーダウンリンクポートマッピング構成の範囲を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove 
 

項目 説明 

add server-port- 
map-range 

新しいサーバーポートネットワークマッピング範囲を追加し、複数のVC Ethernet
ネットワーク間でサーバーポートを共有可能にします。 

構文 add server-port-map-range <ConnectionId> UplinkSet=<Uplink Set 
Name> VLANIDs=<VLAN ID Range List> [MatchUplinkSet=<true|false>] 

パラメーター  

ConnectionId（必須） プロファイルおよびサーバーポートに関連付けられている既存のEthernet接続のID。
ConnectionIDのフォーマットは、<ProfileName:PortNumber>です。 
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項目 説明 

プロパティ  

Uplinkset（必須） サーバーポートマッピングと一緒に使用する共有アップリンクセットの名前。 

VLANIDs（必須） マッピングに使用するVLAN ID。フォーマットはVLAN範囲のコンマ区切りリスト
で、範囲には単一のVLAN ID、またはVLAN IDの範囲を決定するハイフンで区切られ
たVLAN IDのペアのいずれかを指定します。有効なVLAN IDの値は、1～4094です。 

MatchUplinkSet 
（オプション） 

マッピングに使用するVLANが、指定したアップリンクセットで指定されている
VLAN IDと一致する必要がある場合に使用します。falseに設定すると、コマンドは、
プロファイル接続に関連付けられたアップリンクセット属性を設定しません（ただ
し、アップリンクセットからアップリンクセットVLAN IDを使用します）。指定した
プロファイル接続のサーバーポートマップエントリーがすでにある場合は、指定さ
れた関連付けられたアップリンクセット属性にアップリンクセットが一致するか、
そのアップリンクセット属性をポートマップエントリーに含めないようにする必要
があります。この属性のデフォルト値は、falseです。 

例  

 ->add server-port-map-range MyProfile:1 UplinkSet=MyUplinkSet1 
VLanIds=101-124,214 
複数のネットワークをserver-port-mapに追加します。 

 ->add server-port-map-range MyProfile:2 UplinkSet=MyUplinkSet2 
VLanIds=1-20 MatchUplinkSet=true 
複数のネットワークをserver-port-mapに追加し、VLANをアップリンクセットにロッ
クします。 

 
 

項目 説明 

remove server-port- 
map-range 

1つまたは複数のサーバーポートネットワークマッピングを削除します。 

構文 remove server-port-map-range <ConnectionId> VLANIds=<VLAN ID 
Range List> 

パラメーター  

ConnectionId（必須） プロファイルおよびサーバーポートに関連付けられている既存のEthernet接続のID。
接続IDのフォーマットは、<ProfileName:PortNumber>です。 

VLANIDs（必須） マッピングから削除されるVLAN IDのリスト。フォーマットはVLAN範囲のコンマ区
切りリストで、範囲には単一のVLAN ID、またはVLAN IDの範囲を決定するハイフン
で区切られたVLAN IDのペアのいずれかを指定します。有効なVLAN IDの値は、1～
4094です。 

例  

 ->remove server-port-map-range MyProfile:1 VLanIds=151-170,215 
複数のサーバーポートネットワークマッピングを削除します。 

 
 

server-port-map 
共有サーバーダウンリンクポートマッピング構成を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add server-port-map 新しいサーバーポートネットワークマッピングを追加し、複数のVC Ethernetネット
ワーク間でサーバーポートを共有可能にします。 

構文 add server-port-map <ConnectionId> <Network Name> 
[Uplinkset=<Uplink Set Name>] [VLanID=<VLan ID>] 
[Untagged=<true|false>] 

パラメーター  

ConnectionID（必須） プロファイルおよびサーバーポートに関連付けられている既存のEthernet接続のID。
ConnectionIDのフォーマットは、<ProfileName:PortNumber>です。 
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項目 説明 

Network（必須） マッピングの追加先となる有効なネットワークの名前。ネットワークはプロファイ
ル接続ごとに1回ずつ構成できます。各プロファイル接続は、レガシVLANモードで
は最大28のネットワーク、拡張VLANモードでは最大162のネットワークに対して構
成できます。 

プロパティ  

UplinkSet（オプション） サーバーポートマッピングと一緒に使用する共有アップリンクセットの名前。ドメ
イン設定値のSharedServerVLanIdがtrueに設定されている場合、Uplinksetの値は必
須です。 

VLanID（オプション） マッピングに使用するVLAN ID。有効な値は、1～4094です。アップリンクセット名
が指定されている場合、VLanIDプロパティは指定しないでください。指定すると、
サーバーVLAN IDが、ネットワークを共有アップリンクセットに追加したときに使
用したVLAN IDと強制的に同じになってしまうからです。 

Untagged（オプション） ネットワークのタグなしパケットの処理を有効または無効にします。1つのEthernet
ネットワーク接続では1つのネットワークだけが、タグなしパケットを処理できます。
デフォルト値は、falseです。共有アップリンクセットが使用されている場合、タグな
しネットワークはネイティブネットワーク（存在する場合）と同じですが、その他の
ネットワークを、タグなしパケットを処理するように構成することもできます。 

例  

 ->add server-port-map MyProfile:1 Network1 VLanID=100 
新しいサーバーポートを専用ネットワークマッピングに追加します。 

 ->add server-port-map MyProfile:2 RedNetwork 
Uplinkset=MyUplinkSet1 
新しいサーバーポートを共有ネットワークマッピングに追加します。 

 ->add server-port-map MyProfile:3 GreenNetwork 
Uplinkset=MyUplinkset1 UnTagged=true 
新しいサーバーポートを共有ネットワークマッピングに追加し、タグなしパケット
の処理を有効にします。 

 
 

項目 説明 

remove 
server-port-map 

サーバーポートネットワークマッピングを削除します。 

構文 remove server-port-map <ConnectionID | *> [<Network Name>] 

パラメーター  

ConnectionID（必須） プロファイルおよびサーバーポートに関連付けられている既存のEthernet接続のID。
ConnectionIDのフォーマットは、<ProfileName:PortNumber>です。「*」を使用
すると、ドメインからすべてのserver-port-map構成が削除されます。 

Network（オプション） マッピングが存在するEthernetネットワークの名前 

例  

 ->remove server-port-map MyProfile:1 RedNetwork 
サーバーポートネットワークマッピングを削除します。 

 ->remove server-port-map MyProfile:1 * 
プロファイルからすべてのサーバーポートネットワークマッピングを削除します。 

 ->remove server-port-map * 
ドメイン内のすべてのサーバーポートマッピングを削除します。 

 
 

項目 説明 

set server-port-map 既存のサーバーポートネットワークマッピングを変更します。ネットワークが共有
アップリンクセットに関連付けられている場合、このコマンドは使用できません。 

構文 set server-port-map <ConnectionID> <Network Name> 
[VLanID=<VLanID>] [UnTagged=<true|false>] 

パラメーター  

ConnectionID（必須） プロファイルおよびサーバーポートに関連付けられている既存のEthernet接続のID。
ConnectionIDのフォーマットは、<ProfileName:PortNumber>です。 
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項目 説明 

Network（必須） マッピングが存在する有効なEthernetネットワークの名前 

プロパティ  

VLanID（オプション） サーバーポートネットワークマッピングに使用する新しいVLAN ID。有効な値は、 
1～4094です。 

Untagged（オプション） ネットワークのタグなしパケットの処理を有効または無効にします。1つのEthernet
ネットワーク接続では1つのネットワークだけが、タグなしパケットを処理できま
す。デフォルト値は、falseです。共有アップリンクセットが使用されている場合、
タグなしネットワークはネイティブネットワーク（存在する場合）と同じですが、
任意のネットワークを、タグなしパケットを処理するように構成することもできま
す。ネットワークのタグなしオプションをtrueからfalseに変更し、グローバルオプ
ションのSharedServerVLanIdがfalseに設定されている場合、VLAN IDを指定する必
要があります。 

例  

 ->set server-port-map MyProfile:1 Network1 VLanId=100 
既存のサーバーポートネットワークマッピングのVLAN IDを変更します。 

 ->set server-port-map MyProfile:1 Network1 Untagged=true 
既存のサーバーポートネットワークマッピングを、タグなしパケットを処理するよ
うに変更します。 

 
 

項目 説明 

show server-port-map サーバーポートネットワークマッピングを表示します。 

構文 show server-port-map [<ConnectionID> | *] 

パラメーター  

ConnectionID 
（オプション） 

プロファイルおよびサーバーポートに関連付けられている既存のEthernet接続のID。
ConnectionIDのフォーマットは、<ProfileName:PortNumber>です。 

例  

 ->show server-port-map 
すべてのサーバーポートマッピングのサマリーを表示します。 

 ->show server-port-map MyProfile:1 
プロファイルのサーバーポートマッピングを表示します。 

 ->show server-port-map * 
すべてのサーバーポートマッピングの詳細表示出力を表示します。 

 
 

server-port 
物理サーバーポートを表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show server-port 物理サーバーのポート情報を表示します。ポートがリンクされず接続がない場合は、
原因が表示されます。考えられる原因について詳しくは、「ポートステータスの条件」
（191ページ）を参照してください。 

構文 show server-port [<PortID>|*] [FilterBy] 

パラメーター  

PortID（オプション） ポートマッピングIDの参照。PortIDのフォーマットは<エンクロージャーID:I/Oベ
イ:ポート>です。PortIDは、サマリーのID欄から参照できます。詳細表示には、サー
バーポートに関連付けられている可能性のあるすべてのFlexNICが示されます。 

FilterBy（オプション） 指定の属性で出力をフィルタリングします。フォーマット「<columnID>=<value>」
を使用します。 
有効なcolumnIDは次のとおりです。 
• Port 
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項目 説明 
• Server 
• I/O Bay 
• Port Mapping 
• Adapter Type 
• ID 
• Profile 

例  

 ->show server-port 
すべての物理サーバーポートのサマリーを表示します。 

 ->show server-port * 
すべての物理サーバーポートの詳細情報を表示します。 

 ->show server-port enc0:3:d2 
指定したサーバーポートの詳細情報を表示します。 

 ->show server-port enc0:1:d4 
Device Control Channelの詳細情報を表示します。 

 ->show server-port "Port=2" 
すべてのサーバーポート2の接続の情報を表示します。 

 ->show server-port * "Port=2" 
すべてのサーバーポート2の接続の詳細情報を表示します。 

 ->show server-port "Server=enc0:12" 
Enc0、IOBay12に接続されたすべてのサーバーポートの情報を表示します 

 
 

server 
サーバーブレードを管理します。 

サポートされるアクション：help、poweroff、poweron、reboot、show 
 

項目 説明 

poweroff server 1台または複数のサーバーの電源を切ります。 

構文 poweroff server <ServerID|*> [-Force|-ForceOnTimeout] 
[-timeout=<タイムアウト値>] 

パラメーター  

ServerID（必須） ドメイン内の物理サーバーのID。サーバーIDのフォーマットは、<EnclosureID:
DeviceBay>です。エンクロージャーIDを指定しない場合は、デフォルトでローカ
ルエンクロージャーが使用されます。「*」を使用すると、ドメイン内のすべてのサー
バーの電源が切られます。マルチブレードサーバーの場合、ServerIDにはモナーク
ベイのIDを指定する必要があります。これは、show serverコマンドで表示される
IDです。 

オプション  

Force オペレーティングシステムが正しい手順でシャットダウンするのを待たずに強制的
に電源切断操作を実行します。このオプションを使用するとサーバー上のデータが
消失する可能性があるため、最後の手段として使用してください。 

ForceOnTimeout 正しい手順でのシャットダウンを試みますが、サーバーがタイムアウト期間（デフォ
ルトでは60秒）内にシャットダウンしない場合は、サーバーの電源を強制的に切り
ます。 

Timeout 操作が完了するのを待つ時間を意味するタイムアウト期間（秒単位）を指定します
（サーバー単位）。デフォルトのタイムアウトは、60秒です。 

例  

 ->poweroff server enc0:2 
ローカルエンクロージャーのデバイスベイ2のサーバーの電源を切ります。 

 ->poweroff server enc0:2 -Force 
ローカルエンクロージャーのデバイスベイ2のサーバーの電源を強制的に切ります。 
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項目 説明 

 ->poweroff server * 
ドメイン内のすべてのサーバーの電源を切ります。 

 ->poweroff server enc0:* 
ローカルエンクロージャー内のすべてのサーバーの電源を切ります。 

 ->poweroff server enc0:2 -ForceOnTimeout 
正しい手順でのシャットダウンを試みますが、タイムアウト期間の終了時に強制的
にシャットダウンします。 

 ->poweroff server * -Timeout=180 
すべてのサーバーの電源を切り、タイムアウトを3分に設定します。 

 ->poweroff server enc0:1 
ローカルエンクロージャーのベイ1～4のマルチブレードサーバーの電源を切ります。 

 
 

項目 説明 

poweron server 1台または複数のサーバーの電源を入れます。 

構文 poweron server <ServerID|*> [-Timeout=<タイムアウト値>] 

パラメーター  

ServerID（必須） ドメイン内のサーバーのID。サーバーIDのフォーマットは、<EnclosureID:
DeviceBay>です。エンクロージャーIDを指定しない場合は、デフォルトでローカ
ルエンクロージャーが使用されます。「*」を使用すると、ドメイン内のすべてのサー
バーの電源が入れられます。マルチブレードサーバーの場合、ServerIDにはモナー
クベイのIDを指定する必要があります。これは、show serverコマンドで表示され
るIDです。 

オプション  

Timeout 操作が完了するのを待つ時間を意味するタイムアウト期間（秒単位）。デフォルトの
タイムアウトは、60秒です。 

例  

 ->poweron server 2 
ローカルエンクロージャーのベイ2のサーバーの電源を入れます。 

 ->poweron server * 
ドメイン内のすべてのサーバーの電源を入れます。 

 ->poweron server enc0:* 
ローカルエンクロージャー内のすべてのサーバーの電源を入れます。 

 ->poweron server * -Timeout=120 
ドメイン内のすべてのサーバーの電源を入れ、タイムアウトを2分に設定します。 

 ->poweron server enc0:1 
ローカルエンクロージャーのベイ1～4のマルチブレードサーバーの電源を入れます。 

 
 

項目 説明 

reboot server 1台または複数のサーバーを再起動します。 

構文 reboot server <ServerID|*> [-Force] [-ForceOnTimeout] [-timeout=<
タイムアウト値> 

パラメーター  

ServerID（必須） ドメイン内のサーバーのID。サーバーIDのフォーマットは、<EnclosureID:
DeviceBay>です。エンクロージャーIDを指定しない場合は、デフォルトでローカ
ルエンクロージャーが使用されます。「*」を使用すると、ドメイン内のすべてのサー
バーが再起動されます。マルチブレードサーバーの場合、ServerIDにはモナークベ
イのIDを指定する必要があります。これは、show serverコマンドで表示されるID
です。 

オプション  

Force オペレーティングシステムが正しい手順でシャットダウンするのを待たずに強制的
に再起動します。このオプションを使用するとサーバー上のデータが消失する可能
性があるため、最後の手段として使用してください。 
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項目 説明 

ForceOnTimeout 正しい手順でのシャットダウンを試みますが、サーバーがタイムアウト期間（デフォ
ルトでは60秒）内にシャットダウンしない場合は、サーバーを強制的に再起動します。 

Timeout 操作が完了するのを待つ時間を意味するタイムアウト期間（秒単位）を指定します
（サーバー単位）。デフォルトのタイムアウトは、120秒です。 

例  
 ->reboot server 2 

ローカルエンクロージャーのデバイスベイ2のサーバーを再起動します。 
 ->reboot server enc0:2 -Force 

ローカルエンクロージャーのデバイスベイ2のサーバーを強制的に再起動します。 
 ->reboot server * -ForceOnTimeout -Timeout=180 

正しい手順でのシャットダウンを試みますが、2分のタイムアウトが経過したら、す
べてのサーバーを強制的に再起動します。 

 ->reboot server * 
ドメイン内のすべてのサーバーを再起動します。 

 ->reboot server enc0:* 
ローカルエンクロージャー内のすべてのサーバーを再起動します。 

 ->reboot server enc0:1 
ローカルエンクロージャーのベイ1～4のマルチブレードサーバーを再起動します。 

 
 

項目 説明 

show server ドメイン内のすべてのサーバーを表示します。 

構文 show server <ServerID|*> 

パラメーター  

ServerID（オプション） ドメイン内のサーバーのID。サーバーIDのフォーマットは、<EnclosureID:Bay>
です。エンクロージャーIDを指定しない場合は、デフォルトでローカルエンクロー
ジャーが使用されます。マルチブレードサーバーの場合、ServerIDにはモナークベ
イのIDを指定する必要があります。これは、サマリーリストで表示されるIDです。 

例  

 ->show server 
すべてのサーバーのサマリーを表示します。 

 ->show server * 
すべてのサーバーの詳細情報を表示します。 

 ->show server enc1:* 
リモートエンクロージャー内のすべてのサーバーの詳細情報を表示します。 

 ->show server enc0:4 
ローカルエンクロージャーのデバイスベイ4のサーバーの詳細情報を表示します。 

 ->show server enc0:5 
ローカルエンクロージャーのベイ5～8に挿入されているマルチブレードサーバーの
詳細情報を表示します。 

 
 

serverid 
仮想サーバーID構成の設定値を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set serverid 仮想サーバーIDドメイン設定を変更します。次のシナリオのいずれかの場合にのみ、
シリアル番号属性を変更できます。 
• 仮想サーバーIDソースのタイプがFactory-Defaultである 
• 仮想サーバーIDソースのタイプがVC-DefinedまたはUser-Definedであるが、プロ

ファイルがこのソースからのサーバーIDを使用していない 
• 仮想サーバーIDソースのタイプがUser-Definedで、開始値を小さくするか、終了

値を大きくしてこの範囲が拡張されている 
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項目 説明 

構文 set serverid Type=Factory-Default 

 set serverid Type=VC-Defined [PoolID=<1～64>] 

 set serverid Type=User-Defined Start=VCX01nnnnn End=VCX01nnnnn 

プロパティ  

Type（必須） 仮想シリアル番号ソースのタイプ。サーバープロファイルを作成するとき、UUID値
はプールから割り当てられず、仮想シリアル番号がプールから割り当てられます。
さらに仮想UUIDがランダムに生成されます。有効な値は、Factory-Defined（デフォ
ルト）、VC-Defined、User-Definedです。 

PoolID（オプション） 使用するVC定義のプール。指定しない場合は、デフォルトプールIDの1が用いられ
ます。このプロパティは、シリアル番号タイプがVC-Definedの場合のみ有効です。 

Start（TypeがUser- 
Definedの場合に必須） 

ユーザー定義範囲の開始シリアル番号。このプロパティは、シリアル番号タイプが
User-Definedの場合のみ有効です。ユーザー定義のシリアル番号範囲は、パターン
VCX01で始める必要があります。 

End（TypeがUser-Defined
の場合に必須） 

ユーザー定義範囲の終了シリアル番号。このプロパティは、シリアル番号タイプが
User-Definedの場合のみ有効です。ユーザー定義のシリアル番号範囲は、パターン
VCX01で始める必要があります。 

例  

 ->set serverid Type=Factory-Default 
仮想サーバーID設定として工場出荷時のデフォルトのシリアル番号を使用するよう
に変更します。 

 ->set serverid Type=VC-Defined PoolId=5 
仮想サーバーID設定としてVC定義のシリアル番号を使用するように変更します。 

 ->set serverid Type=User-Defined Start=VCX0000001 End=VCX0100010 
仮想サーバーID設定として、カスタムのユーザー定義のシリアル番号範囲を使用す
るように変更します。 

 
 

項目 説明 

show serverid 仮想サーバーID構成プロパティを表示します。 

構文 show serverid 

例  

 ->show serverid 
仮想サーバーID構成プロパティを表示します。 

 
 

session 
セッションタイムアウト値を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set session セッションタイムアウト値を変更します。 

構文 set session Timeout=<Number of Minutes> 

プロパティ  

Timeout（必須） アイドルセッションの期限が切れるまでの分数で、10～1440の範囲で指定します。
セッションのタイムアウトを無効にするには0を使用します（ユーザーセッションは
期限切れになりません）。デフォルト値は15分です。セッションタイムアウト値を短
くすると、現在アクティブでないセッションを削除できます。 

例  

 ->set session Timeout=20 
アイドルユーザーのセッションを、20分間非アクティブ状態が続くと期限切れにな
るように設定します。 
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項目 説明 

 ->set session Timeout=0 
セッションのタイムアウトを無効にします（ユーザーセッションは期限切れになり
ません）。 

 
 

項目 説明 

show session セッションのプロパティを表示します。 

構文 show session timeout 

オプション  

Timeout（必須） セッションタイムアウト値を表示します。 

例  

 ->show session timeout 
現在のセッションタイムアウト値を表示します。 

 
 

sflow 
sFlowで既存のVC Ethernetネットワークを構成します。 

サポートされるアクション：set、help、show 
 

項目 説明 

set sflow sFlowの既存の共有または非共有のネットワークを関連付けます。空の文字列を
渡すことによってsFlowのネットワーク割り当てを解除します。 

構文 set sflow Network=<Network name> 

プロパティ  

ネットワーク sFlowデータグラムトラフィックをsFlowレシーバーに送信するときに経由する
既存のVC Ethernetネットワークの名前を指定します。 

例  

 ->set sflow network=Network1 
sFlow構成に既存のネットワークを関連付けます。 

 ->set sflow network= 
sFlow構成からネットワークの関連付けを解除します。 

 
 

項目 説明 

show sflow sFlowネットワーク構成とステータスが表示されます。 

構文 show sflow 

例  

 ->show sflow 
sFlowネットワーク構成とステータスが表示されます。 

 
 

sflow-module 
sflow用に作成されたネットワークインターフェイス設定を構成します。 

サポートされるアクション：help、reset、set、show 
 

項目 説明 

reset sflow-module sflowモジュールをリセットします。 

構文 reset sflow-module <ModuleID|*> 

パラメーター  

ModuleID（必須） そのネットワークインターフェイスがリセットされているインターコネクトモ
ジュールを指定します。フォーマットは<EnclosureId>:<BayNumber>です。 
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項目 説明 
モジュールのポートがレシーバーのいずれかによってサンプリングまたはポー
リングされている場合、モジュールのネットワーク構成はリセットできません。 

例  

 ->reset sflow-module enc0:1 
enc0:1のモジュールのネットワークインターフェイス構成をリセットします。 

 ->reset sflow-module * 
関連付けられたsflowのすべてのモジュールでモジュールのネットワークイン
ターフェイス構成をリセットします。 

 
    

項目 説明 

set sflow-module sflowモジュールを変更します。 

構文 set sflow-module <ModuleID> 
DHCP=<Enabled/Disabled>[IpAddress=<IPAddress> 
SubnetMask=<mask>[Gateway=<Gateway>]] 

パラメーター  

ModuleID（必須） そのネットワークインターフェイスが構成されているインターコネクトモ
ジュールを指定します。フォーマットは<EnclosureId>:<BayNumber>です。 

プロパティ  

DHCP（必須） sflow用に作成されたネットワークインターフェイスがDHCPを介して、またはユー
ザーが静的IP設定値を指定することによって構成されているかを指定します。 

IpAddress（オプション） sflowネットワーク構成用に作成されたネットワークインターフェイスに使用す
る有効なIPアドレスを指定します。このプロパティは、DHCPが無効な場合に必
須です。 

SubnetMask（オプション） sflowネットワーク構成用に作成されたネットワークインターフェイスの有効な
サブネットマスクを指定します。このプロパティは、DHCPが無効な場合に必須
です。 

ゲートウェイ（オプション） sflow用に作成されたネットワークインターフェイスの有効なゲートウェイアド
レスを指定します。このプロパティは、DHCPが無効な場合に指定します。 
DHCPが無効な場合、ユーザーは各モジュールの一意のIPアドレスを指定する必
要があります。 

例  

 ->set sflow-module enc0:1 DHCP=Enabled 
enc0:1モジュールでDHCPを有効にします。 

 ->set sflow-module enc0:1 DHCP=Disabled IpAddress=10.10.1.11 
SubnetMask=255.255.252.0 Gateway=10.10.10.1 
enc0:1で静的IP設定値を構成します。 

 
 

項目 説明 

show sflow-module sflowモジュールが表示されます。 

構文 show sflow-module [<ModuleID|*> 

パラメーター  

ModuleID（オプション） そのネットワークインターフェイスが表示されているインターコネクトモ
ジュールを指定します。フォーマットは<EnclosureId>:<BayNumber>です。 

例  

 ->show sflow-module 
sflowのすべてのモジュールを表示します。 

 ->show sflow-module enc0:1 
指定されたsflowモジュールを表示します。 
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sflow-ports 
レシーバーのサンプリングまたはポーリング対象のポートを構成します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add sflow-ports レシーバーのサンプリングまたはポーリング対象のポートを追加します。 

構文 add sflow-ports <ReceiverName>[SamplePorts=<PortID 
list>[SamplingRates=<SamplingRate 
list>][Direction=<Ingress|Egress|Both>]][PollPorts=<PortID 
list> [PollingIntervals=<PollingInterval list>]] 

パラメーター  

ReceiverName（必須） レシーバーの一意の名前を指定します。有効なレシーバーの名前は、最小1文字、
最大64文字です。英数字、-（ハイフン）、および_（アンダースコア）のみを使
用できます。空白を含めることはできません。 

プロパティ  

SamplePorts（オプション） フローのサンプルのためにサンプリングされるenetモジュールのポートのリス
トを指定します。ポートは、カンマ区切りリストとして指定され、各ポートの
フォーマットは、 
<EnclosureID>:<InterconnectBay>[:<PortNumber1[-PortNumberN]>]です。 

SamplingRates（オプション） ポート上でパケットの統計のサンプリング速度を指定します。各サンプリング速
度はSamplePortsリストに対応するポートを持ちます。有効なサンプリング速度
は、256～16777216の整数にできます。デフォルト値は4096です。 

Direction（オプション） サンプリング対象のポート上のネットワークトラフィックの方向を指定します。
有効な値は、Ingress、Egress、またはBothです。デフォルト値は、Bothです。 

PollPorts（オプション） カウンターのサンプルのためにポーリングされるenetモジュールのポートのリスト
を指定します。ポートは、カンマ区切りリストとして指定され、各ポートのフォーマッ
トは、<EnclosureID>:<InterconnectBay>[:<PortNumber1[-PortNumberN]>]です。 

PollingIntervals 
（オプション） 

これらのポートに関連付けられているカウンターの一連のサンプル間の最大秒
数であるポーリング間隔を指定します。ポーリング間隔のリストの各値は、
PollPortsリストに対応するポートを持ちます。有効なポーリング間隔の範囲は1
～65535秒です。デフォルト値は10秒です。remove sflow-portsコマンドを
使用してポートのポーリングを無効にします。 
サンプリングまたはポーリング対象のモジュールのポートをレシーバーに追加
する前に、set sflow-moduleコマンドを使用して、モジュールのネットワー
クを構成します。 

例  

 ->add sflow-ports Alpha 
SamplePorts=enc0:1:d1,enc0:2,enc0:1:d3-d10 
Samplingrates=256,1024,2048 
Direction=IngressPollPorts=enc0:1:d2,enc0:1:d3,enc0:1:d4 
PollingIntervals=10,1,5 
サンプルとポーリングのポートを追加します。 

 
    

項目 説明 

remove sflow-ports sflowレシーバーからポートを削除します。 

構文 remove sflow-ports <ReceiverName> [[SamplePorts=<PortID 
list|*>][PollPorts=<PortID list|*>]] 

パラメーター  

ReceiverName（必須） ドメイン内の既存のsflowレシーバーの名前 
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項目 説明 

プロパティ  

SamplePorts（オプション） レシーバーから削除するサンプルのポートのリストを指定します。「*」はレ
シーバーからすべてのサンプルのポートを削除します。ポートは、カンマ区切
りリストとして指定され、各ポートのフォーマットは、<EnclosureID>:
<InterconnectBay>[:<PortNumber1[-PortNumberN]>]です。 
サンプルのポートのIDは、show sflow-portsコマンドの出力から参照できます。 

PollPorts（オプション） レシーバーから削除するポーリングポートのリストを指定します。「*」はレ
シーバーからすべてのポーリングポートを削除します。ポートは、カンマ区切
り リ ス ト と し て 指 定 さ れ 、 各 ポ ー ト の フ ォ ー マ ッ ト は 、
<EnclosureID>:<InterconnectBay>[:<PortNumber1[-PortNumberN]>]です。 
ポーリングポートのIDは、show sflow-portsコマンドの出力から参照できます。 

例  

 ->remove sflow-ports Alpha SamplePorts=enc0:1:d1,enc0:1:d3 
サンプルのポートを削除します。 

 ->remove sflow-ports Alpha PollPorts=enc0:1:d1,enc0:1:d 
ポーリングポートを削除します。 

 ->remove sflow-ports Alpha SamplePorts=* 
すべてのサンプルのポートを削除します。 

 ->remove sflow-ports Alpha PollPorts=* 
ポーリングのすべてのポートを削除します。 

 
 

項目 説明 

set sflow-ports レシーバーのサンプリングまたはポーリング対象のポートを変更します。 

構文 set sflow-ports <ReceiverName> [SamplePorts=<PortID 
list>[SamplingRates=<SamplingRate 
list>][Direction=<Ingress|Egress|Both>]][PollPorts=<PortID 
list>PollingIntervals=<PollingInterval list>] 

パラメーター  

ReceiverName（必須） ドメイン内の既存のsflowレシーバーの名前 

プロパティ  

SamplePorts（オプション） サンプリング速度を変更するVC enetモジュールのポートのリストを指定しま
す。ポートは、カンマ区切りリストとして指定され、各ポートのフォーマットは、
<EnclosureID>:<InterconnectBay>[:<PortNumber1[-PortNumberN]>]です。 
サンプルのポートのIDは、show sflow-portsコマンドの出力から参照できます。 

SamplingRates（オプション） ポート上でパケットの統計のサンプリング速度を指定します。各サンプリング速
度はSamplePortsリストに対応するポートを持ちます。有効なサンプリング速度
は、256～16777216の整数にできます。デフォルト値は4096です。 

Direction（オプション） サンプリング対象のポート上のネットワークトラフィックの方向を指定します。
有効な値は、Ingress、Egress、またはBothです。デフォルト値は、Bothです。 

PollPorts（オプション） ポーリング間隔を変更するVC enetモジュールポートのリストを指定します。
ポートは、カンマ区切りリストとして指定され、各ポートのフォーマットは、
<EnclosureID>:<InterconnectBay>[:<PortNumber1[-PortNumberN]>]です。 
ポーリングポートのIDは、show sflow-portsコマンドの出力から参照できます。 

PollingIntervals 
（オプション） 

これらのポートに関連付けられているカウンターの一連のサンプル間の最大秒数
であるポーリング間隔を指定します。ポーリング間隔のリストの各値は、PollPorts
リストに対応するポートを持ちます。有効なポーリング間隔の範囲は1～65535秒
です。デフォルト値は10秒です。remove sflow-portsコマンドを使用してポー
トのポーリングを無効にします。 
サンプリングまたはポーリング対象のモジュールのポートをレシーバーに追加
する前に、set sflow-moduleコマンドを使用して、モジュールのネットワー
クを構成します。 
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項目 説明 

例  

 ->set sflow-ports Alpha SamplePorts=enc0:1:d1 
Samplingrates=2048 Direction=Both PollPorts=enc0:1:d4 
PollingIntervals=10 
サンプルとポーリングのポートを変更します。 

 
 

項目 説明 

show sflow-ports レシーバーのサンプリングまたはポーリング対象のポートを表示します。 

構文 show sflow-ports [<ReceiverName|*>] 

パラメーター  

ReceiverName（オプション） ドメイン内の既存のsflowレシーバーの名前。レシーバー名を"*"に指定すると、
すべてのレシーバーのポートが表示されます。 

例  

 ->show sflow-ports 
sflowサンプルとポーリングのポートを表示します。 

 ->show sflow-ports Alpha 
Alpha sflowポートを表示します。 

 
 

sflow-receiver 
レシーバーを構成します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add sflow-receiver レシーバーを追加します。 

構文 add sflow-receiver <ReceiverName> IpAddress=<IPAddress>[Port= 
<1-65535>] [MaxHeaderSize=<128|256|512|1024>] 
[MaxDatagramSize=<256-1500>] 

パラメーター  

ReceiverName（必須） レシーバーの一意の名前を指定します。有効なレシーバーの名前は、最小1文字、
最大64文字です。英数字、-（ハイフン）、および_（アンダースコア）のみを使
用できます。空白を含めることはできません。 

プロパティ  

IpAddress（必須） sflowデータグラムの送信先のレシーバーのIPアドレスを指定します。 

Port（オプション） sflowデータグラムの送信先のレシーバーのUDPポート番号を指定します。有効
な範囲は1～65535です。デフォルト値は6343です。 

MaxHeaderSize（オプション） フローのサンプルを作成するためにサンプリングされたパケットからコピーさ
れる最大バイト数を指定します。有効な値は「128」、「256」、「512」および「1024」
です。デフォルト値は128です。 

MaxDatagramSize（オプショ
ン） 

単一のデータグラムで送信されるデータのバイトの最大数を指定します。有効な
範囲は256～1500です。デフォルト値は1400です。 
MaxDatagramSizeは、MaxHeaderSizeにsflowデータグラムの固定ヘッダーの
128バイトを加えた値と同じかそれより大きい必要があります。 

例  

 ->add sflow-receiver Alpha ipaddress=10.10.2.22 port=6343 
maxheadersize=256 maxdatagramsize=1400 
Alpha sflowレシーバーを追加します。 

 



 

コマンドライン 111 

    

項目 説明 

remove sflow-receiver レシーバーを削除します。 

構文 remove sflow-receiver <ReceiverName|*> 

パラメーター  

ReceiverName（必須） ドメイン内の既存のsflowレシーバーの名前。レシーバー名を"*"に指定すると、
すべてのレシーバーが削除されます。 

例  

 ->remove sflow-receiver Alpha 
Alpha sflowレシーバーを削除します。 

 ->remove sflow-receiver * 
すべてのsflowレシーバーを削除します。 

 
 

項目 説明 

set sflow-receiver レシーバーを変更します。 

構文 set sflow-receiver <ReceiverName|*> [IpAddress=<IPAddress 
>][Port= <1-65535>][MaxHeaderSize=<128|256|512|1024>] 
[MaxDatagramSize=<256-1500>][Enabled=<true|false>] 

パラメーター  

ReceiverName（必須） ドメイン内の既存のsflowレシーバーの名前 

プロパティ  

IpAddress（オプション） sflowデータグラムの送信先のレシーバーのIPアドレスを指定します。 

Port（オプション） sflowデータグラムの送信先のレシーバーのUDPポート番号を指定します。有効
な範囲は1～65535です。デフォルト値は6343です。 

MaxHeaderSize（オプション） フローのサンプルを作成するためにサンプリングされたパケットからコピーさ
れる最大バイト数を指定します。有効な値は「128」、「256」、「512」および「1024」
です。デフォルト値は128です。 

MaxDatagramSize 
（オプション） 

単一のデータグラムで送信されるデータのバイトの最大数を指定します。有効な
範囲は256～1500です。デフォルト値は1400です。 
MaxDatagramSizeは、MaxHeaderSizeにsflowデータグラムの固定ヘッダーの
128バイトを加えた値と同じかそれより大きい必要があります。 

Enabled（オプション） sFlowレシーバーを有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。
デフォルト値は、trueです。 

例  

 ->set sflow-receiver Alpha enabled=true 
Alpha sflowレシーバーを有効にします。 

 
 

項目 説明 

show sflow-receiver レシーバーの名前を表示します。 

構文 show sflow-receiver [<ReceiverName|*>] 

パラメーター  

ReceiverName（オプション） ドメイン内の既存のsflowレシーバーの名前。レシーバー名を"*"に指定すると、
すべてのレシーバーが表示されます。 

例  

 ->show sflow-receiver 
sflowレシーバーを表示します。 
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snmp 
VCドメインのSNMP設定を構成および表示します。 
  

 注：ドメインのFIPSモードが有効な場合は、SNMPv3がデフォルトのSNMPバージョンとして有効にな

ります。SNMPv1およびSNMPv2は無効になり、これらのバージョン用のトラップを追加することはで

きません。SNMPv3トラップまたはインフォームのセキュリティレベルはAUTHPRIVに設定する必要が

あります。 
  

SNMPトラップの構成または表示については、SNMP-trapコマンド（「snmp-trap」（114ページ））を参照してください。 

SNMPユーザーの構成または表示については、SNMP-userコマンド（「snmp-user」（117ページ））を参照してくだ

さい。 

サポートされるアクション：set、show、help 
 

項目 説明 

set snmp コミュニティ名、連絡先情報、またはバージョンを構成します。 

構文 set snmp <Type> [ReadCommunity=<ReadCommunityString>] 
[SystemContact=<SystemContact>] [Enabled=<true|false>] 
[EnableV1V2=<true|false>] [EnableV3=<true|false>] 
[SmisEnabled=<true|false>] 

パラメーター  

Type（必須） 変更するSNMP構成を示します。有効な値は、EnetおよびFCです。 

プロパティ  

ReadCommunity 
（オプション） 

SNMP構成の読み取り専用コミュニティ名。デフォルト値は[public]です。Typeが
Enetの場合、読み取りコミュニティ名の最大長は39文字です。TypeがFCの場合、
最大長は12文字です。 

SystemContact 
（オプション） 

SNMPシステムの連絡先情報。 

Enabled（オプション） SNMPエージェントを有効または無効にします。デフォルト値は、trueです。有効
な値は、trueおよびfalseです。 
このプロパティはEnableV1V2プロパティで上書きされます。 

EnableV1V2（オプション） VC EnetモジュールのSNMPv1およびSNMPv2を有効または無効にします。デフォ
ルト値は、trueです。有効な値は、trueおよびfalseです。 

EnableV3（オプション） VC Enetまたは8Gb/16Gb 24ポートFCモジュールのSNMPv3を有効または無効に
します。デフォルト値は、falseです。有効な値は、trueおよびfalseです。 
ドメインがFIPSモードの場合は、SNMPv1およびSNMPv2は無効になり、構成する
ことはできません。 

SmisEnabled 
（オプション） 

SMI-Sを有効または無効にします。このプロパティは、VC-FCモジュールの場合の
み有効です。デフォルト値は、falseです。有効な値は、trueおよびfalseです。 

例  

 ->set snmp enet ReadCommunity=mydatacenter1 
SystemContact=admin@datacenter1.com Enabled=true 
VC-EnetモジュールのSNMPエージェントを有効にし、コミュニティ名を指定します 

 ->set snmp fc ReadCommunity=mydatacenter SystemContact=FcAdmin 
Enabled=true 
VC-FCモジュールのSNMPエージェントを有効にします 

 ->set snmp enet EnableV1V2=false 
VC-EnetモジュールのSNMPv1およびSNMPv2を無効にします 

 ->set snmp fc EnableV1V2=false 
VC-FCモジュールのSNMPv1およびSNMPv2を無効にします 

 ->set snmp enet EnableV3=false 
VC-EnetモジュールのSNMPv3を無効にします 
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項目 説明 

show snmp VCドメインのSNMP構成を表示します。 

構文 show snmp [Type] 

パラメーター  

Type（オプション） 表示するSNMP構成のタイプを示します。タイプを指定しないと、すべてのVCの
SNMP構成情報が表示されます。有効な値は、EnetおよびFCです。 

例  

 ->show snmp Enet 
EnetのみのSNMP構成を表示します 

 ->show snmp FC 
VC-FCモジュールについてのみSNMP構成を表示します 

 ->show snmp 
すべてのモジュールのSNMP構成を表示します 

 
 

snmp-access 
SNMPアクセスを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、show 
 

項目 説明 

add snmp-access SNMPインターフェイスを通じてVC Ethernetモジュールにアクセスできる新しい
IPアドレス範囲を追加します。 

構文 add snmp-access Network=<IPアドレス/ネットマスクビット> 

パラメーター  

Network（必須） IP Address/Netmask BitsのフォーマットのネットワークIPアドレス。IPアド
レスは一意であり、IPサブネット範囲の開始アドレスでなければなりません。 

例  

 ->add snmp-access Network=192.168.0.0/24 
->add snmp-access Network=2001::1/64 
新しいIPアドレス範囲を追加します。 

 
 

項目 説明 

remove snmp-access SNMPインターフェイスを通じてVC Ethernetモジュールにアクセスできるように
構成されていたIPアドレス範囲を削除 します。 

構文 remove snmp-access Network=<IPアドレス> | * 

パラメーター  

Network（必須） 構成済みSNMPアクセスのネットワークIPアドレス 

例  

 ->remove snmp-access Network=192.168.0.0 
->remove snmp-access Network=2001::1 
IPアドレス範囲を削除します。 

 ->remove snmp-access * 
構成されているすべてのIPアドレス範囲を削除します。 

 
 

項目 説明 

show snmp-access SNMPインターフェイスを使用してVC Ethernetモジュールにアクセスできるよう
に構成されているIPアドレス範囲を表示します。 

構文 show snmp-access 
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項目 説明 

例  

 ->show snmp-access 
構成されているすべてのIPアドレス範囲を表示します。 

 
 

snmp-trap 
SNMPトラップ情報を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show、test 
 

項目 説明 

add snmp-trap 新しいSNMPトラップの送信先を追加します。 
最大5つのVC-Enetおよび5つのVC-FC SNMPトラップ送信先を構成できます。ト
ラップの送信先が重複しないようにしてください。トラップの送信先を重複して設
定すると、同じ送信先に同じトラップが送信されるか、またはトラップの送信先の
うちどちらかだけが構成されます。 

構文 add snmp-trap <Name> Address=<IPAddress|DNSname> 
[Port=<1-65535>][Community=<community name 
string>][Format=<SNMPv1|SNMPv2|SNMPv3>][Severity=<trap 
severity|All|None>][DomainCategories=<domain trap 
category|All|None>][EnetCategories=<enet trap 
category|All|None>][FcCategories=<fc trap 
category|All|None>][UserName=<SNMPv3 username>] 
[EngineId=<EngineId>][SecurityLevel=<NOAUTHNOPRIV|AUTHNOPRIV|A
UTHPRIV>][Inform=<true|false>] 

パラメーター  

Name（必須） 新しく追加するトラップの固有の名前 

プロパティ  

Address（必須） トラップ送信先のIPアドレスまたはDNS名 

Port（オプション） SNMPトラップを送信する送信先ポート。有効な値は、1～65535です。デフォルト
値は、ポート162です。 

Community（オプション） 指定したトラップのSNMPコミュニティ名。指定しない場合のデフォルト値は、
publicです。 
VC-Enetモジュールの場合、最大長は39です。VC-FCモジュールの場合、最大長は
24です。 
FormatプロパティがSNMPv3に設定されている場合、コミュニティ名は追加されま
せん。 

Format 新しいトラップのフォーマット。値は、SNMPv1、SNMPv2、またはSNMPv3です。
指定しない場合のデフォルトは、SNMPv1です。 

Severity 送信先に送るトラップの重大度。値は、Normal、Unknown、Info、Warning、Minor、
Major、Critical、All、およびNoneです。複数の重大度を、コンマで区切って指定で
きます。デフォルトの重大度は、Noneです。 

DomainCategories 送信先に送るVCドメイントラップのカテゴリ。値は、Legacy、DomainStatus、
NetworkStatus、FabricStatus、ProfileStatus、ServerStatus、EnetStatus、FcStatus、
All、およびNoneです。複数のカテゴリを、コンマで区切って指定できます。 

EnetCategories 送信先に送るVC Ethernetトラップのカテゴリ。値は、PortStatus、PortThreshold、
Other、All、およびNoneです。複数のカテゴリを、コンマで区切って指定できます。 

FcCategories 送信先に送るVCファイバーチャネルトラップのカテゴリ。値は、PortStatus、Other、
All、およびNoneです。複数のカテゴリを、コンマで区切って指定できます。 

UserName（オプション） トラップまたはインフォームの送信に使用する既存のSNMPv3ユーザーアカウント
の名前。FormatがSNMPv3の場合、このプロパティは必須です。 
FormatがSNMPv1またはSNMPv2の場合は、このプロパティを指定してはいけません。 

EngineID（オプション） リモートユーザーのengineID。エンジンIDは、プレフィックス「0x」と偶数桁（最大
64）の16進数で構成されます。指定しない場合、UserNameはローカルのSNMPv3ユー
ザーと見なされます。 
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項目 説明 
Inform=trueの場合は、このプロパティを指定する必要があります。Inform=falseまたは
FormatがSNMPv1またはSNMPv2の場合は、このプロパティを指定してはいけません。 

SecurityLevel 
（オプション） 

トラップ /インフォームの送信に使用するセキュリティレベル。デフォルトは
NOAUTHNOPRIVです。 
• NOAUTHNOPRIV—認証や暗号化なし 
• AUTHNOPRIV—認証あり、暗号化なし 
• AUTHPRIV—認証と暗号化 
ドメインがFIPSモードの場合、セキュリティレベルはAUTHPRIVに設定する必要が
あります。 
FormatがSNMPv1またはSNMPv2に設定されている場合、このプロパティは必要あ
りません。 

Inform（オプション） トラップがインフォームかどうかを示します。デフォルト値は、falseです。Format
がSNMPv1またはSNMPv2の場合は、このプロパティを指定してはいけません。 

例  

 ->add snmp-trap EnetManagementStation Address=192.112.34.10 
Community=private Format=SNMPv1 Severity=Normal,Critical 
EnetCategories=Other 
VC-Enetモジュールの新しいトラップ送信先を追加します。 

 ->add snmp-trap FcManagementStation Address=192.112.72.3 
Community=private Format=SNMPv1 FcCategories=Other 
VC-FCモジュールの新しいトラップ送信先を追加します。 

 ->add snmp-trap MyTrap Address=192.112.66.12 
標準的なデフォルト値を使用して新しいトラップを追加します。 

 ->add snmp-trap MyTrap Address=2001:05c0:9168::1 Severity=All 
EnetCategories=All 
IPv6アドレスを使用して新しいトラップ送信先を追加します。 

 ->add snmp-trap MyTrap Address=192.112.42.5 Severity=All 
FcCategories=All DomainCategories=All 
すべての重大度およびカテゴリプロパティを設定してトラップを追加します。重大
度はFCカテゴリが設定されていても指定できますが、重大度はドメインカテゴリに
適用されます。 

 ->add snmp-trap trap1 address=10.10.2.86 Format=SNMPv3 
Severity=All EnetCategories=All UserName=theta 
SecurityLevel=AUTHNOPRIV 
SNMPv3トラップを追加します。 

 ->add snmp-trap trap2 address=10.10.2.92 Format=SNMPv3 
Severity=All EnetCategories=All UserName=alpha 
EngineId=0x33d45ffeed3f SecurityLevel=AUTHPRIV Inform=true 
SNMPv3インフォームを追加します。 

 ->add snmp-trap trap3 address=10.10.2.86 Port=4040 Format=SNMPv3 
Severity=All EnetCategories=All UserName=theta 
SecurityLevel=AUTHNOPRIV 
デフォルト以外のポートでSNMPトラップを追加します。 

 
 

項目 説明 

remove snmp-trap 以前に構成したSNMPトラップあて先を削除します。 

構文 remove snmp-trap <Name | *> 

パラメーター  

Name（必須） 削除するトラップ送信先の名前。「*」を使用すると、すべてのトラップが削除されます。 

例  

 ->remove snmp-trap MyTrap1 
SNMPトラップの送信先を削除します。 

 ->remove snmp-trap * 
構成済みのすべてのSNMPトラップの送信先を削除します。 
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項目 説明 

set snmp-trap 既存のSNMPトラップの送信先を変更します。 

構文 set snmp-trap <TrapName> [Name=<trap destination 
name>][Address=<IPAddress|DNSname>] 
[Port=<1–65535>][Community=<community name 
string>][Format=<SNMPv1 | SNMPv2 | SNMPv3>][Severity=<trap 
severity | All|None>][DomainCategories=<domain trap category | 
All|None>][EnetCategories=<enet trap category | 
All|None>][FcCategories=<fc trap category | 
All|None>][UserName=<SNMPv3 username>] 
[EngineId=<EngineId>][SecurityLevel=<NOAUTHNOPRIV|AUTHNOPRIV|A
UTHPRIV>][Inform=<true|false>] 

パラメーター  

TrapName（必須） 変更するトラップの名前 

プロパティ  

Name トラップの新しい名前 

Address（必須） トラップ送信先のIPアドレスまたはDNS名 

Port（オプション） SNMPトラップを送信する送信先ポート。有効な値は、1～65535です。デフォルト
値は、ポート162です。 

Community（オプション） 指定したトラップのSNMPコミュニティ名。指定しない場合のデフォルト値は、
publicです。 
VC-Enetモジュールの場合、最大長は39です。VC-FCモジュールの場合、最大長は
24です。 
FormatプロパティがSNMPv3に設定されている場合、コミュニティ名は追加されません。 

Format 新しいトラップのフォーマット。値は、SNMPv1、SNMPv2、またはSNMPv3です。 

Severity 送信先に送るトラップの重大度。値は、Normal、Unknown、Info、Warning、Minor、
Major、Critical、All、およびNoneです。複数の重大度を、コンマで区切って指定で
きます。デフォルトの重大度は、Noneです。 

DomainCategories 送信先に送るVCドメイントラップのカテゴリ。値は、Legacy、DomainStatus、
NetworkStatus、FabricStatus、ProfileStatus、ServerStatus、EnetStatus、FcStatus、
All、およびNoneです。 
複数のカテゴリを、コンマで区切って指定できます。 

EnetCategories 送信先に送るVC Ethernetトラップのカテゴリ。値は、PortStatus、PortThreshold、
Other、All、およびNoneです。複数のカテゴリを、コンマで区切って指定できます。 

FcCategories 送信先に送るVCファイバーチャネルトラップのカテゴリ。値は、PortStatus、Other、
All、およびNoneです。複数のカテゴリを、コンマで区切って指定できます。 

UserName（オプション） トラップまたはインフォームの送信に使用する既存のSNMPv3ユーザーアカウント
の名前。FormatがSNMPv3の場合、このプロパティは必須です。 
FormatがSNMPv1またはSNMPv2の場合は、このプロパティを指定してはいけません。 

EngineID（オプション） リモートユーザーのengineID。エンジンIDは、プレフィックス「0x」と偶数桁（最
大64）の16進数で構成されます。指定しない場合、UserNameはローカルのSNMPv3
ユーザーと見なされます。Inform=trueの場合は、このプロパティを指定する必要が
あります。Inform=falseまたはFormatがSNMPv1またはSNMPv2の場合は、このプロ
パティを指定してはいけません。 

SecurityLevel 
（オプション） 

トラップ /インフォームの送信に使用するセキュリティレベル。デフォルトは
NOAUTHNOPRIVです。 
• NOAUTHNOPRIV—認証や暗号化なし 
• AUTHNOPRIV—認証あり、暗号化なし 
• AUTHPRIV—認証と暗号化 
ドメインがFIPSモードの場合、セキュリティレベルはAUTHPRIVに設定する必要が
あります。 
FormatがSNMPv1またはSNMPv2に設定されている場合、このプロパティは必要あ
りません。 

Inform（オプション） トラップがインフォームかどうかを示します。デフォルト値は、falseです。Format
がSNMPv1またはSNMPv2の場合は、このプロパティを指定してはいけません。 
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項目 説明 

例  

 ->set snmp-trap MyTrap1 Community=public 
トラップのコミュニティ名を設定します。 

 ->set snmp-trap MyTrap1 Severity=All FcCategories=None 
EnetCategories=None 
すべてのトラップ重大度を設定し、ファイバーチャネルおよびEthernetカテゴリを
「None」に設定します。 

 ->set snmp-trap MyTrap 
Address=fe80:0000:0000:0000:0202:b3ff:fe1e:8329 
IPv6アドレスを使用してトラップを設定します。 

 ->set snmp-trap MyTrap1 Format=SNMPv3 UserName=theta 
SecurityLevel=AUTHNOPRIV 
SNMPv3トラップのユーザー名とセキュリティレベルを設定します。 

 ->set snmp-trap MyInform1 Format=SNMPv3 UserName=zomato 
EngineId=0x44fecd55438f SecurityLevel=AUTHNOPRIV Inform=true 
SNMPv3インフォームのユーザー名、エンジンID、およびセキュリティレベルを設
定します。 

 
 

項目 説明 

->show snmp-trap 構成されているSNMPトラップを表示します。 

構文 show snmp-trap [Name| *] 

パラメーター  

Name（オプション） 表示するトラップ構成の名前。トラップ名を指定しない場合や「*」を入力した場合
は、構成済みのすべてのトラップが表示されます。 

例  

 ->show snmp-trap MyTrap1 
単一のトラップのSNMPトラップ構成を表示します。 

 ->show snmp-trap * 
構成済みのSNMPトラップをすべて表示します。 

 
 

項目 説明 

->test snmp-trap SNMPテストトラップを生成して、構成済みのすべての送信先に送信します。 
テストに加えるトラップを、少なくとも次の属性を指定して、構成する必要があり
ます。 
DomainCategories=DomainStatus 
Severity=Info 

構文 test snmp-trap 

例 ->test snmp-trap 
SNMPテストトラップを生成して、構成済みの送信先に送信します。 

 
 

snmp-user 
VC-EnetモジュールのSNMPv3ユーザーを構成します。 

サポートされるアクション：add、set、show, remove, help 
 

項目 説明 

add snmp-user 新しいSNMPユーザーをドメインに追加します。VCMは、ドメイン当たり16のSNMP
ユーザーをサポートします。 

構文 add snmp-user <Name> [AuthAlgo=<MD5|SHA1> 
AuthPassPhrase=<Phassphrase>][PrivAlgo=<DES|AES128> 
[PrivPassPhrase=<Passphrase>][EngineId=<EngineId> | 
MinSecurityLevel=<NOAUTHNOPRIV|AUTHNOPRIV|AUTHPRIV>] 
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項目 説明 

パラメーター  

Name（必須） SNMPユーザーの固有の名前。 
使用できる文字は、英数字、アンダースコア（_）、およびピリオド（.）です。名前
の最大文字数は、31文字です。 

プロパティ  

AuthAlgo（オプション） 認証パスフレーズのエンコードにMD5またはSHA1アルゴリズムを使用します。有効
な値は、MD5およびSHA1です。 
PrivAlgoが指定されているか、SecurityLevelがAUTHNOPRIVまたはAUTHPRIVの場
合、このプロパティは必須です。 
ドメインがFIPSモードの場合、AuthAlgoはSHA1に設定する必要があります。 

AuthPassPhrase 
（オプション） 

操作の署名に使用する認証パスフレーズ。8文字～31文字の長さである必要がありま
す。AuthAlgoが指定されている場合、このプロパティは必須です。 

PrivAlgo（オプション） SNMPメッセージのエンコードにDESまたはAES128アルゴリズムを使用します。有
効な値は、DESおよびAES128です。 
SecurityLevelがAUTHPRIVである場合、このプロパティは必須です。 
ドメインがFIPSモードの場合、PrivAlgoはAES128に設定する必要があります。 

PrivPassPhrase 
（オプション） 

操作の暗号化に使用するプライバシーパスフレーズ。8文字～31文字の長さである必
要があります。指定しない場合、認証パスフレーズが使用されます。 

EngineId（オプション） リモートSNMPユーザーアカウントのエンジンID。エンジンIDは、プレフィックス
「0x」と、それに続く偶数桁（最大64）の16進数で構成されます。プロパティは、
リモートSNMPユーザーの追加に対してのみ使用されます。 

MinSecurityLevel 
（オプション） 

操作のために必要なセキュリティの最小レベル。 
• NOAUTHNOPRIVでは、非認証および暗号化されていない操作が可能です。 
• AUTHNOPRIVは認証のみを要求します。 
• AUTHPRIVは認証および暗号化を要求します。 
デフォルトはNOAUTHNOPRIVです。このプロパティは、ローカルSNMPユーザー
アカウントにのみ適用されます。 
ドメインがFIPSモードの場合、MinSecurityLevelはAUTHPRIVに設定する必要があ
ります。 

例  

 ->add snmp-user alpha 
デフォルトのMinSecurityLevelを持つローカルSNMPユーザーを追加します。 

 ->add snmp-user delta EngineId=0x44fecd55438f 
リモートSNMPユーザーを追加します。 

 ->add snmp-user theta AuthAlgo-SHA1 AuthPassPhrase=bellerophone 
PrivAlgo=AES128 MinSecurityLevel=AUTHPRIV 
AuthAlgoとPrivAlgoが指定されたローカルSNMPユーザーを追加します。 

 ->add snmp-user beta AuthAlgo=SHA1 AuthPassPhrase=bellerophone 
PrivAlgo=AES128 PrivPassPhrase=armageddon 
EngineId=0x44fecd55438f 
AuthAlgoとPrivAlgoが指定された新しいリモートSNMPユーザーを追加します。 

 
 

項目 説明 

set snmp-user 既存のSNMPユーザープロファイルに変更を加えます。 

構文 set snmp-user <Name> [AuthAlgo=<MD5|SHA1|None> 
AuthPassPhrase=<Passphrase>] [PrivAlgo=<DES|AES128|None> 
PrivPassPhrase=<Passphrase>] [EngineId=<EngineId> | 
MinSecurityLevel=<NOAUTHNOPRIV|AUTHNOPRIV|AUTHPRIV>] 

パラメーター  

Name（必須） 変更する既存のSNMPユーザーの名前 

AuthAlgo（オプション） 認証パスフレーズのエンコードにMD5またはSHA1アルゴリズムを使用します。
PrivAlgoが指定されているか、SecurityLevelがAUTHNOPRIVまたはAUTHPRIVの場
合、このプロパティは必須です。 
「None」を指定すると、AuthAlgoおよびAuthPassPhraseがクリアされます。 
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項目 説明 

AuthPassPhrase 
（オプション） 

操作の署名に使用する認証パスフレーズ。8文字～31文字の長さである必要がありま
す。AuthAlgoが指定されている場合、このプロパティは必須です。 

PrivAlgo（オプション） SNMPメッセージのエンコードにDESまたはAES128アルゴリズムを使用します。
SecurityLevelがAUTHPRIVである場合、このプロパティは必須です。 
「None」を指定すると、PrivAlgoおよびPrivPassPhraseがクリアされます。 

PrivPassPhrase 
（オプション） 

操作の暗号化に使用するプライバシーパスフレーズ。8文字～31文字の長さである必
要があります。指定しない場合、認証パスフレーズが使用されます。 

EngineId（オプション） リモートSNMPユーザーアカウントのエンジンID。エンジンIDは、プレフィックス
「0x」と、それに続く偶数桁（最大64）の16進数で構成されます。プロパティは、
リモートSNMPユーザーの追加に対してのみ使用されます。 

MinSecurityLevel 
（オプション） 

操作のために必要なセキュリティの最小レベル。 
• NOAUTHNOPRIVでは、非認証および暗号化されていない操作が可能です。 
• AUTHNOPRIVは認証のみを要求します。 
• AUTHPRIVは認証および暗号化を要求します。 
デフォルトはNOAUTHNOPRIVです。このプロパティは、ローカルSNMPユーザー
アカウントにのみ適用されます。 

例  

 ->set snmp-user theta AuthAlgo=MD5 AuthPassPhrase=bellerophone 
PrivAlgo=DES PrivPassPhrase=armageddon 
MinSecurityLevel=AUTHPRIV 
ローカルSNMPユーザーアカウントのMinSecurityLevel、AuthAlgo、およびPrivAlgo
プロパティを変更します。 

 ->set snmp-user beta AuthAlgo=MD5 AuthPassPhrase=bellerophone 
PrivAlgo=DES PrivPassPhrase=armageddon EngineId=0x44fecd55438f 
リモートSNMPユーザーアカウントのAuthAlgoおよびPrivAlgoを変更します。 

 
 

項目 説明 

show snmp-user 既存のSNMPユーザー設定を表示します。 

構文 show snmp-user [<Name> | *][EngineId=EngineId | *] 

パラメーター  

Name（オプション） 表示する既存のSNMPユーザーの名前。 

プロパティ  

EngineId（オプション） リモートSNMPユーザーアカウントのエンジンID。エンジンIDは、プレフィックス
「0x」と、それに続く偶数桁（最大64）の16進数で構成されます。「*」を指定する
と、すべてのリモートSNMPユーザーが表示されます。 

例  

 ->show snmp-user alpha 
ローカルSNMPユーザーを表示します。 

 ->show snmp-user * 
すべてのSNMPローカルユーザーを表示します。 

 ->show snmp-user beta EngineId=0x44fecd55438f 
一致する名前とエンジンIDを持つSNMPユーザーを表示します。 

 ->show snmp-user delta EngineId=* 
一致する名前を持つリモートSNMPユーザーを表示します。 

 ->show snmp-user EngineId=0x44fecd55438f 
->show snmp-user * EngineId=0x44fecd55438f 
一致するエンジンIDを持つすべてのリモートSNMPユーザーを表示します。 

 ->show snmp-user EngineId=* 
すべてのリモートSNMPユーザーを表示します。 

 ->show snmp-user 
->show snmp-user * EngineId=* 
すべてのローカルおよびリモートSNMPユーザーを表示します。 
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項目 説明 

remove snmp-user ドメインから既存のSNMPユーザーを削除します。 

構文 remove snmp-user [<Name | *>][EngineId=<EngineId | *>] 

パラメーター  

Name（必須） 削除するSNMPユーザーの名前。「*」を指定すると、すべてのローカルまたはリモー
トユーザーが削除されます。 

プロパティ  

EngineId（オプション） リモートSNMPユーザーアカウントのエンジンID。エンジンIDは、プレフィックス「0x」
と、それに続く偶数桁（最大64）の16進数で構成されます。「*」を指定すると、<Name>
パラメーターの値に基づいてすべてのリモートSNMPユーザーが削除されます。 

例  

 ->remove snmp-user alpha 
指定した名前を持つローカルSNMPユーザーを削除します。 

 ->remove snmp-user * 
すべてのローカルSNMPユーザーを削除します。 

 ->remove snmp-user beta EngineId=0x44fecd55438f 
指定された名前を持つリモートSNMPユーザーを削除します。 

 ->remove snmp-user delta EngineId=* 
指定した名前を持つすべてのリモートSNMPユーザーを削除します。 

 ->remove snmp-user EngineId=0x44fecd55438f 
->remove snmp-user * EngineId=0x44fecd55438f 
指定したエンジンIDを持つすべてのリモートSNMPユーザーを削除します。 

 ->remove snmp-user EngineId=* 
すべてのリモートSNMPユーザーを削除します。 

 ->remove snmp-user * EngineId=* 
すべてのローカルおよびリモートSNMPユーザーを削除します。 

 
 

ssh 
SSH構成および情報を管理します。 

サポートされるアクション：help、load、remove、show 
 

項目 説明 

load ssh リモートFTPまたはSFTPサーバーからSSHキーを転送し、それをVCドメインに適用
します。 
カスタマイズされたSSHキーを使用して、ドメイン構成にアクセス可能なSSHクライア
ントのセキュリティを強化できます。新しいカスタムSSHキーを適用する場合は、SSH
クライアントがアクセス権を保持するように正しく構成されている必要があります。 
このコマンドを使用すると、現在のユーザーのSSHキーだけがロードされます。他の
VCユーザーは、同じSSHキーを使用して認証することはできません。このコマンドは
ローカルVCユーザーに対してのみ有効で、LDAP、TACACS+、またはRADIUSユーザー
には無効です。 

構文 load ssh Address=<ftp://user:password@IPaddress/filename> 
または 
load ssh Address=<ftp://user:password@IPaddress> Filename=<name> 

プロパティ  

Address（必須） ユーザー名、パスワード、転送するSSHキーを含むリモートファイルを指定した、FTP
またはSFTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名。 
IPv6アドレスを使用する場合は、必ず大カッコで囲んでください。 

Filename（必須） 転送するSSHキーを含むリモートファイルの名前。ファイル名は別々に指定すること
もできます。 
指定したファイルパスは、サーバー上にあるユーザーのログインディレクトリへの相
対パスとして扱われます。転送を成功させるために、ユーザーはアクセス権が適切で
あることを確認する必要があります。 
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項目 説明 

例  

 ->load ssh Address=ftp://user:password@192.168.10.12/ 
ssh_key.pub 
リモートFTPサーバーからSSHキーを転送します。 

 ->load ssh Address=ftp://user:password@192.168.10.12 
Filename=/ssh_key.pub 
リモートFTPサーバーからSSHキーを転送します。 

 ->load ssh address=ftp://user:password@[2001:1::1]/ssh_key.pub 
IPv6アドレスを使用してリモートFTPサーバーからSSHキーを転送します。 

 ->load ssh address=ftp://user:password@[2001:1::1] 
filename=/ssh_key.pub 
IPv6アドレスを使用してリモートFTPサーバーからSSHキーを転送します。 

 
 

項目 説明 

remove ssh 適用されているカスタムSSHキーを削除します。 

構文 remove ssh 

例  

 ->remove ssh 
SSHキーを削除します。 

 
 

項目 説明 

show ssh SSHキーの構成を表示します。 

構文 show ssh 

例  

 ->show ssh 
SSHキーの構成を表示します。 

 
 

ssl-certificate 
リモートFTPサーバーからSSL証明書を取得して表示したり、リモートFTPサーバーにSSL証明書をアップロードし

たりします。 

サポートされるアクション：help、load、show 
 

項目 説明 

load ssl-certificate SSL証明書をリモートFTPまたはSFTPサーバーから転送し、それをVCM 
Webサーバーに適用します。 
証明書を更新した場合、アップロードを実行すると、以前のすべての署名付
き証明書がVCMから削除されます。ブラウザーで新しい証明書を追加する
か、更新された証明書で更新する必要があります。証明書のインストールま
たは更新について詳しくは、ブラウザーのヘルプを参照してください。 
新しいSSL証明書が適用されると、Webサーバーはリセットされます。 

構文 load ssl-certificate 
Address=<ftp://user:password@IPAddress/filename> 
または 
load ssl-certificate Address=<ftp://ユーザー:パスワード@IPア
ドレス> Filename=<名前> 

プロパティ  

Address（必須） ユーザー名、パスワード、および転送するSSL証明書ファイルの名前を指定
した、FTP、またはSFTPサーバーの有効なIPアドレス 
IPv6アドレスを使用する場合は、必ず大カッコで囲んでください。 
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項目 説明 

Filename（必須） 転送するSSL証明書ファイルの名前。ファイル名は別々に指定することもで
きます。 
指定したファイルパスは、サーバー上にあるユーザーのログインディレクト
リへの相対パスとして扱われます。転送を成功させるために、ユーザーはア
クセス権が適切であることを確認する必要があります。 

例  

 ->load ssl-certificate 
Address=ftp://user:password@192.168.10.12/my-new-ssl.crt 
新しいカスタムSSL証明書をリモートFTPサーバーから転送します。 

 ->load ssl-certificate 
Address=ftp://user:password@192.168.10.12 
Filename=my-new-ssl.crt 
新しいカスタムSSL証明書をリモートFTPサーバーから転送します。 

 ->load ssl-certificate 
Address=ftp://user:password@[2001:1::1]/my-new-ssl.crt 
IPv6アドレスを使用して新しいカスタムSSL証明書をリモートFTPサーバー
から転送します。 

 ->load ssl-certificate 
Address=ftp://user:password@[2001:1::1] 
filename=/my-new-ssl.crt 
IPv6アドレスを使用して新しいカスタムSSL証明書をリモートFTPサーバー
から転送します。 

 
 

項目 説明 

show ssl-certificate VC WebサーバーSSL証明書情報を表示します。「*」を使用すると、詳細なSSL
証明書情報が表示されます。 

構文 show ssl-certificate [*] 

例  

 ->show ssl-certificate 
SSL証明書情報を表示します。 

 ->show ssl-certificate * 
詳細なSSL証明書情報を表示します。 

 
 

ssl-csr 
SSL証明書署名要求を生成し、リモートFTPまたはSFTPサーバーに転送します。 

サポートされるアクション：help、save 
 

項目 説明 

save ssl-csr SSL証明書署名要求を生成し、リモートFTPまたはSFTPサーバーに転送しま
す。プライベートキーのサイズが1024ビットの場合、このコマンドはサイズ
を2048ビットにアップグレードし、VCのWebサーバーを再起動します。 

構文 save ssl-csr [-quiet] 
address=<ftp://user:password@ipaddress/[ファイル名]> 
CN=server.domain.com O="Hewlett-Packard" C=US ST=CA 
L=Cupertino [OU=<値>] [Contact=<値>] [AlternativeName=<値>] 
[Email=<値>] [Surname=<値>] [GivenName=<値>] [Initials=<値>] 
[DNQualifier=<値>] [ChallengePW=<値> ConfirmPW=<値>] 
[UnstructuredName=<値>] 
または 
save ssl-csr [-quiet] 
address=<ftp://user:password@ipaddress/> filename=<ファイ
ル名> CN=server.domain.com O="Hewlett-Packard" C=US ST=CA 
L=Cupertino [OU=<値>] [Contact=<値>] [AlternativeName=<値>] 
[Email=<値>] [Surname=<値>] [GivenName=<値>] [Initials=<値>] 
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項目 説明 
[DNQualifier=<値>] [ChallengePW=<値> ConfirmPW=<値>] 
[UnstructuredName=<値>] 

オプション  

quiet ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。このオプションは、操作をス
クリプト化する際に役立ちます。 

プロパティ  

Address（必須） ユーザー名、パスワード、サーバー上に格納される生成されたSSL証明書署
名要求のファイル名を指定した、FTPまたはSFTPサーバーの有効なIPアドレ
ス。指定しなかった場合、デフォルトのファイル名はvc-ssl.csrです。 

Filename（ファイル名がアドレス
にない場合、オプション） 

FTPまたはSFTPサーバーに格納される生成されたSSL証明書署名要求の
ファイル名。ファイル名は別々に指定することもできます。指定しなかった
場合、デフォルトのファイル名はvc-ssl.csrです。 
指定したファイルパスは、サーバー上にあるユーザーのログインディレクト
リへの相対パスとして扱われます。転送を成功させるために、ユーザーはア
クセス権が適切であることを確認する必要があります。 

C（署名付き証明書がインストール
されていない場合、必須） 

VCドメインが存在する国を表す2文字のコード。値は2文字の英数字でなけれ
ばなりません。 

ST（署名付き証明書がインストー
ルされていない場合、必須） 

VCドメインが存在する州または都道府県。値は長さが1～30の文字です。 

L（署名付き証明書がインストール
されていない場合、必須） 

VCドメインが存在する市町村。値は長さが1～50の文字です。 

O（署名付き証明書がインストール
されていない場合、必須） 

VCドメインを所有する会社または組織。値は長さが1～60の文字です。 

CN（署名付き証明書がインストー
ルされていない場合、必須） 

共通名。これは、証明書を発行するWebサーバーの完全修飾ドメイン名
（FQDN）などです。セキュリティアラートを防止するために、このフィー
ルドの値は、Webブラウザーに表示されるホスト名と正確に一致する必要が
あります。たとえば、ブラウザーに表示されるアドレスがhttps://
vc001635.xyz.com/index.htmlの場合、CNの値はvc-001635.xyz.
comでなければなりません。この値は長さが1～60の文字です。 

OU（オプション） 組織単位。これは、VCモジュールを所有する会社または組織内の単位です。
値は長さが0～60の文字です。 

Contact（オプション） VCモジュールを担当する責任者。値は長さが0～60の文字です。 

AlternativeName（オプション） VCドメインの1つまたは複数の別名またはアドレス。複数の場合は、コンマ
で区切ります。値は長さが0～500の文字です。デフォルト値は、証明書にあ
る既存のデータに、ドメインによって構成されたが既存の証明書にはない任
意の IPアドレス（および関連するDNS名）を追加したもので、形式は
DNS:host.domain.com,IP:x.x.x.xです。 

Email（オプション） VCドメインを担当する責任者のメールアドレス。値は長さが0～60の文字です。 

Surname（オプション） VCドメインを担当する責任者の姓。値は長さが0～60の文字です。 

GivenName（オプション） VCドメインを担当する責任者の名。値は長さが0～60の文字です。 

Initials（オプション） VCドメインを担当する責任者のイニシャル。値は長さが0～20の文字です。 

DNQualifier（オプション） VCMの識別名修飾子。値は長さが0～60の文字です。使用できる文字は、英
数字、スペース、および以下の句読点です。 
‘ ( ) + , - . / : = ? 

ChallengePW（オプション） 証明書署名要求のパスワード。値は長さが0～30の文字です。空のパスワード
を指定した場合、値の入力を求められます。 

ConfirmPW（オプション） チャレンジパスワードを確認します。値は長さが0～30の文字です。空のパス
ワードを指定した場合、値の入力を求められます。 

UnstructuredName（オプション） これは追加情報用です。値は長さが0～60の文字です。 
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項目 説明 

例  

 ->save ssl-csr  
address=ftp://ユーザー:パスワード@2001.1 
CN=server.domain.com O="Hewlett Packard" C=US ST=CA 
L=Cupertino 
->save ssl-csr address=ftp://user:password@[2001:1::1] 
CN=server.domain.com O="Hewlett Packard" C=US ST=CA 
L=Cupertino 
SSL証明書署名要求を生成し、リモートFTPサーバーに転送します。 

 ->save ssl-csr  
address=ftp://ユーザー:パスワード@192.168.10.12/ 
filename=/new-ssl.csr CN=server.domain.com 
O="Hewlett-Packard" C=US ST=CA L=Cupertino 
email=vc-admin@domain.com 
->save ssl-csr address=ftp://user:password@[2001:1::1]/ 
filename=/new-ssl.csr CN=server.domain.com 
O="Hewlett-Packard" C=US ST=CA L=Cupertino 
email=vc-admin@domain.com 
SSL証明書署名要求を生成して転送し、新しいファイル名で保存します。 

 ->save ssl-csr 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-ssl.csr 
CN=server.domain.com O="Hewlett-Packard" C=US ST=CA 
L=Cupertino email=vc-admin@domain.com 
->save ssl-csr 
address=ftp://user:password@[2001:1::1]/new-ssl.csr 
CN=server.domain.com O="Hewlett-Packard" C=US ST=CA 
L=Cupertino email=vc-admin@domain.com 
SSL証明書署名要求を生成して転送し、新しいファイル名で保存します。 
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ssl 
SSL暗号化（ブラウザー/SOAP）を許可または禁止します。 

サポートされるアクション：set、show、help 
 

項目 説明 

set ssl SSL構成への変更を許可し、WebサーバーとのSSL通信に対して強力な暗号
化を有効または無効にします。 

構文 set ssl Strength=[<All|Strong>] 

オプション  

quiet（オプション） ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。このオプションは、ssl操作を
スクリプト化する際に役立ちます。 

プロパティ  

Strength（必須） 暗号化の強度。有効な値は、AllおよびStrongです。デフォルト値は、Strong
です。 
ドメインがFIPSモードの場合はSSLの強度を変更できません。 

TLS（オプション） 次のいずれかのTLSのバージョンを選択します。 
• All—TLSv1、TLSv1.1、およびTLSv1.2を許可します。 
• Strict—TLSv1.2のみを許可します。 
デフォルト値は、Strictです。TLSは、ドメインがFIPSモードのときにのみ使
用できます。 

例  

 ->set ssl Strength=strong 
強力なSSL暗号化を有効にします。 

 ->set ssl Strength=all 
デフォルトのSSL暗号化設定を有効にします。 

 ->set ssl TLS=all 
ドメインがFIPSモードの場合は、TLSv1、TLSv1.1、およびTLSv1.2暗号化を
許可します。 

 ->set ssl -quiet Strength=strong 
ユーザーの確認を求めずに、強力なSSL暗号化を有効にします。 

 
 

項目 説明 

show ssl SSL構成を表示します。 
TLS構成は、ドメインがFIPSモードのときに表示されます。 

構文 show ssl 

例  

 ->show ssl 
SSLの現在の構成を表示します。 

 
 

stackinglink 
スタッキングリンク情報を管理および表示します。 

次の情報に注意してください。 

• 倍密度モードはサポートされていません。 

• HPE c3000エンクロージャーはサポートされていません。 

• VCファイバーチャネルモジュールはサポートされていません。 

• ネットワークを追加し、この機能が有効になっている場合、Smart Linkも有効になります。 

• ドメインスタッキングリンクモードを構成するとき、ネットワークの停止が発生します。 
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サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set stackinglink ドメインスタッキングリンクを構成します。 

構文 set stackinglink [-quiet] 
DomainStackingMode=<Full|Primary-Slice|Horizontal> 

オプション  

quiet ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。このオプションは、操作をスクリ
プト化する際に役立ちます。 

プロパティ  

DomainStackingMode（必須） ドメインの3つのスタッキングモードのいずれかを指定します。 
• Full—デフォルトのスタッキングモード。FlexFabricおよびEthernetモジュー

ルは、インターコネクトされています。 
• Horizontal—-垂直方向のすべてのスタッキングリンクを無効にします。 
• Primary Slice—プライマリスライスの外部のすべてのスタッキングリンクを

無効にします。 
プライマリスライスは、エンクロージャー用のプライマリおよびスタンバイイン
ターコネクトモジュールです。 

例 ->set stackinglink DomainStackingMode=Primary-Slice 
プライマリスライススタッキングモードを構成します。 

 
 

項目 説明 

show stackinglink ステータス、スタッキングモード、およびスタッキングリンクの概要情報を
表示します。 

構文 show stackinglink 

例 ->show stackinglink 
ステータス、スタッキングモード、およびスタッキングリンクの概要情報を
表示します。 

 
 

statistics 
インターコネクトモジュールポートの統計情報を管理します。 

サポートされるアクション：help、reset、show 
 

項目 説明 

reset statistics 指定したポートIDおよび関連するサブポートのポート単位の統計情報をリセットします。 

構文 reset statistics <PortID> 

パラメーター  

PortID（必須） 統計情報をリセットするポートのID。ポートIDのフォーマットは、<EnclosureID>:
<BayNumber>:<PortLabel>です。QSFP+ポートの場合、<PortLabel>のフォーマッ
トはQ<x>.<y>です。 
対象にすることができるアップリンクポートIDのリストは、show uplinkportコマン
ドで表示できます。 

例  

 ->reset statistics enc0:3:X1 
ローカルエンクロージャーのベイ3に挿入されているインターコネクトモジュールの
アップリンクポートX1の統計情報をリセットします。 

 ->reset statistics enc0:1:Q1.1 
ローカルエンクロージャーのベイ1に挿入されているインターコネクトモジュールの
QSFP+アップリンクポートQ1.1の統計情報をリセットします。 

 ->reset statistics enc0:1:d3 
ローカルエンクロージャーのベイ1に挿入されているEthernetインターコネクトモ
ジュールのダウンリンクポートd3の統計情報をリセットします。 
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項目 説明 

show statistics 指定した物理ポート、FlexNICの統計情報、または指定したLAGの集約統計情報を表示
します。 

構文 show statistics <PortID> | <[-summary] 
<LAGID=<encXX:BayNumber:lagNN> | 
PortID=<encXX:BayNumber:portlabel>>> 

パラメーター  

PortID（オプション） 統計情報を表示するポートのID。ポートIDのフォーマットは以下のとおりです。 
• アップリンクポート - <EnclosureID>:<BayNumber>:<PortLabel> 
• ダウンリンクポート - <EnclosureID>:<BayNumber>:<PortLabel>: 

[<SubPortLabel>] 
SubPortLabelはダウンリンクポートではオプションです。 

QSFP+ポートの場合、<PortLabel>のフォーマットはQ<x>.<y>です。 
対象にすることができるアップリンクポートIDのリストは、show uplinkportコマン
ドで表示できます。 

オプション  

summary 指定したLAGのメンバーについて、ポート単位の概要を表示します。 

プロパティ  

LAGID（オプション） 統計情報を表示するLAG ID。LAG IDのフォーマットは、<EnclosureID>:<BayNumber>: 
<LagLabel>です。LagLabelはlagNNのフォーマットでなければなりません。ここでNNは
LAG番号です。 

PortID（オプション） 統計情報を表示する対象のポートのID。ポートIDのフォーマットは、<EnclosureID>: 
<BayNumber>:<PortLabel>です。 

例  

 ->show statistics enc0:3:X1 
プライマリエンクロージャーのインターコネクトモジュール3のアップリンクポートX1
の統計情報を表示します。 

 ->show statistics enc0:1:Q1.1 
プライマリエンクロージャーのインターコネクトモジュール1のQSFP+アップリンク
ポートQ1.1の統計情報を表示します。 

 ->show statistics enc0:1:d3 
プライマリエンクロージャーのEthernetインターコネクトモジュール1のダウンリンク
ポートd3の統計情報を表示します。 

 ->show statistics enc0:1:d1:v1 
プライマリエンクロージャーのEthernetインターコネクトモジュール1のダウンリンク
ポートd1のサブポートv1の統計情報を表示します。 

 ->show statistics PortID=enc0:1:X1 
プライマリエンクロージャーのインターコネクトモジュール1のアップリンクポートX1
の統計情報を表示します。 

 ->show statistics -summary LAGID=enc0:1:lag25 
プライマリエンクロージャーのインターコネクトモジュール1の指定したLAG ID用に選
択されたカウンターで集約統計情報を表示します。 

 ->show statistics LAGID=enc0:1:lag25 
プライマリエンクロージャーのインターコネクトモジュール1の指定したLAG IDの集約
統計情報を表示します。 

 

Virtual Connectは標準的な統計情報のほか、DCBXおよびQoSに関する詳細情報を提供します。 

指定した物理ポートのQoS統計情報が表示されます。QoS統計情報の種類は、cosq<N>_<counter>の形式で表さ

れます。ここで<N>は0～7の値のキュー番号です。キュー番号Nは基づいています。対応するQoSトラフィッククラ

スのイーグレスdot1p優先順位に基づいています。QoSが有効になっていない場合、FCoEトラフィックにはcosq3、
通常のEthernetトラフィックにはcosq0が使用されます。 

次の表は、表示されるQoS統計情報のタイプを示します。 
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項目 説明 

cosq<N>_ucast_OutBytes 指定したポートのキューのユニキャストパケットの累積送信バイト数。HPE 
VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールおよびHPE VC Flex-10 Enetモ
ジュールの場合、カウンターはサポートされておらず、この値は0です。 

cosq<N>_ucast_OutPkts 指定したポートのキューのユニキャストパケットの累積送信パケット数。
HPE VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールおよびHPE VC Flex-10 Enet
モジュールの場合、ユニキャストデータとマルチキャストデータの両方がカ
ウンターに含まれます。 

cosq<N>_ucast_DroppedPkts 指定したポートのキューのユニキャストパケットの累積破棄パケット数。
HPE VC FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールおよびHPE VC Flex-10 Enet
モジュールの場合、ユニキャストデータとマルチキャストデータがカウン
ターに含まれます。 

 

DCBXとは、DCBデバイスが使用するデータセンターの検出および機能の交換プロトコルです。DCBデバイスはこ

のプロトコルを使用して、直接接続されているピアとの間で構成情報をやり取りします。このプロトコルは、誤構

成の検出やピアの構成に使用される場合もあります。このリリースでは、VCモジュールにDCBX使用を採用し、コ

ントロールステートマシンと次の3つの機能ステートマシンを実装しています。 

• Priority Group（PG） 

• Priority-based Flow Control（PFC） 

• Application Protocol（AP） 

次の表は、表示されるDCBX統計情報の種類を示します。 
 

項目 説明 
DCBX Application Protocol State <enabled or disabled> 

DCBX Overall Status <OK, Failed, Unknown> 

DCBX Pending Status <false, true, or negotiating in progress> 

DCBX Priority Flow Control State <Status> 

DCBX Priority Group State <Status> 

DCBX Application Protocol State <Status> 
 

次の表は、各統計情報について定義します。 
 

項目 説明 

disabled 機能の操作は無効です。 

ok 機能が適切に構成されているか、DCBXネゴシエーション中です。 

incompatible cnfg FlexFabricネットワークアダプターは構成に互換性がなく、変更を受け入れ
ていません。 

peer_disabled Flex Fabricネットワークアダプターから、この機能が有効でないと報告され
ました。 

Does not support dcbx Flex Fabricネットワークアダプターがこの機能をサポートしていません。 

Not advertising dcbx support Flex Fabricネットワークアダプターが、期限内にDCBXを実行していません。 

Error during cnfg Flex Fabricネットワークアダプターから、機能の構成時のエラーが報告され
ました。 

Not accepting changes Flex Fabricネットワークアダプターから、機能の構成時のエラーが報告され
ました。 

 
 

statistics-throughput 
ポートのスループット統計情報を管理します。 
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サポートされるアクション：help、show、set 
 

項目 説明 

show statistics- 
throughput 

指定した物理ポート、FlexNICのスループット情報、および指定したLAGの集約スルー
プット情報を表示します。 

構文 show statistics-throughput <config|PortID> 
[LAGID=<encXX:BayNumber:lagNN>] 

パラメーター  

PortID（オプション） スループット情報の表示対象となるポート /サブポートのポート ID。PortIDは、
<EnclosureID>:<BayNumber>:<PortLabel>[:<SubportLabel>]で構成されま
す。QSFP+ポートの場合、<PortLabel>のフォーマットはQ<x>.<y>です。ポートの
スループットの収集は、set statistics-throughputコマンドを発行して、ドメイ
ンに対して有効にする必要があります。「R」を含む欄は、対象の時間帯に統計情報がユー
ザーによってリセットされたことを示し、そのためその時間帯のスループットは入手で
きません。 

config（PortIDが指定
されていない場合、必須） 

スループット統計情報の現在の構成を表示します。 

プロパティ  

LAGID（オプション） スループット情報を表示するLAG ID。LAG IDのフォーマットは、<EnclosureID>: 
<BayNumber>:<LagLabel>です。LagLabelのフォーマットはlagNNです。ここでNN
はLAG番号です。 
対象にすることができるアップリンクポートIDのリストは、show uplinkportコマン
ドで表示できます。 

例  

 ->show statistics-throughput enc0:1:X1 
エンクロージャーenc0のベイ1に挿入されているモジュールのポートX1についてポート
のスループット統計情報を表示します。 

 ->show statistics-throughput enc0:1:Q1.1 
エンクロージャーenc0のベイ1に挿入されているモジュールのQSFP+ポートQ1.1につ
いてポートのスループット統計情報を表示します。 

 ->show statistics-throughput enc0:1:d1:v1 
エンクロージャーenc0のベイ1に挿入されているモジュールのポートd1のサブポートv1
についてサブポートのスループット統計情報を表示します。 

 ->show statistics-throughput config 
スループット統計情報の現在の構成を表示します。 

 ->show statistics-throughput LAGID=enc0:1:lag25 
エンクロージャーenc0のベイ1に挿入されているモジュールについてLAGID 25に基づ
く集約スループット統計情報を表示します。 

 
 

項目 説明 

set statistics- 
throughput 

ポートスループット統計情報を有効または無効にし、サンプリングレートを設定します。 

構文 set statistics-throughput <Enabled=[true|false]> 
[SampleRate=<1m|2m|3m|4m|5m|1h>]> 

パラメーター  

Enabled（オプション） ポートのスループット統計情報を有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalse
です。 

SampleRate 
（オプション） 

統計情報収集のサンプリングレートを構成します。有効な値は次のとおりです。 
• 1分間のサンプルにはSampleRate=1mを使用します。最大5時間のサンプルを収集

します。 
• 2分間のサンプルにはSampleRate=2mを使用します。最大10時間のサンプルを収集

します。 
• 3分間のサンプルにはSampleRate=3mを使用します。最大15時間のサンプルを収集

します。 
• 4分間のサンプルにはSampleRate=4mを使用します。最大20時間のサンプルを収集

します。 
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項目 説明 
• 5分間のサンプルにはSampleRate=5mを使用します。最大25時間のサンプルを収集

します。 
• 60分間のサンプルにはSampleRate=1hを使用します。最大12.5日間のサンプルを

収集します。 
ポートのスループット統計情報には、show statistics-throughputコマンドを使
用するとアクセスできます。 

例  

 ->set statistics-throughput Enabled=true SampleRate=2m 
サンプリングレートを2分に設定してポートスループット統計情報を有効にします。 

 ->set statistics-throughput Enabled=false 
ポートのスループット統計情報を無効にします。 

 
 

status 
ドメイン全体のステータス情報を表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show status ドメインとそのすべてのコンポーネントのステータスを表示します。 

構文 show status 

例 ->show status 
ドメインのステータス情報を表示します。 

 

VCドメインでTAAと非TAAのHPE VC 16Gb 24ポートFCモジュールまたはHPE VC FlexFabric-20/40 F8モジュール

またはその両方が混在している場合、エンクロージャーとドメインのステータスで情報メッセージが表示されます。

TAA準拠のインターコネクトモジュールとTAA非準拠のインターコネクトモジュールが混在していても、VCの機能

に対する影響はありません。 

TAA準拠か非準拠かを識別するには、次の表で指定されている部品番号またはスペア部品番号を調べます  
 

部品番号 モジュール 

778720-B21 部品番号 TAA準拠のHPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュール 

766880-001 スペア部品番号 TAA準拠のHPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8モジュール 
 

インターコネクトモジュールの部品番号またはスペア部品番号は、show interconnect <モジュールID>コマンドを実

行して取得できます。 
 

storage-management 
P4000デバイスのiSCSIストレージ管理情報を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
  

 注：P4000ストレージはIPv6をサポートしていません。 

  

 

項目 説明 

add storage-management iSCSIストレージ管理認証情報を追加します。 

構文 add storage-management <name> ip=<IPv4アドレス> username=<ユー
ザー名> [password=<パスワード>] 

パラメーター  

name（必須） iSCSIストレージ管理の名前 
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項目 説明 

プロパティ  

ip（必須） iSCSIストレージ管理IPv4アドレス 

username（必須） ストレージ管理の管理者 

password（オプション） ユーザーのパスワード。パスワードは、コマンドにクリアテキストで入力できま
す。パスワードを指定しないと、プロンプトにマスクされた文字列でパスワード
を入力するよう求められます。 

例  

 ->add storage-management SMName ip=16.89.125.10 username=user1 
password=pass1 
パスワードをクリアテキストで入力して、iSCSIストレージ管理レコードを追加し
ます。 

 ->add storage-management SMName ip=16.89.125.12 username=user2 
表示されたプロンプトに、マスクされた文字列でパスワードを入力して、iSCSI
ストレージ管理認証情報を追加します。 

 
 

項目 説明 

remove 
storage-management 

iSCSIストレージ管理認証情報レコードを削除します。 

構文 remove storage-management [<name>|*] 

パラメーター  

name（必須） 削除するストレージ管理情報の名前。「*」を使用すると、すべてのストレージ管
理レコードが削除されます。 

例  

 ->remove storage-management SMName 
指定したストレージ管理レコードを削除します。 

 ->remove storage-management * 
ドメイン内のすべてのストレージ管理レコードを削除します。 

 
 

項目 説明 

set storage-management 指定したiSCSIストレージ管理認証情報を変更します。 

構文 set storage-management <name> [ip=<IPv4アドレス>] [username=<
ユーザー名>] [password=[<パスワード>]] 

パラメーター  

name（必須） iSCSIストレージ管理の名前 

プロパティ  

ip（オプション） iSCSIストレージ管理IPv4アドレス 

username（オプション） ストレージ管理の管理者 

password（オプション） ユーザーのパスワード。パスワードは、コマンドにクリアテキストで入力できま
す。値を入力しないでpasswordプロパティを指定すると、プロンプトにマスクさ
れた文字列でパスワードを入力するよう求められます。 

例  

 ->set storage-management SMName password=MyPassword 
iSCSIストレージ管理レコードのパスワードをクリアテキストを使用して変更し
ます。 

 ->set storage-management SMName password= 
iSCSIストレージ管理認証情報のパスワードを変更します（マスクされた文字列で
パスワードを入力するためのプロンプトが表示されます）。 
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項目 説明 

show storage-management ドメイン内のストレージ管理情報（パスワードを除く）を表示します。 

構文 show storage-management [<name>|*] 

パラメーター  

name（オプション） ドメイン内の既存のストレージ管理情報の名前。「*」を使用すると、すべてのス
トレージ管理レコードの詳細情報が表示されます。値を指定しない場合、すべて
のストレージ管理レコードのサマリーを表示します。 

例  

 ->show storage-management 
すべてのストレージ管理レコードのサマリー情報を表示します。 

 ->show storage-management SMName 
指定したストレージ管理レコードの詳細を表示します。 

 ->show storage-management * 
ドメイン内のすべてのストレージ管理レコードの詳細を表示します。 

 
 

supportinfo 
サポート情報ファイルを生成し、FTP、TFTP、またはSFTPを使用してリモートサーバーに送信します。 

サポートされるアクション：help、save 
 

項目 説明 

save supportinfo Virtual Connectサポート情報ファイルを生成し、リモートFTP、TFTP、またはSFTP
サーバーに転送します。 

構文 save supportinfo address=<tftp://IP ア ド レ ス /[ フ ァ イ ル 名 ] | 
ftp|sftp://ユーザー:パスワード@IPアドレス>/[ファイル名] 

オプション  

maskEncryptKey 
（オプション） 

コマンドを入力した後、暗号化キーを指定します。キー文字列はマスキングされ、
確認されます。 
ドメインがFIPSモードの場合は、暗号化キーは必須です。 

quiet（オプション） ユーザー確認プロンプトの表示を停止します。 

プロパティ  

address（必須） ユーザー名、パスワード（必要な場合）、FTPサーバー上に格納される生成されたサ
ポート情報のファイル名を指定した、TFTP、SFTP、またはFTPサーバーの有効なIP
アドレス。指定しない場合、デフォルトのファイル名はvc-support-infoです。 

例  

 ->save supportinfo address=tftp://192.168.10.12 
->save supportinfo address=tftp://[2001::50] 
サポート情報ファイルをリモートTFTPサーバーに保存します。 

 ->save supportinfo address=sftp://user:password@192.168.10.12 
->save supportinfo address=sftp://user:password@[2001::50] 
サポート情報ファイルをリモートSFTPサーバーに保存します。 

 ->save supportinfo address=ftp://user:password@192.168.10.12 
->save supportinfo address=ftp://user:password@[2001::50] 
サポート情報ファイルをリモートFTPサーバーに保存します。 

 ->save supportinfo 
address=ftp://user:password@192.168.10.12/new-support-info 
->save supportinfo 
address=ftp://user:password@[2001::50]/new-support-info 
ユーザー指定のファイル名を使用して、リモートFTPサーバーにサポート情報ファ
イルを保存します。 
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 ->save supportinfo 
address=ftp://user:password@192.168.10.12:2000/new-support-info 
->save supportinfo 
address=ftp://user:password@[2001::50]:2000/new-support-info 
ユーザー指定のポート番号を使用して、リモートFTPサーバーにサポート情報ファ
イルを保存します。 

 
 

systemlog 
Virtual Connect Managerのシステムイベントログを表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show systemlog Virtual Connect Managerのシステムログを表示します。 

構文 show systemlog [-Last=<n>] [-First=<n>] [-Pause=<n>] 

オプション  

Last 最後のnレコードを表示します。このオプションが指定され、値が提供されていな
い場合、最後の10レコードが表示されます。 

First 最初のnレコードを表示します。このオプションが指定され、値が提供されていな
い場合、最初の10レコードが表示されます。 

Pause キー入力を求めるプロンプトの前に表示されるレコード数。有効な値は1～40の数
字です。 

例  

 ->show systemlog 
システムログ全体を表示します。 

 ->show systemlog -pause=8 
一度に8レコードずつシステムログを表示します。 

 ->show systemlog -first=12 
システムログの最初の12レコードを表示します。 

 ->show systemlog -last=8 
システムログの最後の8レコードを表示します。 

 ->show systemlog -last=20 -pause=6 
一度に6レコードずつ、システムログの最後の20レコードを表示します。 

 

リモートターゲットを追加する方法については、「add log-target」（62ページ）を参照してください。 
 

tacacs 
TACACS+認証設定を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set tacacs Virtual Connect TACACS+認証設定に変更を加えテストします。 

構文 set tacacs [-test] [Enabled=<true|false>]  
[ServerAddress=<IP Address|DNS Name>] [Port=<portNum>] 
[ServerKey=<key>] [Timeout=<timeout>] 
[SecondaryServerAddress=<IP Address|DNS Name>] 
[SecondaryPort=<portNum>] [SecondaryServerKey=<key>] 
[SecondaryTimeout=<timeout>]  
[LoggingEnabled=<true|false>] 
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項目 説明 

オプション  

Test（オプション） 変更内容を適用せずにTACACS+構成をテストします。 

プロパティ  

Enabled（オプション） TACACS+認証を有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。 

ServerAddress 
（オプション） 

認証に使用するプライマリTACACS+サーバーのIPアドレスまたはDNS名 

Port（オプション） サーバーのTCPポート番号。有効な値は1～65535の有効なポート番号です。デ
フォルトのポート番号は49です。 

ServerKey（オプション） プライマリTACACSサーバーと交換するユーザーの詳細情報の暗号化に使用する
プレーンテキストの文字列。文字列は、このVC用に構成されたプライマリサー
バー上のサーバーキーと一致する必要があります。サーバーキーが空白またはnull
の場合、TACACS認証は機能しません。 

Timeout（オプション） 新しい要求の実行前にサーバーの応答を受信するまでの秒単位の時間。有効な値
の範囲は、1～600秒です。デフォルトのタイムアウトは、10秒です。 

SecondaryServer 
Address（オプション） 

認証に使用するセカンダリTACACSサーバーのIPアドレスまたはホスト名 

SecondaryPort 
（オプション） 

TACACS通信に使用するTCPポート。有効な値は1～65535の有効なポート番号で
す。デフォルトのTCPポート番号は49です。 

SecondaryServerKey 
（オプション） 

セカンダリTACACSサーバーと交換するユーザーの詳細情報の暗号化に使用する
プレーンテキストの文字列。文字列は、このVC用に構成されたセカンダリサー
バー上のサーバーキーと一致する必要があります。サーバーキーが空白またはnull
の場合、TACACS認証は機能しません。 

SecondaryTimeout 
（オプション） 

セカンダリサーバーとのTACACS通信に使用する秒単位のタイムアウト値 

LoggingEnabled 
（オプション） 

TACACS+サーバー上でのコマンドのログを有効または無効にします。有効な値
は、trueおよびfalseです。 

例  

 ->set tacacs -test Enabled=true ServerAddress=192.168.0.27 
->set tacacs -test Enabled=true Server Address=2001::40 
変更内容を適用せずにTACACS+構成の変更をテストします。 

 ->set tacacs Enabled=true ServerAddress=192.168.0.124 
ServerKey=test123 SecondaryServerAddress=tacserver.hp.com 
SecondaryServerKey=test456 
->set tacacs Enabled=true ServerAddress=2001::70 
ServerKey=test123 SecondaryServerAddress=tacserver.hp.com 
SecondaryServerKey=test456 
ユーザーに対してTACACS+認証を有効にします。 

 ->set tacacs LoggingEnabled=true 
TACACSサーバーのログを有効にします。 

 
 

項目 説明 

show tacacs Virtual Connect TACACS+認証設定を表示します。 

構文 show tacacs 

例  

 ->show tacacs 
TACACS+情報を表示します。 
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uplinkport 
インターコネクトモジュールのアップリンクポートを管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add uplinkport 既存のネットワークまたは共有アップリンクポートセットに新しいアップリンクポートを追加します。 

構文 add uplinkport <PortID> [Network=<NetworkName> | UplinkSet=<UplinkSetName>] 
[Speed=<Auto|10Mb|100Mb|1Gb|10Gb|40Gb|Disabled>] [Role=<Primary|Secondary>] 
[Autonegotiate=<Default|Disabled>] 

パラメーター  

PortID（必須） 追加するアップリンクポートのID。IDは、エンクロージャー名、インターコネクトベイ、およびポート
番号を1つにまとめて記述したものです。 
• アップリンクセットにFCoEネットワークが含まれていない場合、ポート IDはフォーマット

<EnclosureID>:<InterconnectBay>:<PortNumber>を使用します 
• アップリンクセットにFCoEネットワークが含まれている場合、ポート IDはフォーマット

<InterconnectBay>:<PortNumber>を使用します 
アップリンクポートは、すべてのエンクロージャーに対して構成されます。 
QSFP+ポートの場合、<PortNumber>のフォーマットはQ<x>.<y>です。 

プロパティ  

Network（必須） ポートを追加する既存のネットワーク名（共有アップリンクセット名が指定されていない場合） 

UplinkSet（必須） ポートを追加する既存の共有アップリンクセット名（ネットワーク名が指定されていない場合） 

Speed（オプション） ポートのポート速度を指定します（オプション）。VCモジュールによって異なりますが、有効な値は、
Auto、10Mb、100Mb、1Gb、10Gb、40Gb、およびDisabledです。 
指定しない場合のデフォルトのポート速度はAutoです。アップリンクポートにコネクターがない場合、
構成できる速度はAutoとDisabledだけです。速度制限が適用されます。 

Role（オプション） ネットワークまたは共有アップリンクセットの接続モードとしてFailoverが選択されている場合に、
ポートが担う役割。有効な値は、PrimaryおよびSecondaryです。デフォルト値はPrimaryです。アップ
リンクセットにFCoEネットワークが含まれる場合、Roleプロパティは使用できません。 

Autonegotiate 
（オプション） 

ポートに接続されたケーブルのオートネゴシエーションモード。このプロパティのデフォルト値は、
Defaultです。有効な値は、DisabledおよびDefaultです。Defaultは、取り付けられているコネクタータ
イプの該当するオートネゴシエーション値に適用されます（CR4、SFPの場合はON、それ以外はOFF）。
Disabledの値を指定するとオートネゴシエーションモードはオフになります（CR4の場合はOFF、それ
以外には適用されません） 
注：Autonegotiateは、Qx.1ポートについてのみ設定できます。 

例  

 ->add uplinkport enc0:1:X1 Network=MyNetwork 
MyNetworkという名前のネットワークに新しいアップリンクポート（ベイ1、ポート1）を追加します。 

 ->add uplinkport enc0:2:X4 Network=MyNetwork Speed=1Gb 
ネットワークに新しいアップリンクポート（ベイ2、ポート4）を追加し、ポート速度を設定します。 

 ->add uplinkport enc0:2:X3 UplinkSet=MyUplinkSet 
共有アップリンクセットに新しいアップリンクポート（ベイ2、ポート3）を追加します。 

 ->add uplinkport enc0:2:X4 Network=MyNetwork Role=Primary 
接続モードがFailoverで、ポートの役割がPrimaryの新しいアップリンクポートをネットワークに追加し
ます。 

 ->add uplinkport enc0:1:X2 UplinkSet=MyUplinkSet 
FCoEネットワークを含む共有アップリンクセットに新しいアップリンクポート（ベイ1、ポート2）を
追加します。 

 ->add uplinkport enc0:1:Q1.1 Network=MyNetwork Speed=Auto 
新しいQSFP+アップリンクポート（ベイ1、ポートQ1.1）を、ポート速度をAutoに設定してMyNetwork
という名前のネットワークに追加します。 

 ->add uplinkport enc0:1:Q1.1 Uplinkset=MyUplinkSet Speed=Auto 
ポート速度をAutoに設定して新しいQSFP+アップリンクポート（ベイ1、ポートQ1.1）を共有アップリ
ンクセットに追加します。 
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 ->add uplinkport enc0:1:Q1.1 Network=MyNetwork Speed=40Gb 
新しいQSFP+アップリンクポート（ベイ1、ポートQ1.1）を、ポート速度を40 Gbに設定してMyNetwork
という名前のネットワークに追加します。 

 ->add uplinkport enc0:1:Q1.1 Uplinkset=MyUplinkSet Speed=40Gb 
新しいQSFP+アップリンクポート（ベイ1、ポートQ1.1）を、ポート速度を40 Gbに設定して共有アッ
プリンクセットに追加します。 

 ->add uplinkport enc0:2:Q1.1 network=n1 autonegotiate=disabled  
ネットワークn1にアップリンクポートを追加し、ポートのオートネゴシエーションモードをDisabledに
設定します。 

 ->add uplinkport enc0:2:Q1.1 uplinkset=usp1 autonegotiate=default  
アップリンクセットusp1にアップリンクポートを追加し、ポートのオートネゴシエーションモードを
Defaultに設定します。 

 

項目 説明 

remove uplinkport ネットワークまたは共有アップリンクポートセットからアップリンクポート要素を削
除します。 

構文 remove uplinkport <PortID> [Network=<ネットワーク名> | UplinkSet=<アッ
プリンクセット名>] 

パラメーター  

PortID（必須） ネットワークから削除するポートのID。指定したポートが、事前にネットワークまたは
アップリンクポートセットに追加されていなければなりません。 
• アップリンクセットにFCoEネットワークが含まれていない場合、ポートIDはフォー

マット<EnclosureID>:<InterconnectBay>:<PortNumber>を使用します 
• アップリンクセットにFCoEネットワークが含まれている場合、ポートIDはフォー

マット<InterconnectBay>:<PortNumber>を使用します 
アップリンクポートは、すべてのエンクロージャーに対して構成されます。 
QSFP+ポートの場合、<PortNumber>のフォーマットはQ<x>.<y>です。 

プロパティ  

Network（必須） ポートが削除されたネットワークの名前（アップリンクセット名が指定されていない場合）。 

UplinkSet（必須） ポートが削除された共有アップリンクセットの名前（ネットワーク名が指定されていな
い場合）。 

例  

 ->remove uplinkport enc0:1:X2 Network=MyNetwork 
MyNetworkという名前のネットワークから指定したアップリンクポート（ベイ1、ポー
ト2）を削除します。 

 ->remove uplinkport * Network=BlueNetwork 
BlueNetworkという名前のネットワークからすべてのアップリンクポートを削除します。 

 ->remove uplinkport enc0:2:X3 UplinkSet=SharedUplinkSet1 
共有アップリンクセットから指定したアップリンクポート（ベイ2、ポート3）を削除し
ます。 

 ->remove uplinkport 1:X1 UplinkSet=MyUplinkSet 
FCoEネットワークを含む共有アップリンクセットから、特定のアップリンクポート（ベ
イ1、ポート1）を削除します（ベイグループ内のすべてのモジュールに影響します）。 

 ->remove uplinkport enc0:1:Q1.1 Network=MyNetwork 
MyNetworkという名前のネットワークから、特定のQSFP+アップリンクポート（ベイ1、
ポートQ1.1）を削除します。 

 

項目 説明 

set uplinkport ネットワークまたは共有アップリンクポートセットのメンバーになっているアッ
プリンクポートに変更を加えます。 

構文 set uplinkport <PortID> [Network=<NetworkName>| 
UplinkSet=<UplinkSetName>][Speed=<Auto|10Mb|100Mb|1Gb|10Gb|4
0Gb|Disabled>] [Role=<Primary|Secondary>] 
[Autonegotiate=<Default|Disabled>] 
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パラメーター  

PortID（必須） 変更するポートのID。指定したポートが、事前にネットワークまたは共有アップ
リンクセットに追加されていなければなりません。 
• アップリンクセットにFCoEネットワークが含まれていない場合、ポートIDは

フォーマット<EnclosureID>:<InterconnectBay>:<PortNumber>を使
用します 

• アップリンクセットにFCoEネットワークが含まれている場合、ポートIDは
フォーマット<InterconnectBay>:<PortNumber>を使用します 

アップリンクポートは、すべてのエンクロージャーに対して構成されます。 
QSFP+ポートの場合、<PortNumber>のフォーマットはQ<x>.<y>です。 

プロパティ  

Network（必須） ポートが所属するネットワークの名前（共有アップリンクセット名が指定されて
いない場合） 

UplinkSet（必須） ポートが所属する共有アップリンクセットの名前（ネットワーク名が指定されて
いない場合） 

Speed（オプション） ポートのポート速度を指定します。VCモジュールによって異なりますが、有効な
値は、Auto、10Mb、100Mb、1Gb、10Gb、40Gb、およびDisabledです。 
アップリンクポートにコネクターがない場合、構成できる速度はAutoとDisabled
だけです。速度制限が適用されます。 

Role（オプション） ネットワークまたは共有アップリンクセットの接続モードとしてFailoverが選択
されている場合に、ポートが担う役割。有効な値は、PrimaryおよびSecondaryで
す。デフォルト値はPrimaryです。アップリンクセットにFCoEネットワークが含
まれる場合、Roleプロパティは使用できません。 

Autonegotiate 
（オプション）  

ポートに接続されたケーブルのオートネゴシエーションモード。このプロパティ
のデフォルト値は、Defaultです。有効な値は、DisabledおよびDefaultです。Default
は、取り付けられているコネクタータイプの該当するオートネゴシエーション値
に適用されます（CR4、SFPの場合はON、それ以外はOFF）。Disabledの値を指
定するとオートネゴシエーションモードはオフになります（CR4の場合はOFF、
それ以外には適用されません）。 
注：Autonegotiateは、Qx.1ポートについてのみ設定できます。 

例  

 ->set uplinkport enc0:1:X2 Network=MyNetwork Speed=1Gb 
ネットワークポートのポート速度を変更します。 

 ->set uplinkport enc0:2:X1 Network=MyNetwork Speed=Disabled 
ネットワークに所属する指定したポートを無効にします。 

 ->set uplinkport enc0:2:X4 UplinkSet=MyUplinkSet 
Speed=Disabled 
共有アップリンクセットに所属する指定したポートを無効にします。 

 ->set uplinkport enc0:2:X4 Network=MyNetwork Role=Secondary 
ネットワークまたは共有アップリンクセットの接続モードがFailoverに設定され
たネットワークアップリンクポートの役割を、セカンダリポートの役割を担うよ
うに変更します。 

 ->set uplinkport enc0:1:Q1.1 Network=MyNetwork Speed=Auto 
QSFP+アップリンクポートのポート速度を変更します。 

 ->set uplinkport enc0:1:Q1.1 Uplinkset=MyUplinkSet Speed=Auto 
共有アップリンクセットに属する、QSFP+アップリンクポートのポート速度を変
更します。 

 ->set uplinkport enc0:1:Q1.1 Network=MyNetwork Speed=40Gb 
QSFP+アップリンクポートのポート速度を40Gbに変更します。 

 ->set uplinkport enc0:1:Q1.1 Uplinkset=MyUplinkSet Speed=40Gb 
共有アップリンクセットに属する、QSFP+アップリンクポートのポート速度を
40Gbに変更します。 
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 ->set uplinkport enc0:2:Q1.1 network=n1 autonegotiate=disabled 
ネットワークn1のポートオートネゴシエーションモードをDisabledに変更します。 

 ->set uplinkport enc0:2:Q1.1 uplinkset=usp1 
autonegotiate=default 
アップリンクセットusp1のポートオートネゴシエーションモードをDefaultに変
更します。 

 
 

項目 説明 

show uplinkport ドメインが認識しているすべてのEthernetモジュールのアップリンクポートを表示しま
す。ポートがネットワークまたは共有アップリンクセットのメンバーの場合は、所属先
も表示されます。ポートがリンクされず接続がない場合は、原因が表示されます。考え
られる原因について詳しくは、「ポートステータスの条件」（191ページ）を参照してく
ださい。 

構文 show uplinkport <PortID | *> [FilterBy] 

パラメーター  

PortID（オプション） アップリンクポートのID。PortIDのフォーマットは、<EnclosureID>:<Bay>:<Port
Number>です。 
QSFP+ポートの場合、<PortNumber>のフォーマットはQ<x>.<y>です。 
「*」を使用すると、すべてのアップリンクポートの詳細表示ビューが表示されます。 

FilterBy（オプション） 指定した属性でshowコマンドの出力にフィルターをかけます。このオプションは、
<columnID>=<value>のフォーマットで指定します。たとえば、エンクロージャーenc0
に所属しているアップリンクポートを表示するには、ID=enc0を指定します。RJ-45コ
ネクタータイプを使用しているすべてのポートを表示するには、Type=RJ45を指定しま
す。1つのコマンドに複数のフィルターオプションを指定できます（例：show 
uplinkport ID=enc0 Type=RJ45）。 

例  

 ->show uplinkport 
すべてのアップリンクポートを表示します。 

 ->show uplinkport enc0:5:X6 
ローカルエンクロージャーのベイ5のアップリンクポート6の詳細を表示します。 

 ->show uplinkport * 
エンクロージャーのすべてのアップリンクポートを表示します（詳細表示ビュー）。 

 ->show uplinkport ID=enc0:1 
ローカルエンクロージャーのベイ1のアップリンクポートをすべて表示します。 

 ->show uplinkport status=Linked 
リンクされたすべてのアップリンクポートを表示します。 

 ->show uplinkport ID=enc0:1 type=RJ45 
コネクタータイプがRJ-45であるローカルエンクロージャーのベイ1のアップリンク
ポートをすべて表示します。 

 ->show uplinkport enc0:3:Q1.1 
アップリンクポートenc0:3:Q1.1の詳細情報を表示します。 

 ->show uplinkport ID=enc0:3 type=QSFP+ 
コネクタータイプがQSFP+であるローカルエンクロージャーのベイ3のアップリンク
ポートをすべて表示します。 
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uplinkset 
共有アップリンクセットを管理します。 

サポートされるアクション：add、copy、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add uplinkset 新しい共有アップリンクセットを作成します。 

構文 add uplinkset <UplinkSetName> [ConnectionMode=<Auto|Failover>] 
[LacpTimer=<Domain-Default|Short|Long>] 

パラメーター  

UplinkSetName（必須） 作成する新しい共有アップリンクセットの固有の名前 

プロパティ  

ConnectionMode 
（オプション） 

複数のポートが共有アップリンクセットに追加されたときに形成される接続タイプ
を指定します。有効な値は、AutoおよびFailoverです。デフォルト値は、Autoです。 

LacpTimer（オプション） ドメインのデフォルトLACPタイマーを指定します。有効な値は、Domain-Default、
Short、およびLongです。このプロパティは、ConnectionModeがAutoの場合にのみ
指定できます。 

例  

 ->add uplinkset MyNewUplinkSet 
新しい共有アップリンクセットを作成してドメインに追加します。 

 ->add uplinkset MyNewUplinkSet ConnectionMode=Failover 
新しい共有アップリンクセットを作成し、接続モードをFailoverに設定します。 

 ->add uplinkset MyNewUplinkSet ConnectionMode=Auto 
LacpTimer=Domain-Default 
ドメインのデフォルトLACPタイマーを使用して、新しい共有アップリンクセット
を作成します。 

 
 

項目 説明 

copy uplinkset 共有アップリンクポートセットをコピーします。copy uplinksetコマンドは、
共有アップリンク内のプライベートネットワークのコピーを許可しません。 

構文 copy uplinkset <fromSUS> <toSUS> fromVlanStr=<vlanString> 
toVlanStr=<vlanString> [replace=<all|first|last>] 

パラメーター  

fromSUS（必須） コピー元の共有アップリンクセットの固有の名前 

toSUS（必須） コピー先の共有アップリンクセットの固有の名前 

プロパティ  

fromVlanStr（必須） 置き換えられるネットワーク名文字列の一部。fromVlanStrプロパティは空にすること
はできず、すべての関連付けられたネットワーク名に存在している必要があります。 

toVlanStr（必須） 置き換え後のネットワーク名文字列。新しいネットワーク名は64文字を超えること
はできません。この文字列は空にすることができます。空の場合は、すべての関連
付けられたネットワーク名からfromVlanStrを削除することと同じと見なされます。 

replace（オプション） 発生する文字列の置き換えのインスタンス。有効な値は、all、first、およびlastです。
デフォルト値は、allです。 

例  

 ->copy uplinkset uplinkset_1 uplinkset_2 fromVlanStr=LEFT 
toVlanStr=RIGHT replace=first 
uplinkset_1をuplinkset_2にコピーし、すべての関連付けられたネットワーク名の文
字列にあるLEFTの最初のインスタンスをRIGHTに置き換えます。 
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項目 説明 

remove uplinkset ドメインから共有アップリンクポートセットを削除します。 

構文 remove uplinkset <UplinkSetName | *> 

パラメーター  

UplinkSetName（必須） 既存の共有アップリンクセットの名前。「*」を使用すると、ドメインからすべての
既存の共有アップリンクセットが削除されます。 

例  

 ->remove uplinkset MyUplinkSet 
共有アップリンクセットを削除します。 

 ->remove uplinkset * 
ドメインからすべての共有アップリンクセットを削除します。 

 
 

項目 説明 

set uplinkset 既存の共有アップリンクポートセットに変更を加えます。 

構文 set uplinkset <UplinkSetName> [Name=<NewName>] 
[ConnectionMode=<Auto|Failover>] 
[LacpTimer=<Domain-Default|Short|Long>] 

パラメーター  

UplinkSetName（必須） 変更対象の既存の共有アップリンクセットの名前 

プロパティ  

Name（オプション） 共有アップリンクセットの新しい名前 

ConnectionMode（オプショ
ン） 

複数のポートが共有アップリンクセットに追加されたときに形成される接続タイ
プを指定します。有効な値は、AutoおよびFailoverです。デフォルト値は、Autoで
す。アップリンクセットにFCoEネットワークが含まれる場合、ConnectionModeプ
ロパティは使用できません。 

LacpTimer（オプション） ドメインのデフォルトLACPタイマーを指定します。有効な値は、Domain-Default、
Short、およびLongです。このプロパティは、ConnectionModeがAutoの場合にのみ
指定できます。 

例  

 ->set uplinkset Blue Name=Red 
共有アップリンクセットの名前を、BlueからRedに変更します。 

 ->set uplinkset Blue connectionMode=Failover 
Blueという名前の共有アップリンクセットの接続モードをFailoverに変更します。 

 ->set uplinkset UplinkSet-1 ConnectionMode=Auto LacpTimer=Long 
共有アップリンクセットのLACPタイマー構成を変更します。 

 
 

項目 説明 

show uplinkset 共有アップリンク構成を表示します。 

構文 show uplinkset [<UplinkSetName> | *] 

パラメーター  

UplinkSetName 
（オプション） 

既存の共有アップリンクセットの名前。「*」を使用すると、すべての共有アップリ
ンクセットの詳細表示ビューが表示されます。指定しなかった場合は、すべての共
有アップリンクセットのサマリーが表示されます。 

例  

 ->show uplinkset 
すべての共有アップリンクセットのサマリーを表示します。 

 ->show uplinkset * 
すべての共有アップリンクセットの詳細情報を表示します。 

 ->show uplinkset MyUplinkSet 
MyUplinkSetという名前の共有アップリンクセットの詳細情報を表示します。 
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user-security 
ローカルユーザーのセキュリティ設定を管理します。 

サポートされるアクション：help、set、show 
 

項目 説明 

set user-security ドメインユーザーのセキュリティ設定を変更し、ユーザーパスワードに追加のセ
キュリティ要件を強制的に適用します。 

構文 set user-security [StrongPasswords=<Enabled|Disabled>] 
[MinPasswordLength=<3-40>] 

プロパティ  

StrongPasswords 
（オプション） 

強力なパスワードの適用を有効または無効にします。有効にすると、作成された新
しいローカルユーザーは、指定したパスワード特性に対して検証されます。有効な
値は、EnabledおよびDisabledです。 
ドメインがFIPSモードの場合は、パスワードの強度を変更できません。 

MinPasswordLength 
（オプション） 

新しいユーザーの追加時および既存のパスワードの変更時に入力する新しいパス
ワードについて許容される最小パスワード長。デフォルト値は8です。 
ドメインがFIPSモードの場合は、パスワードの長さを8文字未満にすることができま
せん。 

例  

 ->set user-security StrongPasswords=Enabled 
強力なユーザーパスワードの適用を有効にします。 

 ->set user-security StrongPasswords=Disabled 
強力なユーザーパスワードの適用を無効にします。 

 ->set user-security MinPasswordLength=10 
最小パスワード長を変更します。 

 
 

項目 説明 

show user-security 全般的なドメインユーザーセキュリティ設定を表示します。 

構文 show user-security 

例  

 ->show user-security 
ユーザーセキュリティ設定を表示します。 

 
 

user 
  

 重要：VCドメインがVCEM制御下にあるとき、サーバー役割権限があるユーザーに割り当てられている

役割操作は使用できません。 
  

ローカルドメインのユーザー構成を管理します。 

サポートされるアクション：add、help、remove、set、show 
 

項目 説明 

add user 新しいユーザーを作成してVirtual Connect Managerデータベースに追加します。 

構文 add user <UserName> Password=<password> [FullName=<Full Name>] 
[ContactInfo=<Contact Details>] [Enabled=<True|False>] 
[Roles=<Storage|Network|Server|Domain|*>] 

パラメーター  

UserName（必須） 追加する新しいユーザーの名前。ユーザー名はドメイン内で一意の名前にする必要
があります。最大長は31文字です。 
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項目 説明 

プロパティ  

Password（必須） 新しいユーザーのパスワード。新しいユーザーのパスワードは、コマンドではクリ
アテキストで、プロンプトではマスクされた文字列で入力できます。ドメインが初
めて作成されるとき、デフォルトの最小パスワード長は8文字です。Virtual Connect
では、3～40文字のパスワードを使用できます。set user-securityコマンドを使
用すると、パスワード長を調整できます。 

FullName（オプション） ユーザーのフルネーム 

ContactInfo（オプション） ユーザーの連絡先情報 

Enabled（オプション） ユーザーを有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。指定しない
場合のデフォルトは、trueです。 

Roles（オプション） ユーザーに許可する役割。有効な値は、domain、server、network、storageの任意の
組み合わせで、コンマで区切って指定します。役割を指定しない場合は、ユーザーは
ドメイン情報のみ表示できます。「*」を使用すると、すべての役割が指定されます。 

例  

 ->add user steve Password=fgY87hHl 
最低限のプロパティを指定して新しいユーザーを追加します。 

 ->add user bill Password=HGtwf7272562 Roles="domain,network" 
FullName="Bill Johnson" ContactInfo=billj@company.com 
Enabled=true 
新しいユーザーを追加し、追加のユーザープロパティを構成します。 

 ->add user Admin Password=hjkhfd Roles=* 
すべての役割を備えたAdminという名前のユーザーを追加します。 

 
 

項目 説明 

remove user Virtual Connect Managerデータベースからユーザーを削除します。 

構文 remove user <username | *> 

パラメーター  

UserName（必須） 削除する既存のユーザーの名前。「*」を使用すると、デフォルトのAdministratorアカ
ウントを除くすべてのユーザーが削除されます。 

例  

 ->remove user steve 
名前で指定したユーザーを削除します。 

 ->remove user * 
デフォルトのAdministratorアカウントを除くすべてのユーザーを削除します。 

 
 

項目 説明 

set user 既存のユーザーの属性を変更します。 

構文 set user <UserName> [<password>] [FullName=<Full Name>] 
[ContactInfo=<Contact Details>] [Enabled=<True|False>] 
[Roles=<Storage|Network|Server|Domain|*>] 

パラメーター  

UserName（必須） 変更するユーザーの名前 

プロパティ  

Password（オプション） ユーザーの新しいパスワードは、コマンドにクリアテキストで入力できます。
Passwordの値が空白の場合、パスワードを入力するためのプロンプトが表示され、
入力する文字はマスクされます。ドメインが初めて作成されるとき、デフォルトの
最小パスワード長は8文字です。Virtual Connectでは、3～40文字のパスワードを使
用できます。set user-securityコマンドを使用すると、パスワード長を調整で
きます。 

FullName（オプション） ユーザーのフルネーム 
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項目 説明 

ContactInfo（オプション） ユーザーの連絡先情報 

Enabled（オプション） ユーザーを有効または無効にします。有効な値は、trueおよびfalseです。デフォルト
値は、trueです。 

Roles（オプション） ユーザーに許可する役割。有効な値は、domain、server、network、storageの任意の
組み合わせで、コンマで区切って指定します。役割を指定しない場合は、ユーザーは
ドメイン情報のみ表示できます。「*」を使用すると、すべての役割が指定されます。 

例  

 ->set user steve Password=fgY87hHl 
既存のユーザーのパスワードを変更します。 

 ->set user steve Password 
既存のユーザーのパスワードを変更します。この場合、パスワードはプロンプトに
マスクされた文字列で入力します。 

 ->set user bill Password=HGtwf7272562 Roles="domain,network" 
FullName="Bill Johnson" ContactInfo=billj@company.com 
Enabled=true 
既存のユーザーの複数のプロパティを変更します。 

 ->set user tom roles=* 
ユーザーtomにすべての権限を与えます。 

 
 

項目 説明 

show user ユーザーの概要または詳細を表示します。 

構文 show user [<username|*>] 

パラメーター  

UserName（オプション） VCドメイン内の既存のユーザーの名前。指定しなかった場合は、すべてのユーザー
のサマリーが表示されます。「*」を使用すると、すべてのユーザーの詳細情報が表
示されます。 

例  

 ->show user 
すべての既存のユーザーをリストします。 

 ->show user steve 
名前で指定された既存のユーザーの詳細情報を表示します。 

 ->show user * 
既存のすべてのユーザーの詳細情報を表示します。 

 
 

vcm 
Virtual Connect Managerをリセットします。 

サポートされるアクション：help、reset 
 

項目 説明 

reset vcm Virtual Connect Managerをリセットします。バックアップVCMを利用できる場
合は、バックアップVCMへのフェイルオーバーも指定できます（オプション）。 
重要：VCMをリセットすると、Virtual Connect Managerとの接続が一時的に
切断されます。バックアップVCMがある構成でフェイルオーバーを指定する
場合は、ユーザーがログオフされるため、バックアップVCMのIPアドレスを
使用して再接続する必要があります。 

構文 reset vcm [-failover] 

オプション  

Failover 現在のプライマリVCMからバックアップVCMへのフェイルオーバーを強制
的に実施します。 
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項目 説明 

例  

 ->reset vcm 
Virtual Connect Managerをリセットします。 

 ->reset vcm -failover 
Virtual Connect Managerをリセットして、バックアップVCM（利用できる場
合）へのフェイルオーバーを強制的に実施します。 

 
 

version 
CLIのバージョン情報を表示します。 

サポートされるアクション：help、show 
 

項目 説明 

show version CLIのバージョン情報を表示します。 

構文 show version 

例 ->show version 
CLIのバージョンおよび著作権情報を表示します。 

 
 

ユーザーの役割 
次の表に、CLIコマンドに必要なユーザーの役割を示します。 
 

コマンド 要素 ドメイン ネットワーク サーバー ストレージ すべての

アクセス 

add banner ○ - - - - 

 enet-connection - - ○ - - 

 fabric - - - ○ - 

 fc-connection - - ○ - - 

 fcoe-connection - - ○ - - 

 isci-connection - - ○ - - 

 storage-management - - - ○ - 

 ldap-group ○ - - - - 

 radius-group ○ - - - - 

 log-target ○ - - - - 

 mfs-filter - - ○ - - 

 mcast-filter - - ○ - - 

 mcast-filter-rule - - ○ - - 

 mcast-filter-set - - ○ - - 

 nag-network - ○ - - - 

 network - ○ - - - 

 network-access-group - ○ - - - 

 port-monitor - ○ ○ - - 

 profile - - ○ - - 
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コマンド 要素 ドメイン ネットワーク サーバー ストレージ すべての

アクセス 

 server-port-map - - ○ - - 

 sflow-ports ○ ○ ○ - - 

 sflow-receiver ○ ○ ○ - - 

 snmp-access ○ ○ - - - 

 snmp-trap ○ ○ - - - 

 uplinkport - ○ - - - 

 uplinkset - ○ - - - 

 user ○ - - - - 

assign profile - - ○ - - 

copy profile - - ○ - - 

delete domain ○ - - - - 

exit - ○ ○ ○ ○ ○ 

help - ○ ○ ○ ○ ○ 

import enclosure ○ - - - - 

load ldap-certificate ○ - - - - 

 profile - - ○ - - 

 ssh ○ - - - - 

 ssl-certificate ○ - - - - 

poweroff server - - ○ - - 

poweron server - - ○ - - 

reboot server - - ○ - - 

remove banner ○ - - - - 

 enclosure ○ - - - - 

 enet-connection - - ○ - - 

 external-manager ○ - - - - 

 fabric - - - ○ - 

 fc-connection - - ○ - - 

 fcoe-connection - - ○ - - 

 iscsi-boot-param - - ○ - - 

 iscsi-connection - - ○ - - 

 sflow-ports ○ ○ ○ - - 

 sflow-receiver ○ ○ ○ - - 

 storage-management - - - ○ - 

 ldap-certificate ○ - - - - 

 ldap-group ○ - - - - 

 radius-group ○ - - - - 

 log-target ○ - - - - 
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コマンド 要素 ドメイン ネットワーク サーバー ストレージ すべての

アクセス 

 mfs-filter - - ○ - - 

 mcast-filter - - ○ - - 

 mcast-filter-set - - ○ - - 

 nag-network - ○ - - - 

 network - ○ - - - 

 network-access-group - ○ - - - 

 port-monitor - ○ ○ - - 

 profile - - ○ - - 

 server-port-map - - ○ - - 

 snmp-access ○ ○ - - - 

 snmp-trap ○ ○ - - - 

 ssh ○ - - - - 

 uplinkport - ○ - - - 

 uplinkset - ○ - - - 

 user ○ - - - - 

reset loop-protect - ○ - - - 

 port-protect - ○ - - - 

 qos - ○ - - - 

 sflow-module ○ ○ ○ - - 

 statistics - ○ - - - 

 vcm ○ - - - - 

save configbackup ○ - - - - 

 profile ○ ○ ○ ○ ○ 

 ssl-csr ○ - - - - 

 supportinfo ○ ○ ○ ○ ○ 

set auto-deployment ○ - - - - 

 configuration ○ - - - - 

 domain ○ - - - - 

 enet-connection - - ○ - - 

 enet-vlan - ○ - - - 

 external-manager ○ - - - - 

 fabric - - - ○ - 

 fc-connection - - ○ - - 

 fcoe-connection - - ○ - - 

 igmp - ○ - - - 

 interconnect ○ - - - - 

 iscsi-boot-param - - ○ - - 
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コマンド 要素 ドメイン ネットワーク サーバー ストレージ すべての

アクセス 

 iscsi-connection - - ○ - - 

 storage-management - - - ○ - 

 lacp-timer - ○ - - - 

 ldap ○ - - - - 

 ldap-group ○ - - - - 

 local-users ○* - - - - 

 radius ○ - - - - 

 radius-group ○ - - - - 

 tacacs ○ - - - - 

 role ○ - - - - 

 link-dist-interval - - - ○ - 

 log-target ○ - - - - 

 loop-protect - ○ - - - 

 mac-cache - ○ - - - 

 mcast-filter - - ○ - - 

 mcast-filter-set - - ○ - - 

 network - ○ - - - 

 network-access-group - ○ - - - 

 port-monitor - ○ ○ - - 

 port-protect - ○ - - - 

 profile - - ○ - - 

 qos - ○ - - - 

 qos-class - ○ - - - 

 qos-classifier - ○ - - - 

 qos-map - ○ - - - 

 serverid - - ○ - - 

 server-port-map - - ○ - - 

 session ○ - - - - 

 sflow ○ ○ ○ - - 

 sflow-module ○ ○ ○ - - 

 sflow-ports ○ ○ ○ - - 

 sflow-receiver ○ ○ ○ - - 

 snmp ○ ○ - - - 

 snmp-trap ○ ○ - - - 

 ssl ○ - - - - 

 statistics-throughput - ○ - - - 

 uplinkport - ○ - - - 
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コマンド 要素 ドメイン ネットワーク サーバー ストレージ すべての

アクセス 

 uplinkset - ○ - - - 

 user ○ - - - - 

 user-security ○ - - - - 

show all ○ ○ ○ ○ ○ 

 auto-deployment      

 activity ○ ○ ○ ○ ○ 

 banner ○ ○ ○ ○ ○ 

 configuration ○ - - - - 

 connection-map ○ ○ ○ ○ ○ 

 devicebay ○ ○ ○ ○ ○ 

 domain ○ ○ ○ ○ ○ 

 enclosure ○ ○ ○ ○ ○ 

 enet-connection ○ ○ ○ ○ ○ 

 enet-vlan ○ ○ ○ ○ ○ 

 external-manager ○ ○ ○ ○ ○ 

 fabric ○ ○ ○ ○ ○ 

 fc-connection ○ ○ ○ ○ ○ 

 fcoe-connection ○ ○ ○ ○ ○ 

 firmware ○ ○ ○ ○ ○ 

 igmp ○ ○ ○ ○ ○ 

 igmp-group ○ ○ ○ ○ ○ 

 interconnect ○ ○ ○ ○ ○ 

 interconnect-mac-table ○ ○ ○ ○ ○ 

 iscsi-boot-param ○ ○ ○ ○ ○ 

 iscsi-connection ○ ○ ○ ○ ○ 

 storage-management ○ ○ ○ ○ ○ 

 lacp-timer - ○ - - - 

 ldap ○ ○ ○ ○ ○ 

 ldap-certificate ○ ○ ○ ○ ○ 

 ldap-group ○ ○ ○ ○ ○ 

 local-users ○ ○ ○ ○ ○ 

 mcast-filter - - ○ - - 

 mcast-filter-rule - - ○ - - 

 mcast-filter-set - - ○ - - 

 name-server ○ ○ ○ ○ ○ 

 qos ○ ○ ○ ○ ○ 

 qos-class ○ ○ ○ ○ ○ 
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コマンド 要素 ドメイン ネットワーク サーバー ストレージ すべての

アクセス 

 qos-classifier ○ ○ ○ ○ ○ 

 qos-map ○ ○ ○ ○ ○ 

 radius ○ ○ ○ ○ ○ 

 radius-group ○ ○ ○ ○ ○ 

 sflow ○ ○ ○ ○ ○ 

 sflow-receiver ○ ○ ○ ○ ○ 

 sflow-module ○ ○ ○ ○ ○ 

 sflow-ports ○ ○ ○ ○ ○ 

 tacacs ○ ○ ○ ○ ○ 

 role ○ ○ ○ ○ ○ 

 link-dist-interval ○ ○ ○ ○ ○ 

 lldp ○ ○ ○ ○ ○ 

 log-target ○ ○ ○ ○ ○ 

 loop-protect ○ ○ ○ ○ ○ 

 mac-cache ○ ○ ○ ○ ○ 

 nag-network ○ ○ ○ ○ ○ 

 network ○ ○ ○ ○ ○ 

 network-access-group ○ ○ ○ ○ ○ 

 port-monitor ○ ○ ○ ○ ○ 

 port-protect ○ ○ ○ ○ ○ 

 profile ○ ○ ○ ○ ○ 

 config ○ - - - - 

 server ○ ○ ○ ○ ○ 

 serverid ○ ○ ○ ○ ○ 

 server-port ○ ○ ○ ○ ○ 

 server-port-map ○ ○ ○ ○ ○ 

 session ○ - - - - 

 snmp ○ ○ ○ ○ ○ 

 snmp-access ○ ○ ○ ○ ○ 

 snmp-trap ○ ○ ○ ○ ○ 

 ssh ○ ○ ○ ○ ○ 

 ssl ○ ○ ○ ○ ○ 

 ssl-certificate ○ ○ ○ ○ ○ 

 stackinglink ○ ○ ○ ○ ○ 

 statistics ○ ○ ○ ○ ○ 

 statistics-throughput ○ ○ ○ ○ ○ 

 status ○ ○ ○ ○ ○ 
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コマンド 要素 ドメイン ネットワーク サーバー ストレージ すべての

アクセス 

 systemlog ○ - - - - 

 uplinkport ○ ○ ○ ○ ○ 

 uplinkset ○ ○ ○ ○ ○ 

 user ○ - - - - 

 user-security ○ ○ ○ ○ ○ 

 version ○ ○ ○ ○ ○ 

start auto-deployment ○ - - - - 

stop auto-deployment ○ - - - - 

test log-target ○ ○ ○ ○ ○ 

 snmp-trap ○ ○ ○ ○ ○ 

unassign profile - - ○ - - 
 

* ローカルユーザー認証を有効または無効にするには、ドメイン権限を持つリモート（LDAP、RADIUS、またはTACACS）
ユーザーとしてログインしている必要があります。プライマリリモート認証方法は、ドメイン権限を持つ任意のユーザー
が設定できます。 

 

ヘルプサブシステム 
ヘルプサブシステムは、次の3つのオプションで構成されます。 

• ヘルプ一覧 - サポートされるすべての操作とその簡単な説明をリストに表示します。 
>help (or ?) 

add  add an element to an existing object 

assign  assign a server profile to a device bay 

. . . 

• サブコマンドヘルプ - サポートされる管理対象エレメントなど、各サブコマンドに関連付けられたヘルプ情

報を表示します。 
>assign -help (or assign ?) 

assign a server profile to a device bay 

 

Managed Elements: 

profile 

 

Examples: 

assign profile MyProfile enc0:1 

• 管理エレメントヘルプ - 特定のサブコマンドでサポートされるオブジェクトのリストを提供します。管理エ

レメントの簡単な説明、管理モデルで各エレメントが表すものを示します。 
->help devicebay 

 

General Enclosure Device Bay settings and information 

 

Supported Subcommands: 

help 

show 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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->show devicebay -help 

 

Description: 

 

  This command displays all device bays in the domain 

 

Syntax: 

 

  show devicebay [<DeviceBayName> | *] 

 

Parameters: 

 

  DeviceBayName : The reference name of a device bay in the domain. 

 The format of the device bay name is  

      <EnclosureID:DeviceBay> 

 

Examples: 

 

  - Display a summary listing of all device bays: 

    ->show devicebay 

 

  - Show detailed information for all device bays: 

    ->show device bay * 

 

  - Show detailed information for a specific device bay 2 of 

    a specific enclosure: 

    ->show devicebay enc0:2 
 

出力形式 
CLIには、次の2つの出力形式があります。 

• 対話型ユーザー出力形式 

• スクリプタブル出力形式 

デフォルトは、対話型ユーザー出力形式です。ただし、コマンドラインオプションを使用して、「構文解析しやすい」

出力形式を指定することもできます。この形式では、CLIを起動する自動化スクリプトが解釈しやすい形式でデータ

が提供されます。出力形式の違いは主にCLIインフラストラクチャのshowサブコマンドに影響を及ぼします。情報

項目の大部分は、このshowサブコマンドで表示されます。 
 

対話型ユーザー出力形式 
対話型ユーザー出力形式では、コマンドラインに情報が理解しやすいスタイルで表示されます。データの複数のイ

ンスタンスを概要（リスト）の形式で提供する場合は、表形式のテキストが表示されます。データの個々のインス

タンスを表示する場合は、スタンザ形式が使われます。 

例1：ユーザーリストを示す表形式のテキスト出力 

->show user 



 

コマンドライン 152 

===================================================================================== 

UserName         Roles      Roles Operations   FullName       ContactInfo           Enabled 

===================================================================================== 

Administrator   domain     FirmwareUpdate       -- --            -- --               true 

                  server     PortMonitoring 

                  network    RestoreConfig 

                  storage    SaveConfig 

                               SupportFiles 

------------------------------------------------------------------------------------- 

steve          domain     FirmwareUpdate     Steve Johnson   steve.johnson@hp.com   true 

                server     PortMonitoring 

                network    RestoreConfig 

                storage    SaveConfig 

                             SupportFiles 

------------------------------------------------------------------------------------- 

例2：1つのユーザーインスタンスを示すスタンザ形式の出力 
->show user steve 

UserName : steve 

Roles : domain,server,network,storage 

Role Operations : 
FirmwareUpdate,PortMonitoring,RestoreConfig,SaveConfig,SupportFiles 

FullName : Steve Johnson 

ContactInfo : steve.johnson@hp.com 

Enabled : true 

例3：すべてのユーザーの詳細情報を示すスタンザ形式の出力 
->show user * 

UserName : Administrator 

Roles : domain,server,network,storage 

Role Operations : 
FirmwareUpdate,PortMonitoring,RestoreConfig,SaveConfig,SupportFiles 

FullName : -- -- 

ContactInfo : -- -- 

Enabled : true 

 

UserName : steve 

Roles : domain,server,network,storage 

Role Operations : 
FirmwareUpdate,PortMonitoring,RestoreConfig,SaveConfig,SupportFiles 

FullName : Steve Johnson 

ContactInfo : steve.johnson@hp.com 

Enabled : true 
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スクリプタブル出力形式 
各スクリプトは、スクリプタブル出力形式を利用して、CLIコマンドを起動しコマンドの応答を受け取ります。この

応答は、スクリプトが簡単に解析できる形式で提供されます。この機能は、利用可能な2つのオプション

（-output=script1および-output=script2）で提供されます。以下ではこの2つのオプションについて詳しく説明しま

す。表見出しやラベル抜きで出力を表示するには、no-headers出力オプションを追加します。 
  

 重要：データ内に区切り文字がある場合、全体を二重引用符で囲みます。 

  

CLIコマンドスクリプトを作成する場合は、リモートのVC Managerに対してリモート管理操作を実行するスクリプ

ティングクライアントは1つだけにしてください。1つのVC Managerに対して複数のスクリプティングクライアン

トから過重な負荷がかかるCLIコマンドを実行すると、一部の管理コマンドが失敗することがあります。場合によっ

ては、正しい復旧のためにプライマリモジュールのリセットが必要になることがあります。 

• Script1出力形式 

script1出力形式は、名前-値ペア形式を使用して出力をフォーマットするために使用できます。区切り文字に

は等号（=）を使用します。等号の左側にあるすべてのテキストがプロパティの「名前」、右側のテキストがプ

ロパティの「値」を示します。no-headersオプションが追加されている場合は、値だけが表示されます。各プ

ロパティは、別々の行に表示されます。 

• Script2出力形式 

区切り文字としてセミコロンを使用してすべてのインスタンスデータを1行でフォーマットする場合は、

script2出力形式を使用できます。最初の行にはプロパティの名前が表示されます。この形式は、最初の行にカ

ラムラベルの一覧を表示し残りの行に実際のデータを表示する、データの「表」と一致します。各行が、デー

タの1つのインスタンスを示します。たとえば、ユーザーを示す場合は、各行に1つのユーザーインスタンスに

対応するすべてのデータが表示されます。 

以下では、スクリプト出力形式オプションを使用する場合に、よくあるケースをいくつか示します。 

例1：すべてのエンクロージャーを示すスクリプタブル出力形式 
->show enclosure -output=script1 

ID=enc0 

Name=Enclosure1 

Import Status=Imported 

Serial Number=USE0000BK2 

Part Number=403321-021 

Asset Tag=OA ASSET 453 

例2：Administratorユーザーの情報を示すスクリプタブル出力形式 
->show user Administrator -output=script1 

User Name=Administrator 

Roles=domain,server,network,storage 

Role 
Operations=FirmwareUpdate,PortMonitoring,RestoreConfig,SaveConfig,SupportFiles 

Full Name=-- -- 

Contact Info=-- -- 

Enabled=true 

例3：すべてのユーザーを示すスクリプタブル出力形式（表見出しあり） 
->show user -output=script2 

UserName;Roles;Role Operations;FullName;Contact Info;Enabled 

Administrator;domain server network storage;FirmwareUpdate PortMonitoring 
RestoreConfig SaveConfig SupportFiles;-- --;-- --;true 

steve;domain server network storage;FirmwareUpdate PortMonitoring RestoreConfig 
SaveConfig SupportFiles;Steve Johnson;steve.johnson@hp.com;true 
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例4：すべてのユーザーを示すスクリプタブル出力形式（表見出しなし） 
->show user -output=script2,no-headers 

Administrator;domain server network storage;FirmwareUpdate PortMonitoring 
RestoreConfig SaveConfig SupportFiles;-- --;-- --;true 

steve;domain server network storage;FirmwareUpdate PortMonitoring RestoreConfig 
SaveConfig SupportFiles;Steve Johnson;steve.johnson@hp.com;true 

例5：1人のユーザーを示すスクリプタブル出力形式（表見出しあり） 
->show user steve -output=script2 

UserName;Roles;Role Operations;FullName;Contact Info;Enabled 

steve;domain,server,network,storage;FirmwareUpdate,PortMonitoring,RestoreConfig,S
aveConfig,SupportFiles;Steve Johnson;steve.johnson@hp.com;true 

例6：1人のユーザーを示すスクリプタブル出力形式（表見出しなし） 
->show user steve -output=script2,no-headers 

steve;domain,server,network,storage;FirmwareUpdate,PortMonitoring,RestoreConfig,S
aveConfig,SupportFiles;Steve Johnson;steve.johnson@hp.com;true 

 

ポート統計情報の説明 
ポート統計情報を検索するには、以下の各項を使用します。 

 

Ethernetモジュールポートの統計情報 
   

名称 RFC 説明 

rfc1213_IfInDiscards 1213 エラーが検出されなかったにもかかわらず、上位層のプロトコルへの配
信を防ぐため破棄されたインバウンドパケットの数。これらのパケット
はバッファー領域を利用可能にするために破棄できます。 

rfc1213_IfInErrors 1213 上位層のプロトコルへの配信を妨げるエラーが含まれていたインバウン
ドパケットの数 

rfc1213_IfInNUcastPkts 1213 上位レベルのプロトコルによって非ユニキャストアドレス（サブネット
ワークブロードキャストアドレスまたはサブネットワークマルチキャス
トアドレスなど）への送信が要求されたパケットの総数（破棄されたパ
ケットまたは送信されなかったパケットを含む） 

rfc1213_IfInOctets 1213 インターフェイス上で受信された総オクテット数（フレーミング文字を
含む） 

rfc1213_IInUcastPkts 1213 上位層のプロトコルに配信されたサブネットワークユニキャストパケッ
トの数 

rfc1213_IfInUnknown 
Protos 

1213 不明なプロトコルまたはサポートされていないプロトコルのために破棄
された、インターフェイスを介して受信されたパケットの数 

rfc1213_IfOutDiscards 1213 エラーが検出されなかったにもかかわらず、送信を防ぐため破棄された
アウトバウンドパケットの数。これらのパケットはバッファー領域を利
用可能にするために破棄できます。 

rfc1213_IOutErrors 1213 エラーのために送信できなかったアウトバウンドパケットの数 

rfc1213_IfOutNUcastPkts 1213 上位レベルのプロトコルによってサブネットワークユニキャストアドレ
スへの送信が要求されたパケットの総数（破棄されたパケットまたは送
信されなかったパケットを含む） 

rfc1213_IfOutOctets 1213 インターフェイスを介して送信された総オクテット数（フレーミング文
字を含む） 

rfc1213_IfOutQLen 1213 出力パケットキューの長さ（パケット数） 
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名称 RFC 説明 

rfc1213_IfOutUcastPkts 1213 上位レベルのプロトコルによってサブネットワークユニキャストアドレ
スへの送信が要求されたパケットの総数（破棄されたパケットまたは送
信されなかったパケットを含む） 

rfc1213_IpForwDatagrams 1213 このエンティティが最後のIP送信先ではないため、その最後の送信先へ
のルートを見つけようとしている入力データグラムの数。IPゲートウェ
イとして機能していないエンティティの場合、このカウンターに含まれ
るのは、このエンティティを介してソースルートされて、ソースルート
オプションの処理が成功したパケットだけです。 

rfc1213_IpInDiscards 1213 問題が検出されなかったにもかかわらず、処理の続行を防ぐため破棄さ
れた入力データグラムの数。これらのデータグラムはバッファー領域を
利用可能にするために破棄できます。 
このカウンターには、再構成の待機中に破棄されたデータグラムは含ま
れません。 

rfc1213_IpInHdrErrors 1213 IPヘッダー内のエラーのために破棄された入力データグラムの数。考え
られるエラーには、チェックサムの異常、バージョン番号の不一致、
フォーマットエラー、time-to-liveの超過、IPオプションの処理中に発見
されたエラーなどがあります。 

rfc1213_IpInReceives 1213 インターフェイスから受信された入力データグラムの総数（誤って受信
されたデータグラムを含む） 

rfc1493_Dot1dBasePort 
DelayExceededDiscards 

1493 ブリッジを介した通過遅延が大きすぎるために、このポートによって破
棄されたフレームの数（透過ブリッジとソースルートブリッジの両方に
よって増加される） 

rfc1213_Dot1dBasePort 
MtuExceededDiscards 

1493 サイズが大きすぎるために、このポートによって破棄されたフレームの
数（透過ブリッジとソースルートブリッジの両方によって増加される） 

rfc1213_Dot1dPortIn 
Discards 

1493 受信された後、転送プロセスによって破棄（フィルタリング）された有
効なフレームの数 

rfc1213_Dot1dTpPortIn 
Frames 

1493 このポートがそのセグメントから受信したフレームの数。このポートに
対応するインターフェイス上で受信されたフレームがこのオブジェクト
によってカウントされるのは、そのフレームがローカルブリッジ機能（ブ
リッジ管理フレームを含む）によって処理されているプロトコルの場合
だけです。 

rfc1757_StatsBroadcast 
Pkts 

1757 サンプリング期間に受信され、ブロードキャストアドレスに転送された
正常な受信パケットの数 

rfc1757_StatsCRCAlign 
Errors 

1757 長さは64～1518オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオク
テットは含む）であったが、オクテットの整数倍での不良FCS（FCSエ
ラー）か、またはオクテットの整数倍でない不良FCS（アラインメント
エラー）のどちらかを含んでいた受信パケットの総数。 
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名称 RFC 説明 

rfc1757_StatsCollisions 1757 このEthernetセグメント上で発生した衝突の総数の最適な見積もり。返
される値は、RMONプローブの場所によって異なります。IEEE規格802.3
のセクション8.2.1.3（10BASE-5）およびセクション10.3.1.3（10BASE-2）
では、3つ以上のステーションが同時に送信を行う場合、ステーションは
受信モードで衝突を検出する必要があると規定されています。一方、リ
ピーターポートは、2つ以上のステーションが同時に送信を行う場合に衝
突を検出する必要があります。そのため、リピーターポートに配置され
ているプローブは、同じセグメント上のステーションに接続されている
プローブより多くの衝突を記録できる可能性があります。 
10BASE-Tの場合、プローブの場所が果たす役割は小さくなります。IEEE
規格802.3のセクション14.2.1.4（10BASE-T）では、衝突を、DO回路と
RD回路上に信号が同時に存在している（同時に送受信している）ことと
定義しています。10BASE-Tステーションが衝突を検出できるのは、送
信時だけです。そのため、ステーションとリピーターに配置されている
プローブは同じ数の衝突を報告するはずです。 
リピーター内部のRMONプローブでは、理想的には、リピーターと1つ
または複数の他のホストの間の衝突（IEEE 802.3kで定義されている送信
の衝突）に加えて、そのリピーターの接続先のいずれかの同軸セグメン
ト上で検出されるレシーバーの衝突が報告されるはずです。 

rfc1757_StatsDropEvents 1757 リソース不足のために、プローブによってパケットが破棄されたイベン
トの総数。この数は、この状態が検出された回数を示しており、必ずし
も破棄されたパケットの数と等しくありません。 

rfc1757_StatsFragments 1757 64オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオクテットは含む）
より短く、オクテットの整数倍での不良FCS（FCSエラー）か、または
オクテットの整数倍でない不良FCS（アラインメントエラー）のどちら
かを含んでいた受信パケットの総数。 
小さすぎるパケット（衝突のために発生することは正常）とノイズヒッ
トの両方がカウントされるため、ethreStatsFragmentsが増加するのはき
わめて正常です。 

rfc1757_StatsJabbers 1757 1518オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオクテットは含む）
より長く、オクテットの整数倍での不良FCS（FCSエラー）か、または
オクテットの整数倍でない不良FCS（アラインメントエラー）のどちら
かを含んでいた受信パケットの総数。 
このジャバの定義は、IEEE-802.3セクション8.2.1.5（10BASE5）および
セクション10.3.1.4（10BASE2）の定義とは異なります。これらのドキュ
メントでは、ジャバを、任意のパケットが20 msを超える状態と定義し
ています。ジャバを検出するための許可される範囲は、20～150 msです。 

rfc1757_StatsMulticastPkts 1757 マルチキャストアドレスに転送された正常な受信パケットの総数。この数
には、ブロードキャストアドレスに転送されたパケットは含まれません。 

rfc1757_StatsOctets 1757 ネットワークで受信されたデータ（不良パケット内のデータを含む）の
総オクテット数（フレーミングビットを除くが、FCSオクテットは含む）。 
このオブジェクトは、Ethernet利用率の妥当な見積もりとして使用でき
ます。より高い精度が必要な場合は、etherStatsPktsオブジェクトと
etherStatsOctetsオブジェクトを、共通の間隔の前と後にサンプリングし
ます。サンプリングされた値の違いが、それぞれ[Pkts]と[Octets]であり、
間隔の秒数が[Interval]です。これらの値は、次の式で利用率を計算する
ために使用されます： 
Utilization = [(Pkts * (9.6 + 6.4) + (Octets * .8)) / (Interval * 10,000)] 
この数式の結果である[Utilization]の値は、Ethernetセグメントのパーセ
ントの利用率（0～100%）です。 

rfc1757_StatsOversizePkts 1757 1518オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオクテットは含む）
より長いが、それ以外の形式は正しかった受信パケットの総数 

rfc1757_StatsPkts 1757 受信されたパケットの総数（不良パケット、ブロードキャストパケット、
およびマルチキャストパケットを含む） 

rfc1757_StatsPkts1024to 
1518Octets 

1757 長さが1024～1518オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオク
テットは含む）であった受信パケットの総数（不良パケットを含む） 
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名称 RFC 説明 

rfc1757_StatsPkts128to 
255Octets 

1757 長さが128～255オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオク
テットは含む）であった受信パケットの総数（不良パケットを含む） 

rfc1757_StatsPkts256to 
511Octets 

1757 長さが256～511オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオク
テットは含む）であった受信パケットの総数（不良パケットを含む） 

rfc1757_StatsPkts512to 
1023Octets 

1757 長さが512～1023オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオク
テットは含む）であった受信パケットの総数（不良パケットを含む） 

rfc1757_StatsPkts64Octets 1757 長さが64オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオクテットは
含む）であった受信パケットの総数（不良パケットを含む） 

rfc1757_StatsPkts65to 
127Octets 

1757 長さが65～127オクテット（フレーミングビットを除くが、FCSオクテッ
トは含む）であった受信パケットの総数（不良パケットを含む） 

rfc1757_StatsTXNoErrors 1757 エラーなしで送信されたすべてのパケット（過大パケットを除く） 

rfc1757_StatsUndersize 
Pkts 

1757 サンプリング間隔での、64オクテット（フレーミングビットを除くが、
FCSオクテットは含む）より短いが、それ以外の形式は正しかった受信
パケットの数 

rfc2233_IfHCInBroadcast 
Pkts 

2233 このサブレイヤーによって上位サブレイヤーに配信されたパケットのう
ち、このサブレイヤーにあるブロードキャストアドレスに宛てられてい
たパケットの数。このオブジェクトは、ifInBroadcastPktsの64ビットバー
ジョンです。このカウンターの値は、管理システムが再初期化されると
きやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続にな
る可能性があります。 

rfc2233_IfHCInMulticast 
Pkts 

2233 このサブレイヤーによって上位サブレイヤーに配信されたパケットのう
ち、このサブレイヤーにあるマルチキャストアドレスに宛てられていた
パケットの数。MAC層プロトコルの場合、これには[Group]アドレスと
[Functional]アドレスの両方が含まれます。このオブジェクトは、
ifInMulticastPktsの64ビットバージョンです。 
このカウンターの値は、管理システムが再初期化されるときや
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2233_IfHCInOctets 2233 インターフェイス上で受信された総オクテット数（フレーミング文字を
含む）。このオブジェクトは、ifInOctetsの64ビットバージョンです。こ
のカウンターの値は、管理システムが再初期化されるときや
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2233_IfHCOutUcastPkts 2233 上位レベルのプロトコルによって送信が要求されたが、このサブレイ
ヤーにあるマルチキャストまたはブロードキャストアドレスに宛てられ
ていなかったパケットの総数（破棄されたパケットまたは送信されな
かったパケットを含む）。このオブジェクトは、ifOutUcastPktsの64ビッ
トバージョンです。このカウンターの値は、管理システムが再初期化さ
れるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連
続になる可能性があります。 

rfc2233_IfHCOut 
BroadcastPkts 

2233 上位レベルのプロトコルによって送信が要求されたパケットのうち、こ
のサブレイヤーにあるブロードキャストアドレスに宛てられていたパ
ケットの総数（破棄されたパケットまたは送信されなかったパケットを
含む）。このオブジェクトは、ifOutBroadcastPktsの64ビットバージョン
です。このカウンターの値は、管理システムが再初期化されるときや
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2233_IfHCOutMulticast 
Pkts 

2233 上位レベルのプロトコルによって送信が要求されたパケットのうち、こ
のサブレイヤーにあるマルチキャストアドレスに宛てられていたパケッ
トの総数（破棄されたパケットまたは送信されなかったパケットを含
む）。MAC層プロトコルの場合、これには[Group]アドレスと[Functional]
アドレスの両方が含まれます。このオブジェクトは、ifOutMulticastPkts
の64ビットバージョンです。このカウンターの値は、管理システムが再
初期化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時
間に不連続になる可能性があります。 
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rfc2233_IfHCOutOctets 2233 インターフェイスから送信された総オクテット数（フレーミング文字を
含む）。このオブジェクトは、ifOutOctetsの64ビットバージョンです。
このカウンターの値は、管理システムが再初期化されるときや
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2233_IfHCOutUcastPkts 2233 上位レベルのプロトコルによって送信が要求されたが、このサブレイ
ヤーにあるマルチキャストまたはブロードキャストアドレスに宛てられ
ていなかったパケットの総数（破棄されたパケットまたは送信されな
かったパケットを含む）。このオブジェクトは、ifOutUcastPktsの64ビッ
トバージョンです。このカウンターの値は、管理システムが再初期化さ
れるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連
続になる可能性があります。 

rfc2665_Dot3ControlIn 
UnknownOpcodes 

2665 デバイスでサポートされていないオペコードを含む、インターフェイス
上で受信されたMAC制御フレームの数。このカウンターの値は、管理シ
ステムが再初期化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定さ
れた他の時間に不連続になる可能性があります。 

rfc2665_Dot3InPause 
Frames 

2665 PAUSE操作を示すオペコードを含む、インターフェイス上で受信された
MAC制御フレームの数。このカウンターは、インターフェイスがハーフ
デュプレックスモードで動作している場合は増加されません。このカウ
ン タ ー の 値 は 、 管 理 シ ス テ ム が 再 初 期 化 さ れ る と き や
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2665_Dot3OutPause 
Frames 

2665 PAUSE操作を示すオペコードを含む、インターフェイス上で送信された
MAC制御フレームの数。このカウンターは、インターフェイスがハーフ
デュプレックスモードで動作している場合は増加されません。このカウ
ン タ ー の 値 は 、 管 理 シ ス テ ム が 再 初 期 化 さ れ る と き や
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2665_Dot3Stats 
AlignmentErrors  

2665 長さがオクテットの整数倍ではなく、FCSチェックに合格しない、特定
のインターフェイス上で受信されたフレームの数。このオブジェクトの
インスタンスで表される数は、MACサービスからLLCまたはその他の
MACユーザーにalignmentErrorステータスが返されたときに増加されま
す。IEEE 802.3レイヤー管理の規約に従い、複数のエラー状態が発生し
た受信フレームは、LLCに示されたエラーステータスのみに従ってカウ
ントされます。このカウンターは、8ビット幅のグループエンコーディン
グスキームでは増加されません。このカウンターの値は、管理システム
が再初期化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他
の時間に不連続になる可能性があります。 

rfc2665_Dot3StatsCarrier 
SenseErrors 

2665 特定のインターフェイス上でフレームを送信しようとしたときに、キャ
リアセンス状態が失われたか、またはアサートされなかった回数。この
オブジェクトのインスタンスで表される数は、送信の試行中にキャリア
センス状態が変動した場合でも、最大限送信の試行ごとに1回増加されま
す。このカウンターは、インターフェイスがフルデュプレックスモード
で動作している場合は増加されません。このカウンターの値は、管理シ
ステムが再初期化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定さ
れた他の時間に不連続になる可能性があります。 

rfc2665_Dot3Stats 
DeferredTransmissions 

2665 メディアがビジー状態のために、特定のインターフェイス上の最初の送
信の試行が遅延したフレームの数。このオブジェクトのインスタンスで
表される数には、衝突に関与したフレームは含まれません。このカウン
ターは、インターフェイスがフルデュプレックスモードで動作している
場合は増加されません。このカウンターの値は、管理システムが再初期
化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に
不連続になる可能性があります。 
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rfc2665_Dot3Stats 
ExcessiveCollisions 

2665 衝突が多すぎるために、特定のインターフェイス上での送信が失敗した
フレームの数。このカウンターは、インターフェイスがフルデュプレッ
クスモードで動作している場合は増加されません。このカウンターの値
は、管理システムが再初期化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの
値で指定された他の時間に不連続になる可能性があります。 

rfc2665_Dot3StatsFCS 
Errors 

2665 長さがオクテットの整数倍となっているが、FCSチェックに合格しない、
特定のインターフェイス上で受信されたフレームの数。このカウントに
は、frame-too-longまたはframe-too-shortエラーで受信されたフレームは
含まれません。このオブジェクトのインスタンスで表される数は、MAC
サービスからLLCまたはその他のMACユーザーにframeCheckErrorス
テータスが返されたときに増加されます。IEEE 802.3レイヤー管理の規
約に従い、複数のエラー状態が発生した受信フレームは、LLCに示され
たエラーステータスのみに従ってカウントされます。10 Mb/秒を超える
速度の物理層でコーディングエラーが検出されると、フレームのFCS
チェックは失敗します。このカウンターの値は、管理システムが再初期
化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に
不連続になる可能性があります。 

rfc2665_Dot3StatsFrame 
TooLongs 

2665 許可された最大フレームサイズを超える、特定のインターフェイス上で
受信されたフレームの数。このオブジェクトのインスタンスで表される
数は、 MACサービスから LLC またはその他の MAC ユーザーに
frameTooLong statusステータスが返されたときに増加されます。IEEE 
802.3レイヤー管理の規約に従い、複数のエラー状態が発生した受信フ
レームは、LLCに示されたエラーステータスのみに従ってカウントされ
ます。このカウンターの値は、管理システムが再初期化されるときや
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2665_Dot3StatsInternal 
MacReceiveErrors 

2665 内部のMACサブレイヤー受信エラーのために、特定のインターフェイス
上での受信が失敗したフレームの数。フレームがこのオブジェクトのイ
ンスタンスによってカウントされるのは、そのフレームが、
dot3StatsFrameTooLongsオブジェクト、dot3StatsAlignmentErrorsオブ
ジェクト、dot3StatsFCSErrorsオブジェクトのいずれかの対応するイン
スタンスによってカウントされない場合だけです。 
このオブジェクトのインスタンスで表される数の正確な意味は、実装に
よって異なります。このオブジェクトのインスタンスは、他の方法では
数えられない特定のインターフェイスの受信エラー数を表現できます。
このカウンターの値は、管理システムが再初期化されるときや
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2665_Dot3StatsInternal 
MacTransmitErrors 

2665 内部のMACサブレイヤー送信エラーのために、特定のインターフェイス
上での送信が失敗したフレームの数。フレームがこのオブジェクトのイ
ンスタンスによってカウントされるのは、そのフレームが、
dot3StatsLateCollisionsオブジェクト、dot3StatsExcessiveCollisionsオブ
ジェクト、dot3StatsCarrierSenseErrorsオブジェクトのいずれかの対応
するインスタンスによってカウントされない場合だけです。 
このオブジェクトのインスタンスで表される数の正確な意味は、実装に
よって異なります。このオブジェクトのインスタンスは、他の方法では
数えられない特定のインターフェイスの送信エラー数を表現できます。
このカウンターの値は、管理システムが再初期化されるときや
ifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続になる可
能性があります。 

rfc2665_Dot3StatsLate 
Collisions 

2665 パケットの送信から1 slotTime以上後に、特定のインターフェイス上で衝
突が検出された回数。このオブジェクトのインスタンスで表される数に含
まれる後の衝突は、衝突に関連した他の統計のために一般的な衝突として
も見なされます。このカウンターは、インターフェイスがフルデュプレッ
クスモードで動作している場合は増加されません。このカウンターの値
は、管理システムが再初期化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値
で指定された他の時間に不連続になる可能性があります。 
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rfc2665_Dot3StatsSQE 
TestErrors 

2665 特定のインターフェイスのPLSサブレイヤーによってSQE TEST 
ERRORメッセージが生成された回数。SQE TEST ERRORは、IEEE規
格802.3の1998 Edition、セクション7.2.4.6で規定された「PLS Carrier 
Sense Function」にあるSQE検出メカニズムの検証ルールに従って設定
されます。このカウンターは、10 Mb/秒を超える速度で動作しているイ
ンターフェイス、またはフルデュプレックスモードで動作しているイン
ターフェイスでは増加されません。このカウンターの値は、管理システ
ムが再初期化されるときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された
他の時間に不連続になる可能性があります。オブジェクト型は
dot3StatsSQETestErrorsです。 

rfc2665_Dot3StatsSingle 
CollisionFrames 

2665 送信が1つの衝突によって抑制されている特定のインターフェイス上で
正常に送信されたフレームの数。このオブジェクトのインスタンスに
よってカウントされたフレームは、ifOutUcastPkts、ifOutMulticastPkts、
ifOutBroadcastPktsのいずれかの対応するインスタンスによってもカウ
ントされますが、dot3StatsMultipleCollisionFramesオブジェクトの対応
するインスタンスによってはカウントされません。このカウンターは、
インターフェイスがフルデュプレックスモードで動作している場合は増
加されません。このカウンターの値は、管理システムが再初期化される
ときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続に
なる可能性があります。 

rfc2665_Dot3StatsSymbol 
Errors 

2665 100 Mb/秒で動作しているインターフェイスの場合は、有効なキャリア
があったときに、無効なデータシンボルが存在していた回数。 
1000 Mb/秒のハーフデュプレックスモードで動作しているインター
フェイスの場合は、slotTime以上の長さの、PHYにGMII上に 'Data 
reception error'または'carrier extend error'を表示させたイベントが少な
くとも1回発生した期間中に、受信側のメディアがアイドル状態でなく
なった（キャリアイベント）回数。 
1000 Mb/秒フルデュプレックスモードで動作しているインターフェイ
スの場合は、minFrameSize以上の長さの、PHYにGMII上に 'Data 
reception error'を表示させたイベントが少なくとも1回発生した期間中
に、受信側のメディアがアイドル状態でなくなった（キャリアイベント）
回数。このオブジェクトのインスタンスで表される数は、キャリアイベ
ント中に複数のシンボルエラーが発生した場合でも、最大限キャリアイ
ベントごとに1回増加されます。このカウントは、衝突が存在する場合は
増加されません。このカウンターの値は、管理システムが再初期化され
るときやifCounterDiscontinuityTimeの値で指定された他の時間に不連続
になる可能性があります。 

 
 

FlexFabricモジュールFCポート統計情報 
   

名称 RFC 説明 

fcAddressErrors 4044 不明なSID、DIDなど、不明なアドレス情報を含む受信フレームの数。オ
ブジェクト型はfcmPortAddressErrorsです。 

fcBBCreditFrameFailures N/A 復元処理で解決できたフレームよりもクレジット復元期間に失われたフ
レームのほうが多かった回数。これによって、リンクリセットが行われ
クレジットが復元されます。 

fcBBCreditRRDYFailures N/A Buffer-to-Buffer Credit Recovery（BBCR）Receiver Ready（R_RDY）障
害の数。復元処理で解決できたR_RDYよりもクレジット復元期間に失わ
れたR_RDYが多かった回数。これによって、リンクリセットが行われク
レジットが復元されます。 

fcClass2RxFrames 4044 このポートで受信したクラス2フレームの数。オブジェクト型は
fcmPortClass2RxFramesです。 

fcClass2TxFrames 4044 このポートから送信したクラス2フレームの数。オブジェクト型は
fcmPortClass2TxFramesです。 
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fcClass3Discards 4044 このポートで受信時に破棄されたクラス3フレームの数。オブジェクト型
はfcmPortClass3Discardsです。 

fcClass3RxFrames 4044 このポートで受信したクラス3フレームの数。オブジェクト型は
fcmPortClass3RxFramesです。 

fcClass3TxFrames 4044 このポートから送信したクラス3フレームの数。オブジェクト型は
fcmPortClass3TxFramesです。 

fcDecodeErrors N/A 着信10ビットデータストリームを処理のために8ビットデータに変換す
る間に発生したエラーの数。このカウンターの値が増えるということは、
モジュールとFCメザニンの並直列変換回路の設定間にハードウェアの
問題がある可能性があります。 

fcFBSYFrames 4044 クラス2フレームをリンクの相手先に配信できなかったことが原因でこ
のポートにFBSYが返された回数。この問題は、ファブリックまたは送
信先ポートが一時的にビジー状態の場合に発生することがあります。
F_Portの場合は、このカウンターは増加しません。オブジェクト型は
fcmPortClass2RxFbsyFramesです。 

fcFRJTFrames 4044 クラス2フレームがファブリックに拒否されていることが原因でこの
ポートにFRJTが返された回数。F_Portの場合は、このカウンターは増加
しません。オブジェクト型はfcmPortClass2RxFrjtFramesです。 

fcFramesTooLong 4044 このポートが受信したフレームの中で、フレーム長がFLOGI/PLOGIで取
り決められたものよりも長いフレームの数。これは、フレームデリミター
の末尾の欠落が原因で発生することがあります。オブジェクト型は
fcmPortFrameTooLongsです。 

fcFramesTruncated 4044 このポートで受信した、フレーム長がフレームヘッダーで示されている最
小値（通常、24バイト）より短いフレームの数。ただし、DFCTLフィール
ドでオプションのヘッダーが存在することが示されている場合は、増える
可能性があります。オブジェクト型はfcmPortTruncatedFramesです。 

fcInvalidCRC 4044 無効なCRCを含む受信フレームの数。このカウントは、FC-PHのLink 
Error Status Block（LESB）の一部に当たります。オブジェクト型は
fcmPortInvalidCRCsです。 

fcInvalidTxWords 4044 このポートで受信した無効な送信ワードの数。この数はFC-PHのLESB
の一部です。オブジェクト型はfcmPortInvalidTxWordsです。 

fcLinkFailures 4044 リンク障害の数。この数はFC-PHのLESBの一部です。オブジェクト型
はfcmPortLinkFailuresです。 

fcLossOfSynchronization 4044 このポートで検出された同期消失インスタンスの数。この数はFC-PHの
LESBの一部です。オブジェクト型はfcmPortLossofSynchsです。 

fcNumberLinkResets 4044 このポートでリセットリンクプロトコルが開始された回数。これには、
アービトレーティッドループポートでのLoop Initialization Primitive（LIP）
イベントの回数が含まれます。オブジェクト型はfcmPortLinkResetsです。 

fcNumberOffline 
Sequences 

FCMGMT
-MIB 

このポートで受信したオフラインプリミティブシーケンスの数。この統
計情報はファイバーチャネル用のみです。オブジェクト型は
connUnitPortStatCountNumberOfflineSequencesです。 

fcPrimitiveSeqProtocol 
Errors 

4044 このポートで検出されたプリミティブシーケンスプロトコルエラーの
数。この数はFC-PHのLESBの一部です。オブジェクト型はfcmPortPrim
SeqProtocolErrorsです。 

fcRxByteRate N/A サンプル期間における受信バイトの平均割合（秒当たりのバイト数） 

fcRxFrameRate N/A サンプル期間における受信フレームの平均割合（秒当たりのバイト数） 

fcRxLinkResets 4044 受信したリンクリセット（LR）プリミティブシーケンスの数。オブジェ
クト型はfcmPortRxLinkResetsです。 

fcRxOfflineSequences 4044 このポートで受信したオフライン（OLS）プリミティブシーケンスの数。
オブジェクト型はfcmPortRxOfflineSequencesです。 
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fcSmoothingOverflow 
Errors 

N/A 着信信号でFC規則違反が検出された数。違反には、フレームとフレーム
の間に受信したアイドルの数が不十分などがあります。 

fcTotalRxBytes N/A 受信した総バイト数 

fcTotalRxFrames N/A 受信した総フレーム数 

fcTotalTxBytes N/A 送信した総バイト数 

fcTotalTxFrames N/A 送信した総フレーム数 

fcTxByteRate N/A サンプル期間における送信バイトの平均割合（秒当たりのバイト数） 

fcTxFrameRate N/A サンプル期間における送信フレームの平均割合（秒当たりのバイト数） 

fcTxLinkResets 4044 送信した LRプリミティブシーケンスの数。オブジェクト型は
fcmPortTxLinkResetsです。 

fcTxOfflineSequences 4044 このポートで送信したOLSプリミティブシーケンスの数。オブジェクト
型はfcmPortTxOfflineSequencesです。 

 
 

ファイバーチャネルモジュールポートの統計情報 
ADDRESSERRORS 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountAddressErrors 

説明 不明なソースID（SID）、送信先ID（DID）など、不明なアドレスを含む受信フレームの
数。ルーティングアルゴリズムで、SIDまたはDIDが認識されていません。 
::= { connUnitPortStatEntry 48 } 

 

BBCREDITZERO 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountBBCreditZero 

説明 BBcredit 0状態から、またはBBcredit 0状態への遷移の回数。相手側がクレジットを提供
していません。 
::= { connUnitPortStatEntry 8 } 

 

BYTESRECEIVED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountRxElements 

説明 ポートの1秒間の定期的なポーリングで、このポートが受信したオクテット数またはバ
イト数。この値を保存して次のポーリング値と比較することで、実スループットを計算
します。ファイバーチャネルの場合、順序付きセットはカウントに含まれません。 
::= { connUnitPortStatEntry 7 } 

 

BYTESTRANSMITTED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountTxElements 

説明 ポートの1秒間の定期的なポーリングで、このポートが送信したオクテット数またはバ
イト数。この値を保存して次のポーリング値と比較することで、実スループットを計算
します。ファイバーチャネルの場合、順序付きセットはカウントに含まれません。 
::= { connUnitPortStatEntry 6 } 

 

CLASS3DISCARDS 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountClass3Discards 

説明 このポートで受信時に破棄されたクラス3フレームの数。クラス3フレームに対して
FBSYまたはFRJTは生成されず、配信できない場合は破棄されます。 
::= { connUnitPortStatEntry 28 } 
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CRCERRORS 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountInvalidCRC 

説明 無効なCRCを含む受信フレームの数。この数はFC-PHのLESBの一部です。ループポー
トは、監視時に通過するCRCエラーをカウントしてはなりません。 
::= { connUnitPortStatEntry 40 } 

 

DELIMITERERRORS 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountDelimiterErrors 

説明 このポートで受信した無効なフレームデリミターの数（先頭がクラス2で末尾がクラス3
のフレームなど）。 
::= { connUnitPortStatEntry 49 } 

 

ENCODINGDISPARITYERRORS 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountEncodingDisparityErrors 

説明 このポートで受信したディスパリティエラーの数。 
::= { connUnitPortStatEntry 50 } 

 

FBSYSFRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountFBSYFrames 

説明 フレームをリンクの相手先に配信できなかったことが原因でこのポートにFBSYが返さ
れた回数。ファブリックポートまたは送信先ポートが一時的にビジー状態である場合
に、この現象がSOFc1フレーム（接続を確立するフレーム）で発生します。この数は、
すべてのクラスの合計値です。クラスごとにカウンターを保存できない場合は、合計カ
ウンターを保存します。 
::= { connUnitPortStatEntry 10 } 

 

FRAMESRECEIVED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountRxObjects 

説明 このポートで受信したフレーム、パケット、IOなどの数。ファイバーチャネルフレーム
は、SOFで始まりEOFで終わります。FCループデバイスは、通過するフレームをカウン
トしません。この値は、その他のすべてのRxオブジェクトの合計を表します。 
::= { connUnitPortStatEntry 5 } 

 

FRAMESTOOLONG 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountFramesTooLong 

説明 このポートで受信したフレームのうち、フレーム長がFLOGI/PLOGIで取り決められたも
のよりも長いフレームの数。これは、フレームデリミターの末尾の欠落が原因で発生す
ることがあります。 
::= { connUnitPortStatEntry 46 } 

 

FRAMESTRANSMITTED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountTxObjects 

説明 このポートで送信したフレーム、パケット、IOなどの数。ファイバーチャネルフレーム
は、SOFで始まりEOFで終わります。FCループデバイスは、通過するフレームをカウン
トしません。この値は、その他のすべてのTxオブジェクトの合計を表します。 
::= { connUnitPortStatEntry 4 } 
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FRJTFRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountFRJTFrames 

説明 フレームがファブリックに拒否されていることが原因でこのポートにFRJTが返された
回数。この数は、すべてのクラスの合計です。 
::= { connUnitPortStatEntry 12 } 

 

INPUTBUFFERSFULL 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountInputBuffersFull 

説明 ポートのすべての受信バッファーが満杯になりアウトバウンドバッファー間クレジッ
トが0（ゼロ）に遷移した回数。相手側に提供するクレジットがない状態です。 
::= { connUnitPortStatEntry 9 } 

 

INVALIDORDEREDSETS 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountInvalidOrderedSets 

説明 ポートで受信した無効な順序付きセットの数。この数はFC-PHのLESBの一部です。 
::= { connUnitPortStatEntry 45 } 

 

INVALIDTRANSMISSIONWORDS 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountInvalidTxWords 

説明 このポートで受信した無効な送信ワードの数。この数はFC-PHのLESBの一部です。 
::= { connUnitPortStatEntry 41 } 

 

LINKFAILURES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountLinkFailures 

説明 リンク障害の数。この数はFC-PHのLESBの一部です。 
::= { connUnitPortStatEntry 39 } 

 

LINKRESETRECEIVED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountRxLinkResets 

説明 受信したLRの数 
::= { connUnitPortStatEntry 33 } 

 

LINKRESETTRANSMITTED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountTxLinkResets 

説明 送信したLRの数 
::= { connUnitPortStatEntry 34 } 

 

LOSSOFSIGNALCOUNTER 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountLossofSignal 

説明 このポートで検出された信号消失インスタンスの数。この数はFC-PHのLESBの一部です。 
::= { connUnitPortStatEntry 43 } 

 

LOSSOFSYNCOUNTER 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountLossofSynchronization 

説明 このポートで検出された同期消失インスタンスの数。この数はFC-PHのLESBの一部です。 
::= { connUnitPortStatEntry 44 } 
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MULTICASTFRAMESRECEIVED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountRxMulticastObjects 

説明 このポートで受信したマルチキャストフレームまたはパケットの数 
::= { connUnitPortStatEntry 29 } 

 

MULTICASTFRAMESTRANSMITTED 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountTxMulticastObjects 

説明 このポートを介して送信したマルチキャストフレームまたはパケットの数 
::= { connUnitPortStatEntry 30 } 

 

PBSYFRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountPBSYFrames 

説明 フレームをリンクの相手先に配信できなかったことが原因でこのポートにPBSYが返さ
れた回数。送信先ポートが一時的にビジー状態である場合に、この現象がSOFc1フレー
ム（接続を確立するフレーム）で発生します。この統計情報はファイバーチャネル用の
みです。これは、すべてのクラスの合計値です。クラスごとにカウンターを保存できな
い場合は、合計カウンターを保存します。 
::= { connUnitPortStatEntry 11 } 

 

PRIMITIVESEQPROTOCOLERRCOUNT 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountPrimitiveSequenceProtocolErrors 

説明 このポートで検出されたプリミティブシーケンスプロトコルエラーの数。この数は
FC-PHのLESBの一部です。 
::= { connUnitPortStatEntry 42 } 

 

PRJTFRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountPRJTFrames 

説明 フレームが送信先のN_Portで拒否されていることが原因でこのポートにFRJTが返され
た回数。これは、すべてのクラスの合計値です。 
::= { connUnitPortStatEntry 13 } 

 

RXCLASS1FRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountClass1RxFrames 

説明 このポートで受信したクラス1フレームの数 
::= { connUnitPortStatEntry 14 } 

 

RXCLASS2FRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountClass2RxFrames 

説明 このポートで受信したクラス2フレームの数 
::= { connUnitPortStatEntry 20 } 

 

RXCLASS3FRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountClass3RxFrames 

説明 このポートで受信したクラス3フレームの数 
::= { connUnitPortStatEntry 26 } 
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RXOFFLINESEQUENCES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountRxOfflineSequences 

説明 このポートで受信したオフラインプリミティブ（OLS）の数 
::= { connUnitPortStatEntry 36 } 

 

RXTRUNCFRAMES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountFramesTruncated 

説明 このポートで受信した、フレーム長がフレームヘッダーで示されている最小値（通常、
24バイト）より短いフレームの数。ただし、DFCTLフィールドでオプションのヘッダー
が存在することが示されている場合は増える可能性があります。 
::= { connUnitPortStatEntry 47 } 

 

TXOFFLINESEQUENCES 
 

オブジェクト型 connUnitPortStatCountTxOfflineSequences 

説明 このポートで送信したオフラインプリミティブ（OLS）の数 
::= { connUnitPortStatEntry 37 } 

 
 

VC 4GB/8Gb 20ポートFCモジュールポートの統計情報 
アップリンクまたはダウンリンクポートについては、現在、統計情報は利用できません。 

 

VC 8Gb/16Gb 24ポートFCモジュールポートの統計情報 
ポート統計情報の説明の完全なリストについては、最新のVirtual Connectユーザーガイドの「Port Statistics」を参

照してください。 
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CLIを使用したVirtual Connectドメインの構成 

基本構成 
Virtual Connectドメインは、エンクロージャーと、VCMの単一インスタンスでまとめて管理される1組の関連モ

ジュールおよびサーバーブレードで構成されます。Virtual Connectドメインには指定されたネットワーク、サーバー

のプロファイル、およびユーザーアカウントが含まれていて、これらがサーバー接続の設定と管理を簡略化してい

ます。Virtual Connectドメインを確立すると、外部のLAN/SAN環境に変更を知られることなく、エンクロージャー

内でサーバーをアップグレード、交換、移動することができます。 

作業を始める前に、以下の手順を実行してください。 

• HPE Onboard Administratorが最新のファームウェアで動作していることを確認します（v3.70以降が必須）。 

• プライマリモジュールに貼付されているデフォルトネットワーク設定ラベルに記載されている次の情報を記

録します。 

o DNS名 

o ユーザー名 

o パスワード 

• Ethernetモジュールスタッキングケーブルを接続します。 
  

 重要：CLIコマンドの完了後、構成変更が固定記憶デバイスに保存されるまで最大90秒かかります。こ

の間にI/Oモジュールの電源サイクルなどの操作を行うと、構成変更が失われる可能性があります。 
  

以下の各項では、基本ドメインのセットアップに必要な手順について説明します。 

特定のコマンドについて詳しくは、「管理対象エレメント」（15ページ）を参照してください。 
 

CLIへのログイン 
Virtual Connect ManagerのCLIには、SSHセッション経由でリモートからアクセスできます（「Virtual Connect 
Managerへのリモートアクセス」（10ページ））。 

• SSH 

>ssh 192.168.0.120 

login as: Administrator 

password: 

• LDAP認証 

>ssh 192.168.0.120 

login as: <LDAP user> 

password: <password> 

• RADIUS認証 

>ssh 192.168.0.120 

login as: <RADIUS user> 

password: <password> 

• TACACS+認証 

>ssh 192.168.0.120 

login as: <TACACS+ user> 

password: <password> 
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• メカニズムベースの認証 
>ssh 192.168.0.120 
login as: <auth-mechanism>:<ユーザー名> 
password: <password> 

auth-mechanismの有効な値は、local、ldap、radius、およびtacacsです。 

例： 
>ssh 192.168.0.120 
login as: tacacs:<TACACS+ユーザー> 
password: <password> 

• 役割ベースの認証 
>ssh 192.168.0.120 
login as: <role>:<ユーザー名> 
password: <password> 

roleの有効な値は、domain、network、server、およびstorageです。 

例： 
>ssh 192.168.0.120 
login as: network:<ユーザー名> 
password: <password> 

役割ベースの認証では、特定の「役割」に対して構成された役割の認証順が使用されます。 
 

ドメインのセットアップ 
「CLIへのログイン」（167ページ）の手順の後で、以下の手順を実行しドメインをセットアップします。 

1. エンクロージャーをインポートします（「エンクロージャーのインポート」（168ページ））。 

2. ドメインに名前を付けます（「ドメイン名の設定」（169ページ））。 

3. ローカルユーザー認証を構成します（「ローカルユーザーの構成」（170ページ））。 

4. ローカルユーザーアカウントと権限をセットアップします（「ローカルユーザーの構成」（170ページ））。 

5. ユーザーの認証サポートをセットアップします。 

o LDAP認証（「ユーザーのLDAP認証サポートの構成」（169ページ）） 

o RADIUS認証（「ユーザーのRADIUS認証サポートの構成」（169ページ）） 

o TACACS+認証（「ユーザーのTACACS+認証サポートの構成」（169ページ）） 

6. 役割ベースの認証をセットアップします（「役割ベースの認証の構成」（170ページ））。 

7. LACPタイマーをセットアップします（「LACPタイマーの構成」（171ページ））。 

8. 新しい署名付き証明書を入手して使用します（「新しい署名付き証明書の入手と使用」（171ページ））。 
 

エンクロージャーのインポート 
エンクロージャーをインポートするには、import enclosureコマンドを使用します。 

インポート時のOAの認証情報の入力 
>import enclosure username=Administrator password=myPassword 

マスクされたパスワードの入力用プロンプトの表示 
>import enclosure username=Administrator 

Password=***** 
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ドメイン名の設定 
ドメイン名を設定するには、set domainコマンドを使用します。 

>set domain name=MyNewDomainName 

Virtual Connectドメイン名は、データセンター内で一意でなければなりません。空白または特殊文字を除いて、最

大31文字です。 
 

ユーザーのLDAP認証サポートの構成 
LDAPプロパティの設定 

>set ldap serveraddress=192.168.0.110 enabled=true 

LDAPディレクトリグループの追加 
>add ldap-group MyNewGroup description="This is my test group" 
roles=domain,server,network 

LDAPディレクトリグループの削除 
>remove ldap-group MyGroup 

ローカルユーザーの有効化または無効化 
>set ldap localusers=disabled 

LDAP設定とディレクトリグループの表示 
>show ldap 

>show ldap-group 
 

ユーザーのRADIUS認証サポートの構成 
RADIUSプロパティの設定 

>set radius serveraddress=192.168.0.110 enabled=true serverkey=xyz1234 

RADIUSグループの追加 
>add radius-group MyNewGroup Description="Test Group" Roles=domain,server 

RADIUSグループの削除 
>remove radius-group MyGroup 

RADIUS設定とグループの表示 
>show radius 

>show radius-group 
  

 重要：管理ネットワーク上のホストマシンでRADIUSまたはTACACS+サーバーをセットアップし、ユー

ザーとVC属性を使用して構成する必要があります。詳しくは、『HPE Virtual Connect for c-Class
BladeSystemユーザーガイド』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/
vc/manuals）を参照してください。 

  

 

ユーザーのTACACS+認証サポートの構成 
TACACS+プロパティの設定 

>set tacacs serveraddress=192.168.0.110 enabled=true serverkey=xyz1234 

TACACS+設定の表示 
>show tacacs 

  

 重要：管理ネットワーク上のホストマシンでRADIUSまたはTACACS+サーバーをセットアップし、ユー

ザーとVC属性を使用して構成する必要があります。詳しくは、『HPE Virtual Connect for c-Class 
BladeSystemユーザーガイド』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/vc/
manuals）を参照してください。 

  

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
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役割ベースの認証の構成 
認証順の設定 

>set role domain Order=ldap,radius,tacacs 

認証順の表示 
>show role domain 

役割の権限のカスタマイズ 
>set role network operations=SupportFiles,PortMonitoring 

 

ローカルユーザーの構成 
VCドメインのローカルユーザー認証設定を構成するには、次のように入力します。 

>set local-users Enabled=false PrimaryRemoteAuthenticationMethod=tacacs 

プライマリリモート認証方法 は、リモートVCユーザーによるログイン中にリモート認証サーバーが使用できなく

なった場合に、（無効にされていた）ローカルユーザー認証を再び有効にするプライマリ認証メカニズムです。有効

な値は、NONE、LDAP、RADIUS、およびTACACSです。デフォルト値は、NONEです。 
 

ローカルユーザーの構成 
  

 重要：VCドメインがVCEM制御下にあるとき、サーバー役割権限があるユーザーに割り当てられている

役割操作は使用できません。 
  

新しいユーザーの追加 
>add user bob password=fhkjdhfk roles=domain,network 

既存のユーザーの変更 
>set user bob fullname="Bob J Smith" enabled=false 

既存のユーザーの削除 
>remove user bob 

Administratorアカウントを除くすべてのローカルユーザーの削除 
>remove user * 

ローカルユーザー情報の表示 

• すべてのユーザーのサマリー 
>show user 

• すべてのユーザーの詳細 
>show user * 

• 1人のユーザーの詳細 
>show user steve 

最大で32個のローカルユーザーアカウントを作成できます。 

各ユーザーアカウントは、以下に示す最大4つのアクセス役割の組み合わせを持つように設定することができます。

それぞれの役割で実行できるコマンドのリストについては、「ユーザーの役割」（144ページ）を参照してください。 

• ドメイン 

o ローカルユーザーアカウントを定義する、パスワードを設定する、役割を定義する 

o 役割ベースのユーザー認証を構成する 

o エンクロージャーをインポートする 

o VCドメインに名前を付ける 

o ドメインのIPアドレスを設定する 

o ファームウェアを更新する 
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o SSL証明書を管理する 

o VCドメインを削除する 

o ディスクに構成を保存する 

o バックアップから構成を復元する 

o SNMP設定値を構成する 

• ネットワーク 

o ネットワークデフォルト設定を構成する 

o VCドメインの使用するMACアドレス範囲を選択する 

o ネットワークを作成、削除、編集する 

o 共有アップリンクセットを作成、削除、編集する 

o ネットワークアクセスグループを作成、削除、編集する 

o Ethernet SNMP設定値を構成する 

• サーバー 

o サーバーのVirtual Connectプロファイルを作成、削除、編集する 

o デバイスベイにプロファイルを割り当てる。割り当てたプロファイルを解除する 

o 使用可能なネットワークを選択および使用する 

o サーバープロファイルが使用するシリアル番号とUUIDを選択する 

o エンクロージャー内のサーバーブレードの電源を入れたり、切ったりする 

• ストレージ 

o ドメインで使用するWWNを選択する 

o 外部FCファブリックへの接続をセットアップする 

o FC SNMP設定値を構成する 

ポート監視の構成やVCファームウェアのアップグレードなど、追加の操作権限をネットワーク、サーバー、または

ストレージの役割に割り当てることができます。 

役割を持たないユーザーを作成することもできます。このユーザーは、ステータスおよび設定の表示のみが可能です。 
 

LACPタイマーの構成 
LACPタイマーの設定 

>set lacp-timer default=Long 

LACPタイマー設定の表示 
->show lacp-timer 

 

新しい署名付き証明書の入手と使用 
1. SSL証明書署名要求（CSR）を生成し、リモートFTPサーバーに転送します。 

>save ssl-csr address=ftp://ユーザー:パスワード@192.168.10.12/new-ssl.csr 
CN=server.domain.com O=Hewlett-Packard C=US ST=CA L=Cupertino 
email=vc-admin@domain.com 

既存のキーが1024ビットの場合、新しいキーと証明書を生成し、Webサーバーを再起動する必要があること

を示す警告が表示されます。この操作を確認すると、新しいキーと証明書が生成され、Webサーバーが再起動

します。コマンドは、Webサーバーの再起動を待つために30秒間一時停止します。 

2. CSRテキストを認証機関（CA）に送信します。CAは署名付き証明書を返します。 
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3. 署名付き証明書をアップロードします。 
>load ssl-certificate Address=ftp://ユーザー:パスワード@192.168.10.12/new-ssl.crt 

ファイルが転送され、Webサーバーが再起動します。 

4. VCM証明書をSIM管理プロファイルにインポートするには、ブラウザーから証明書を抽出します。 

Internet Explorerの場合： 

a. [ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

b. [コンテンツ]タブで[証明書]をクリックします。 

c. 抽出する証明書を選択し、[エクスポート]をクリックします。 

d. 証明書エクスポートウィザードの手順に従います。 
 

Firefoxの場合： 

a. [ツール]メニューから[オプション]を選択します。 

b. [詳細]をクリックします。 

c. [セキュリティ]タブで[証明書の表示]をクリックします。 

d. 抽出する証明書を選択し、[バックアップ]をクリックします。 

e. 画面の手順に従います。 
 

ネットワークのセットアップ 
HPE BladeSystem c-Classエンクロージャーの外部Ethernetネットワーク接続を確立するには、以下の手順に従っ

てください。 

1. このVirtual Connectドメイン内に展開されたサーバーブレードで使用されるEthernet MACアドレスを確認し

ます。 

2. HPE BladeSystem c-Classエンクロージャーから外部Ethernetネットワークへの接続をセットアップします。 

これらの接続は、特定のEthernetネットワーク専用のアップリンクでも、VLANタグを使用して複数のEthernet
ネットワークを搬送する共有アップリンクでも構いません。 

 

MACアドレス範囲の構成 
MACアドレス範囲を構成するには、set domainコマンドを使用します。 

VCが定義するMACアドレスの使用 
>set domain MacType=VC-Defined MacPool=10  

工場出荷時のデフォルトMACアドレスの使用 
>set domain MacType=Factory-Default 

ユーザーが定義するMACアドレスの設定 
>set domain MacType=User-Defined MacStart=00-17-A4-77-00-00 
MacEnd=00-17-A4-77-00-FF 

  

 重要：Virtual ConnectがサーバーブレードにMACアドレスを割り当てるように構成する場合は、綿密

に計画を立てて、構成したMACアドレスの範囲が環境内で複数回使われないようにする必要がありま

す。Ethernetネットワーク内でMACアドレスが重複すると、サーバーネットワークが停止することが

あります。 
  

各サーバーブレードのEthernet NICには、工場出荷時のデフォルトMACアドレスが設定されています。MACアドレ

スは、48ビットの数字で、ネットワーク上の他のデバイスに対するEthernetインターフェイスを一意に識別します。

ハードウェアの出荷時にはデフォルトのMACアドレスが割り当てられていますが、Virtual Connectはデフォルトの

MACアドレスを無効にして、別のMACアドレスをサーバーに割り当てることができます。MACアドレスを変更し

た場合でも、サーバーが別のVirtual Connectエンクロージャーに移動するわけではありません。 



 

CLIを使用したVirtual Connectドメインの構成 173 

必ず、統制の手順を確立して、環境内の各Virtual Connectドメインで一意のMACアドレス範囲が確実に使用される

するようにしてください。アドレス範囲を再使用すると、複数のサーバーに同じMACアドレスが割り当てられサー

バーネットワークが停止することがあります。 

Virtual Connectが割り当てるMACアドレスを使用する場合は、次の点に注意してください。 

• Virtual Connectは、サーバープロファイル内の各VC-Enet接続に2つのMACアドレスを自動で割り当てます。1
つはEthernet NIC用のプライマリアドレスで、もう1つはHPE NC373m PCI Expressデュアルポートマルチ

ファンクションGigabitサーバーアダプターなどの、マルチファンクションGigabitサーバーアダプターで使う

ためのiSCSI MACアドレスです。マルチファンクションアダプター以外の標準的なEthernetデバイスでは、プ

ライマリMACアドレスだけが使用されます。 

• サーバーブレードがVirtual Connect管理のエンクロージャーからVirtual Connectのないエンクロージャーに移

動されると、そのサーバーブレードのローカルMACアドレスは元の工場出荷時のデフォルトに自動的に戻り

ます。 

• サーバーブレードがVirtual Connectドメイン内のベイから取り外され、同じVirtual Connectドメイン内の別の

ベイや別のドメインのベイに取り付けられた場合は、そのサーバー位置に対応した新しい一連のアドレスが割

り当てられます。 

• FlexFabricアダプターが使用中の場合、Virtual Connectはサーバープロファイル中の各FCoE接続にMACアド

レスを割り当てます。 

• iSCSI接続が使用中の場合、Virtual Connectはプロファイル中の各iSCSI接続にMACアドレスを割り当てます。 
 

割り当てられたMACアドレス 
Virtual Connectドメインの使用するMACアドレス範囲は、環境内で一意でなければなりません。Hewlett Packard 
Enterpriseは、VCMでの使用のための一連の定義済み範囲を提供しています。それらは、サーバーの工場出荷時の

デフォルトMACアドレスと競合しません。 

Hewlett Packard Enterpriseが定義したMACアドレス範囲を使用するときは、各範囲が環境内で一度しか使用されて

いないことを確認してください。 
 

VCが割り当てるMACアドレス範囲の選択 
VCが割り当てるMACアドレスを使用する場合は、Hewlett Packard Enterpriseが定義済みのMACアドレス範囲の使

用またはユーザー定義のMACアドレス範囲の使用のいずれかを選択できます。 

• Hewlett Packard Enterpriseの定義済みMACアドレス範囲（推奨）。これらの定義済み範囲は予約済みです。ど

のハードウェアでも工場出荷時のデフォルトではありません。1024の固有のアドレスからなる64の範囲から

選択できます。データセンター内で、各範囲を一度だけ使用するようにしてください。 

大規模な構成（多数のFlex-10 NICを使用した複数エンクロージャー）には、1024の固有のアドレスでは不十

分である可能性があります。このタイプのドメインを計画している場合は、使用する可能性があるMACアド

レスの数を求めてから、十分な数のMACアドレスをドメインに提供するオプションを選択します。 

• ユーザー定義のMACアドレス範囲。ご使用の環境での他のハードウェアMACアドレスとの競合を避けるため

に、ローカルで管理するMACアドレス用にIEEEが予約しているMACアドレスのサブレンジの使用を検討して

ください。必ず、企業内で展開済みのどのEthernetデバイスとも競合しないようにしてください。 
  

 重要：RedHat LinuxのインストールにInsight Controlサーバー展開を使用し、ユーザー定義またはHewlett 
Packard Enterprise定義のMACアドレスを使用する場合は、Insight Controlサーバー展開を実行する前に

エンクロージャーをインポートし、プロファイルを割り当てる必要があります。 
  

  

 注：選択したMACアドレス範囲を使用してサーバープロファイルが展開された後で、その範囲を変更す

るには、事前に、サーバープロファイルをすべて削除する必要があります。 
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ネットワークアクセスグループの作成 
VC 3.30以前は、すべてのサーバープロファイルにすべてのネットワークのセットを割り当てることができました。

ポリシーによって、あるネットワークにアクセスするシステムは別のネットワークにアクセスしてはならないと決

めている場合でも（たとえば、イントラネットとエクストラネットの場合）、そのポリシーを自動的に実施する方法

がありませんでした。 

VC 3.30以降では、ネットワーク管理者によってネットワークアクセスグループが定義され、1つのサーバーで共有

可能なネットワークのセットに関連付けられます。各サーバープロファイルは1つのネットワークアクセスグループ

に関連付けられます。ネットワークはサーバープロファイルに関連付けられたネットワークアクセスグループのメ

ンバーでないと、サーバープロファイルに割り当てることができません。ネットワークアクセスグループには、複

数のネットワークを含めることができます。 

ドメイン内で、最大128のネットワークアクセスグループがサポートされます。特定のネットワークアクセスグルー

プに割り当てられていないEthernetネットワークおよびサーバープロファイルは、ドメインのDefaultネットワーク

アクセスグループに自動的に追加されます。DefaultネットワークアクセスグループはVCMによってあらかじめ定義

されていて、削除したり、名前を変更したりすることはできません。 

VC 3.30以降に更新する場合は、現在のネットワークはすべてDefaultネットワークアクセスグループDに追加され、

サーバープロファイルはすべてDefaultネットワークアクセスグループを使用するよう設定されます。すべてのプロ

ファイルがすべてのネットワークに到達できるため、Defaultネットワークアクセスグループ内でのネットワーク通

信の動作は、VCファームウェアの以前のバージョンと同様です。 

新しいネットワークアクセスグループであるNetGroup1を作成し、既存のネットワークをDefaultネットワークアク

セスグループからNetGroup1に移動する場合は、NetGroup1を使用するプロファイルはDefaultネットワークアクセ

スグループに含まれているネットワークを使用できません。同様に、新しいネットワークを作成し、NetGroup1に
割り当てても、Defaultネットワークアクセスグループに割り当てていない場合は、Defaultネットワークアクセスグ

ループを使用するプロファイルはこの新しいネットワークを使用できません。 

新しいネットワークアクセスグループを作成するには、add network-access-groupコマンドを使用します。 
>add network-access-group MyGroupName 

ネットワークアクセスグループ名は、データセンター内で一意でなければなりません。空白、またはピリオド（.）、
ハイフン（-）およびアンダースコア（_）以外の特殊文字を除いて、最大64文字です。 

 

ネットワークアクセスグループの変更 
ネットワークアクセスグループを変更するには、set network-access-groupコマンドを使用します。 

>set network-access-group NetGroup1 Name=NewNetGroupName 

• ネットワークのメンバーをネットワークアクセスグループに追加するには、add nag-networkコマンドを使

用します。 
>add nag-network nag=NetGroup1 network=Net3,Net4,Net5 

• 指定したネットワークのメンバーをネットワークアクセスグループから削除するには、remove 
nag-networkコマンドを使用します。 
>remove nag-network nag=NetworkGroup1 network=Net4,Net5 

 

ネットワークアクセスグループの表示 
ネットワークアクセスグループを表示するには、show network-access-groupコマンドを使用します。 

• すべてのネットワークアクセスグループのサマリー 
>show network-access-group 

• すべてのネットワークアクセスグループの詳細 
>show network-access-group * 

• 1つのネットワークアクセスグループの詳細 
>show network-access-group MyGroupName 

ネットワークアクセスグループのメンバーを表示するには、show nag-networkコマンドを使用します。 
>show nag-network * 
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Ethernetネットワークの作成 
新しいEthernetネットワークを作成するには、add networkコマンドを使用します。 

>add network MyNetworkName 

ネットワーク名は、データセンター内で一意でなければなりません。空白または特殊文字を除いて、最大64文字です。 
 

Ethernetネットワークのプロパティの変更 
Ethernetネットワークのプロパティを変更するには、set networkコマンドを使用します。 

>set network MyNetworkName state=enabled name=NewName smartlink=enabled 
ConnectionMode=Auto LacpTimer=Domain-Default 

 

Ethernetネットワークの表示 
Ethernetネットワークのプロパティを表示するには、show networkコマンドを使用します。 

• すべてのネットワークのサマリー 
>show network 

• すべてのネットワークの詳細 
>show network * 

• 1つのネットワークの詳細 
> show network MyNetwork 

 

Ethernetネットワークのネットワークアクセスグループへの追加 
既存のネットワークアクセスグループを既存のネットワークに追加するには、add nag-networkコマンドを使用

します。 
>add nag-network Nag=DatabaseNetGroup Network=Net1,Net2 

ネットワークが、以前構成されたすべてのネットワークアクセスグループだけでなく、指定したネットワークアク

セスグループのメンバーとなります。 

既存のネットワークのネットワークアクセスグループを変更するには、set networkコマンドを使用します。 
>set network Net1 nags=NetGroup1,NetGroup2 

指定したネットワークが、指定したネットワークアクセスグループに所属するようになり、以前構成されたネット

ワークアクセスグループのメンバーではなくなります。 
 

ネットワークアクセスグループを使用するEthernetネットワークの作成 
ネットワークアクセスグループDatabaseNetGroupおよびAccessNetGroupに割り当てられるネットワークを作成

するには、add networkコマンドを使用します。 
>add network Network1 nags=DatabaseNetGroup,AccessNetGroup 

 

Ethernetネットワークへのアップリンクポートの追加 
既存のEthernetネットワークにアップリンクポートを追加するには、add uplinkportコマンドを使用します。 

>add uplinkport enc0:1:1 network=MyNetwork 
 

アップリンクポートのプロパティの変更 
ネットワークまたは共有アップリンクセットのメンバーになっているアップリンクポートに変更を加えるには、

set uplinkportコマンドを使用します。 
>set uplinkport network=Network1 speed=1Gb 
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共有アップリンクセットの作成 
共有アップリンクセットを作成するには、add uplinksetコマンドを使用します。 

>add uplinkset MyUplinkSetName 

共有アップリンクセットは、同じケーブルまたは同じ組のケーブル上で複数のネットワークを搬送するVC-Enetモ
ジュールアップリンクを識別します。この場合、各Ethernetパケットは、VLANタグ（IEEE 802.1Q）を搬送して所

属する特定のネットワークを識別します。共有アップリンクでは、パケットがVC対応エンクロージャーから離れる

ときにVLANタグが追加され、パケットがエンクロージャーに入るときに取り除かれます。外部Ethernetスイッチお

よびVCMは、各ネットワークで同じVLANタグ識別子（1～4094の数字）を使用するよう構成する必要があります。 

Virtual Connectでは、使用できるVLAN識別子に特別な制限を設定していません。したがって、データセンターのネッ

トワークですでに使用されているVLAN IDをこれらの共有アップリンクで使用することができます。VLANタギング

用の共有アップリンクセットを構成するには、ネットワーク名のリストとそれらのVLAN IDを入手してください。 

共有アップリンクセットでは、複数のポートを含め、一貫性のある一連のVLANタグを使用して、ポート集約および

リンクフェイルオーバーをサポートすることができます。 

VLANタグはEthernetパケットがVC-Enet共有アップリンクを離れたときや入ったときに追加または削除されるの

で、Ethernetパケットがエンクロージャーに入るとVLANタグは適合性を持ちません。 

関連付けられたネットワークをネイティブVLANとして認識すると、タグ付けされていないすべての受信Ethernet
パケットがこのネットワークに到達します。関連付けられたネットワークのうち、ネイティブVLANとして指定でき

るのは1つだけです。送信EthernetパケットにはすべてVLANタグが付きます。 
 

共有アップリンクセットの変更 
共有アップリンクセットを変更するには、set uplinkコマンドを使用します。 

>set uplinkset UplinkSet-1 ConnectionMode=Auto LacpTimer=Long 
 

共有アップリンクセットの表示 
共有アップリンクセットを表示するには、show uplinksetコマンドを使用します。 

• すべての共有アップリンクセットのサマリー 
>show uplinkset 

• すべての共有アップリンクセットの詳細 
>show uplinkset * 

• 1つの共有アップリンクセットの詳細 
>show uplinkset MyUplinkSetName 

 

共有アップリンクセットへのアップリンクポートの追加 
共有アップリンクセットにアップリンクポートを追加するには、add uplinkportコマンドを使用します。 

>add uplinkport enc0:1:2 uplinkset=MyUplinkSetName 
 

共有アップリンクセットを使用するネットワークの作成 
共有アップリンクセットを使用するネットワークを作成するには、add networkコマンドを使用します。 

>add network MyNewNetworkName uplinkset=MyUplinkSetName vlanid=156 
 

共有アップリンクセットを使用する複数のネットワークの作成 
共有アップリンクセットを使用する複数のネットワークを作成するには、add network-rangeコマンドを使用し

ます。 
>add network-range UplinkSet=SUS1 VLANIds=156-160 
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サーバーVLANタギングのサポート 
各サーバーポートは、それぞれが仮想ネットワークマッピングの固有サーバーVLAN IDを使用して、複数の仮想ネッ

トワークに接続できます。 

受信フレームと送信フレームでのサーバーVLANタグの内部ネットワークVLANへの変換、および外部データセン

ターVLANタグへの再変換（もしくはその逆）により、アップリンクで使用される外部VLANがサーバーVLANと一

致しない構成になる場合があります。この状況を回避するために、共有アップリンクセットと同じVLANマッピング

を使用するようにサーバー接続を強制することができます。値をtrueに設定すると、単一の共有アップリンクから

選択されるサーバーネットワーク接続が制限され、VLAN IDは変更できません。 
>set enet-vlan SharedServerVLanID=true 

値をfalseに設定すると、サーバーEthernet接続用に任意のVC Ethernetネットワークを選択できます。さらに、固有

性を確保するため、VLAN IDマッピングを変更できます。 
>set enet-vlan SharedServerVLanID=false 

マッピングされたVLANタグを使用する場合、全体的なリンク速度を次のように制御できます。 
> set enet-vlan PrefSpeedType=Custom PrefSpeed=500 MaxSpeedType=Custom MaxSpeed=2500 

 

ファイバーチャネルのセットアップ 
HPE BladeSystem c-Classエンクロージャーの外部ファイバーチャネル接続を構成するには、以下の手順に従って

ください。 

1. このVirtual Connectドメイン内に展開されたサーバーブレードで使用されるWWNを決定します。 

2. FC SANファブリックを作成します（「FCファブリックの作成」（178ページ））。 
 

WWNアドレス範囲の構成 
各サーバーブレードのFC HBAメザニンカードの各FC HBAポートには、デフォルト（工場出荷時に設定）のポート

およびノードWWNが割り当てられています。各WWNは、64ビットの数字で、ネットワーク上の他のデバイスに対

するFC HBAポート/ノードを一意に識別します。ハードウェアの出荷時にはデフォルトのWWNが割り当てられてい

ますが、Virtual ConnectはデフォルトのWWNを無効にして、別のWWNをサーバーに割り当てることができます。

WWNを変更した場合でも、サーバーが別のVirtual Connectエンクロージャーに移動するわけではありません。WWN
を割り当てるように構成すると、Virtual Connectは、物理FC HBAにエンクロージャーのOnboard Administerおよび

個々のサーバーブレード上のiLOインターフェイスを介してアクセスすることで、WWNを安全に管理します。 

FC HBAポートにWWNを割り当てる際、Virtual Connectは、ポートWWNとノードWWNの両方を割り当てます。ポー

トWWNは、通常、ファブリックゾーニングの構成に使用されるため、Virtual Connectのユーザーインターフェイス

では、どこでもこのWWNが表示されます。割り当てられるノードWWNは、常にポートWWNに1を加えた値になり

ます。 

Virtual Connectは、HPE Virtual Connectモジュールに接続されたサーバーFCポートにWWNを割り当てるか移行し

ます。Virtual Connectは、Virtual Connectモジュールを後で追加できるので、I/Oモジュールに接続されていないFC
ポートにもWWNを割り当てます。非Virtual Connectモジュールに接続されたサーバーFCポートは、サーバーの工

場出荷時のデフォルトWWNを保持します。 

Virtual Connectを構成してサーバーブレードのWWNを割り当てると、該当するサーバーハードウェアが変更されて

もストレージID（WWN）が変更されることがないため一貫性が保たれます。この方法により、外部のファイバーチャ

ネルSANの管理に影響を及ぼすことなくサーバーブレードを交換できます。 
  

 注意：FC SANファブリックでのWWNの重複が原因で発生するストレージネットワークの問題やデータ

の消失を防止するために、Virtual ConnectがサーバーブレードにWWNを割り当てることができるよう

にする場合は綿密に計画を立てて、構成されるWWN範囲が環境内で複数回使われないようにしてくだ

さい。 
  

Virtual Connectドメインの使用するWWN範囲は、環境内で一意でなければなりません。Hewlett Packard Enterprise
は、Virtual Connectでの使用のために確保された一連の定義済み範囲を提供しています。それらは、サーバーの工

場出荷時のデフォルトWWNと競合しません。 
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Hewlett Packard Enterprise定義のWWN範囲を使用するときは、各範囲が環境内で一度しか使用されていないこと

を確認してください。 

WWNアドレス範囲を構成するには、set domainコマンドを使用します。 

• VCが定義する番号 
>set domain WwnType=VC-Defined WwnPool=5 

• 工場出荷時の設定 
>set domain WwnType=Factory-Default 

 

FCファブリックの作成 
FabricAttach FC SANファブリックを作成し、ドメインに追加するには、add fabricコマンドを使用します。 

>add fabric MyFabric2 Bay=3 Ports=1 Speed=2Gb 

FlexFabricモジュール用のDirectAttachファブリックを作成し、ドメインに追加するには、add fabricコマンドを

使用します。 
>add fabric MyFabric5 Bay=3 Ports=1,2 Type=DirectAttach 

Virtual Connectファブリックについて詳しくは、『HPE Virtual Connect for c-Class BladeSystemユーザーガイド』

（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/vc/manuals）を参照してください。 
 

FCファブリックの表示 
すべてのFC SANファブリックを一覧表示するには、show fabricコマンドを使用します。 

>show fabric 
 

シリアル番号設定 
シリアル番号の設定機能を使用して、シリアル番号とUUIDをサーバープロファイルに追加できます。Virtual 
Connectが割り当てるUUIDがランダムに生成されます。UUIDプールは必要ありません。 

シリアル番号を割り当てるようにVCMを構成すると、物理サーバーとは関係なく、1つのプロファイルが1つのシリ

アル番号を保持します。これらの構成値をサーバープロファイルに追加することで、特定のサーバーに対してライ

センスを持つソフトウェアを、これらの値の一方または両方に基づいて、新しいサーバーハードウェアに移行でき

ます。新しいサーバーハードウェアに対するライセンスを再度取得する必要はありません。この機能を使用すると、

システムの復旧後に、シリアル番号に厳密なソフトウェアを再インストールする必要はなくなります。 

サーバーブレードの物理シリアル番号にアクセスする必要がある場合でも、Onboard Administratorでは物理シリア

ル番号と割り当てられたシリアル番号の両方が表示されるため問題はありません。 

サーバープロファイルの作成後は、次のガイドラインが適用されます。 

• シリアル番号は、工場出荷時のデフォルト値からVCが割り当てた値に変更できます。 

• 工場出荷時のシリアル番号は変更できません。 

• ユーザー定義のシリアル番号範囲は拡張できます。 

• ユーザー定義のシリアル番号範囲は縮小できません。 
  

 注意：シリアル番号の設定値を使用すると、シリアル番号またはUUIDによってサーバーを追跡するよ

うに指定されているソフトウェアの正常な動作を妨げることがあります。サーバーが稼動するソフト

ウェア環境全体に及ぼす影響を考慮し理解してから、この機能を有効にしてください。この影響には、

保証サービス、資産追跡、サーバーの展開、ソフトウェアライセンスなど（これらに限定されず）が含

まれます。 
  

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
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シリアル番号範囲の構成 
シリアル番号範囲を構成するには、set serveridコマンドを使用します。 

• VCが定義する番号 
> set serverid Type=VC-Defined PoolId=5 

• 工場出荷時の設定 
> set serverid Type=Factory-Default 

Hewlett Packard Enterprise定義のシリアル番号範囲を使用するときは、各範囲が環境内で一度しか使用されていな

いことを確認してください。 
 

サーバープロファイルのセットアップ 
I/O接続プロファイル、つまりサーバープロファイルを使用すると、VCに定義されたサーバー、ネットワークおよ

びファブリック間でリンクを使用できます。サーバープロファイルには、MACアドレス、WWNアドレス、および

VCでサポートしているさまざまな接続プロトコルのブートパラメーターを含めることができます。定義が完了した

ら、サーバープロファイルをVirtual Connectドメイン内の任意のサーバーブレードに割り当てることができます。

VCMは、ドメイン内で最大256個のプロファイルをサポートします。 

Virtual Connectサーバープロファイルは、Virtual Connectモジュールがサポートするさまざまなプロトコルのサー

バー接続に関する属性をグループ化した接続で構成されます。これらのプロトコルは、Ethernet、iSCSI、FCoE（Fibre 
Channel over Ethernet）、およびファイバーチャネルです。 

• Ethernet接続の場合、VCを使用すると、VCが割り当てるMACアドレスの割り当てとPXEブート設定の構成、

およびFlex-10接続への帯域幅の割り当てを行うことができます。 

• iSCSI接続の場合、VCを使用すると、VCが割り当てるMACアドレスの割り当てとiSCSIブート設定の構成、お

よび帯域幅の割り当てを行うことができます。このプロトコルは、iSCSI.をサポートするFlex-10サーバーポー

トでのみ利用できます。 

• FCoE接続の場合、VCを使用すると、VCが割り当てるWWNアドレスおよびMACアドレスの割り当てと、ファ

イバーチャネルブート設定および帯域幅の構成を行うことができます。このプロトコルは、FlexFabricサー

バー接続でのみ利用できます。 

• FC接続の場合、VCを使用すると、VCが割り当てるWWNアドレスの割り当てとファイバーチャネルブート設

定の構成を行うことができます。 
  

 重要：サーバーブレードという用語は、HPE Integrityマルチブレードサーバーにも適用されます。マル

チブレードサーバーについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.
com/info/vc/manuals）の『HPE Virtual Connect for c-Class BladeSystemユーザーガイド』を参照

してください。 
  

サーバープロファイルがサーバーブレードに割り当てられている場合、VCMは適切なMAC/WWNアドレスとブート

設定で接続を構成します。USE BIOSは、RBSUまたは他の構成ユーティリティで設定したオプションを持つすべて

の接続ブート設定向けのオプションです。Virtual Connect Managerは、サーバーブレードのEthernet、iSCSI、FCoE、
およびファイバーチャネルポートを指定したネットワークおよびSANファブリックに自動的に接続します。その後、

このサーバープロファイルは、必要に応じて別のサーバーブレードに再割り当てすることができますが、サーバー

ネットワークおよびSANのIDと接続は維持されます。 

VCMは、サーバーの工場出荷時のデフォルトMACアドレス/WWNまたはVirtual Connectの管理するMACアドレス

/WWNをサーバーブレードが使用するように構成することができます。これらの管理された値は、サーバープロファ

イルがサーバーに割り当てられたときにデフォルトのMACアドレスおよびWWNを上書きし、PXE（pre-boot 
environments）およびホストオペレーティングシステムソフトウェアにハードウェアアドレスとして認識されます。

管理されたMAC/WWNアドレスを使用するには、Hewlett Packard Enterprise定義済みまたはユーザー定義のMACア

ドレスの範囲を選択してください。 

サーバープロファイルを作成して展開する前に、次のガイドラインの一覧を確認してください。 
  

 重要：プロファイルの割り当て、割り当て解除、またはプロファイルの変更作業を実行する前に、「サー

バーブレードの電源投入および電源切断のガイドライン」（186ページ）をよく読んでください。 
  

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/vc/manuals
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• サーバーブレードのファームウェアおよびオプションカードのファームウェアは、Virtual Connectのプロファ

イル割り当てをサポートするリビジョンである必要があります。Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

（http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs）を参照してください。 

• 最初のサーバープロファイルを作成する前に、次のことを行ってください。 

o 割り当てられたシリアル番号を使用するか、または工場出荷時のデフォルトのシリアル番号を使用するか

を選択する。 

o 移動可能な、VCで管理されたMACアドレスおよびWWNを使用するか、またはローカルサーバーブレード

の工場出荷時のデフォルトMACアドレスおよびWWNを使用するかを選択する。 

• エンクロージャーがVirtual Connectドメインにインポートされた後、サーバープロファイルが作成されて割り

当てられるまで、サーバーブレードはネットワークおよびSANファブリックから分離されます。 

• Virtual Connectの管理するMACアドレスやWWNを使用するとき、あるいはファイバーチャネルブートパラ

メーターを変更するときに、サーバーブレードがサーバープロファイルの割り当てを入手または放棄するには、

電源が切れている必要があります。Flex-10またはFlexFabricモジュールを使用している場合は、サーバーの電

源に特別な注意が必要です。 

• VC割り当てシリアル番号を割り当てる際は、サーバーの電源が切断されている必要があります。 

• FC SAN接続がサーバープロファイル画面に表示されるのは、Virtual Connectが管理するエンクロージャーに

HPE Virtual Connect Fibre Channelモジュールが搭載されている場合だけです。FC SAN接続は、ペアで追加

され削除できません。プロファイルがすでにあるVirtual ConnectドメインにHPE Virtual Connect Fibre 
Channelモジュールが追加されると、既存のプロファイルの編集時にFC接続を追加するためのオプションが表

示されます。 

• Virtual Connectが管理するエンクロージャーに、HPE VC Flex Fabric 10Gb/24ポートモジュール、HPE VC 
FlexFabric-20/40 F8モジュール、またはHPE VC Flex-10/10Dモジュールがある場合にのみ、FCoE接続がサー

バープロファイル画面に表示されます。FCoE SAN接続はペアで追加されます。既存のプロファイルを含む

Virtual Connectドメインに、上のどちらのモジュールが追加された場合でも、FC接続を追加できます。 

• iSCSI接続は、デフォルトでサーバープロファイルに追加されていません。1枚または複数のiSCSI接続を追加

する必要があります。ドメイン内にFlex-10またはFlexFabricモジュールが1つ以上存在している場合にのみ、

GUIを使用してiSCSI接続を作成できます。CLIを使用して、この機能をあらかじめプロビジョニングしておく

ことができます。iSCSI接続とFCoE接続は同じ物理機能を使用しているため、同じ物理Flex-10ポートを共有

できません。 

• 一部のサーバープロファイルのSANブート設定（コントローラーのブート順序）は、サーバーブレードが最新

のメザニンカード構成で1回以上起動した後でのみ、Virtual Connectによって適用されます。 

• PXE、コントローラーのブート順序、またはSANブートの設定がVirtual Connect以外（RBSUなどの構成ツー

ル）で行われた場合、Virtual Connectは、サーバーブレードが次のブートサイクルを完了した後、サーバープ

ロファイルで定義された設定を復元します。 

• Virtual Connectがサーバーにサーバープロファイルを割り当てた後に、RBSUでNC551mなどのNICのプロト

コル構成（iSCSI/FCoE）を変更することはできません。この変更は、NICがVirtual Connectモジュールに接続

されていない場合でもできません。プロトコル構成を変更するのであれば、サーバープロファイルがサーバー

に割り当てられる前に行う必要があります。 

• LinuxならびにVMware ESX 3.0.1およびESX 3.0.2を使用する場合にSANから正しく起動するには、QLogic 
QMH2462 4Gb FC HBAの接続オプションをQLogic BIOS configuration utilityで「point-to-point only」に変更し

ます。Emulex LPe 1105-HP 4Gb FC HBAでは、SANからの正常な起動のために、「point-to-point」接続オプショ

ンを使用する必要はありません。 

• VCドメインが倍密度サーバーモードで構成され、プロファイルが空きサーバーベイに割り当てられている場

合、そのサーバーベイに電源が入った状態で単密度サーバーを装着しても、プロファイルはアクティブにはな

りません。プロファイルを復旧するには、プロファイルの割り当てを解除して、割り当て直してください。 

• プロファイルの割り当て中に、既存のファブリックのポート番号が別の物理ポートに変更された場合、ファブ

リックおよびドメインは、再構成が完了するまで、Failedの状態になります。また、これにより、SNMPトラッ

プが送信され一時的な障害状態が報告されることがあります。 

サーバープロファイルは、特定のエンクロージャーデバイスベイと関連付けられます。プロファイルが割り当てら

れると、Virtual Connect Managerは、そのデバイスベイ内のサーバーブレードを適切なMAC、PXE、WWN、およ

びSANブート設定で構成し、適切なネットワークおよびファブリックに接続します。プロファイルが割り当てられ

ていて同じデバイスベイに残っているサーバーブレードは、サーバーまたはエンクロージャーの電源を切ってから

http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
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入れなおす間に、さらにVirtual Connect Managerの構成を行う必要はありません。これらは、サーバーとインター

コネクトモジュールの準備ができれば、起動してネットワークおよびファブリックにアクセスすることができます。 

サーバーブレードがサーバープロファイルの割り当てられているデバイスベイに取り付けられている場合は、

Virtual Connect Managerは、電源を入れてネットワークに接続できるようになる前にそのサーバーブレードの構成

を自動的に更新します。 

サーバーブレードがVirtual Connect管理のエンクロージャーからVirtual Connectのないエンクロージャーに移動され

ると、ブレードのMACアドレスおよびWWNは元の工場出荷時のデフォルトに自動的に戻ります。この機能によって、

サーバーブレードの再展開でデータセンター内に重複したMACアドレスやWWNが発生することが防止されます。 

 
 

サーバープロファイルの作成 
新しいサーバープロファイルを作成するには、add profileコマンドを使用します。 

>add profile MyNewProfile 

プロファイルから別のプロファイルに構成をコピーするには、次のコマンドを使用します。 
>copy ExistingProfile MyNewProfile 

エンクロージャーがVirtual Connectドメインにインポートされた後で、サーバープロファイルが割り当てられてい

ないサーバーブレードがすべてのネットワークから分離されます。これによって、正しく構成されたサーバーブレー

ドのみがデータセンターのネットワークに接続されることが保証されます。 

サーバープロファイルはデバイスベイごとに割り当ておよび定義することができます。これによって、サーバーブ

レードの電源を入れて展開ネットワークに接続することができます。これらのプロファイルは、後で変更したり、

別のサーバープロファイルに置き換えたりすることができます。 

サーバープロファイルを空きベイに割り当てて、後で展開することもできます。 
 

Ethernetネットワーク接続のプロファイルへの追加 
既存のサーバープロファイルに新しいEthernetネットワーク接続を追加するには、add enet-connectionコマン

ドを使用します。 
>add enet-connection MyProfile network=MyNetwork pxe=enabled 

サーバーポート上の複数のネットワークEthernet接続を追加するには、次のコマンドを使用します。 
>add enet-connection MyProfile pxe=enabled 
>add server-port-map MyProfile:1 MyNetwork VlanID=100 
>add server-port-map-range MyProfile:1 VLanIds=151-170,215 

ドメイン設定値のSharedServerVlanIDがtrueに設定されている場合、VlanIDプロパティは変更できません。

代わりに、ネットワークに関連付けられた共有アップリンクセットの名前が必要です。 
>add server-port-map MyProfile:1 MyNetwork Uplinkset=MyUplinkset 

 

iSCSI接続のプロファイルへの追加 
既存のサーバープロファイルに新しいiSCSI接続を追加するには、次のadd iscsi-connectionコマンドを使用し

ます。 
>add iscsi-connection MyProfile network=MyNetwork speedType=custom speed=2000 

iSCSI接続のブートパラメーターを構成するには、set iscsi-boot-paramコマンドを次のように使用します。 
>set iscsi-boot-param MyProfile1:1 BootOrder=Primary Lun=100 
InitiatorName="iqn.2009-09.com.someorg.iSCSI-Initiator" InitiatorIp=192.128.3.1 
Mask=255.255.0.0 TargetName="iqn.2009-09.com.someorg.iSCSI-Target" 
TargetIp=192.128.3.2 TargetPort=40000 Authentication=CHAP Username=SomeUserName 
Secret=SomePassword123 
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FCファブリック接続のサーバープロファイルへの追加 
既存のサーバープロファイルに新しいFC SAN接続を追加するには、add fc-connectionコマンドを使用します。 

>add fc-connection MyProfile fabric=SAN_5 

詳しくは、「FCまたはFCoE接続追加の一般要件」（187ページ）を参照してください。 
 

FCoE接続のプロファイルへの追加 
既存のサーバープロファイルに新しいFCoE接続を追加するには、次のadd fcoe-connectionコマンドを使用し

ます。 
>add fcoe-connection MyNewProfile Fabric=SAN_1 SpeedType=Custom CustomSpeed=5000 

FCoE接続のブートパラメーターを構成するには、set fcoe-connectionコマンドを次のように使用します。 
>set fcoe-connection MyNewProfile:1 BootPriority=Primary 
BootPort=50:06:0B:00:00:C2:62:00 BootLun=5 

詳しくは、「FCまたはFCoE接続追加の一般要件」（187ページ）を参照してください。 
 

ネットワークアクセスグループのプロファイルへの追加 
新しいプロファイルを作成し、既存のネットワークアクセスグループを割り当てるには、add profileコマンドを

使用します。 
>add profile MyNewProfile2 Nag=DatabaseNetGroup 

既存のサーバープロファイルのネットワークアクセスグループを変更するには、set profileコマンドを使用します。 
>set profile Profile1 Nag=NetGroup1 

 

デバイスベイへのサーバープロファイルの割り当て 
指定したデバイスベイにサーバープロファイルを割り当てるには、assign profileコマンドを使用します。 

>assign profile MyProfile enc0:1 

複数エンクロージャー構成でサーバープロファイルを定義する場合、プロファイルは、ドメインに追加およびイン

ポートされている任意のエンクロージャーのサーバーベイに割り当てることができます。 

マルチブレードサーバーを対象にプロファイルの作成および割り当てを行うと、プロファイルはマルチブレード

サーバーを構成するすべてのブレードに適用されます。プロファイルにはマルチブレードサーバーのすべてのブ

レードのすべてのポートをサポートできる十分な数のEthernet接続エントリーやファイバーチャネル接続エント

リーを含める必要があります。 
 

IGMP設定の構成 
  

 重要：VCドメインがVCEM制御下にあるとき、サーバー役割権限があるユーザーはIGMP設定を変更で

きません。 
  

Ethernet IGMPスヌーピング設定を構成するには、set igmpコマンドを使用します。 
>set igmp Enabled=true Timeout=30 

IGMPスヌーピング機能を使用すると、VC-EnetモジュールがIGMP IPマルチキャストメンバーシップの動作を監視

（スヌーピング）したり、マルチキャストトラフィックのハードウェアレイヤー2スイッチング動作を構成してネッ

トワークリソース使用率を最適化したりできるようになります。IGMP v1、v2、およびv3スヌーピングがサポート

されています。 

IGMPスヌーピングのアイドルタイムアウト間隔は、デフォルトで260秒に設定されています。この値は、IGMP v2
仕様（RFC2236）で規定された[Group Membership Interval]の値です。最適なネットワークリソース使用率を得る

ために、この間隔を、ユーザーのネットワークのマルチキャストルーター設定に適合するように構成してください。 
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デフォルトでは、VC-Enetモジュールを通過する未登録のIGMPマルチキャストトラフィックは、構成済みEthernet
ネットワークでフラッディングします。フラッディングを防止するには、NoFloodプロパティをtrueに設定します。 

>set igmp Enabled=true NoFlood=true 

アップリンクからの未登録のマルチキャストトラフィックはドロップされ、サーバーポートからのトラフィックは

アクティブアップリンクポートにリダイレクションされます。この設定を変更するには、IGMPスヌーピングを有効

にする必要があります。 

マルチキャストフィルターについて詳しくは、「mcast-filter」（68ページ）を参照してください。 
 

MACキャッシュフェイルオーバー設定の構成 
• MACキャッシュフェイルオーバー設定を構成するには、set mac-cacheコマンドを使用します。 

>set mac-cache enabled=true refresh=10 

• MACキャッシュフェイルオーバー設定を表示するには、show mac-cacheコマンドを使用します。 
>show mac-cache 

スタンバイモードだったVC-Enetアップリンクがアクティブになった場合、外部Ethernetスイッチが、このアクティブ

になった接続にc-Classサーバーブレードが到達したことを認識するまでに数分かかることがあります。Fast MAC
キャッシュフェイルオーバーを有効にすると、Virtual Connectは新しくアクティブになったリンクにEthernetパケット

を送信して、外部Ethernetスイッチが新しい接続を認識しMACキャッシュを適切に更新できるようにします。この送

信シーケンスがMAC更新間隔（Hewlett Packard Enterpriseは5秒を推奨）で数回繰り返され、約1分間で完了します。 

Virtual Connectが送信するのはVCドメイン内で構成されているVLAN上のMAC Cacheアップデートフレームだけ

です。 アップデートフレームは、共有アップリンクセットで定義されたネットワークに対応するように適切にVLAN
タグが付けられます。 専用ネットワークの場合は、VLANトンネルが有効になっているかどうかとは関係なく、タ

グが付いていないアップデートフレームだけが生成されます。 VLANトンネルでは、すべてのカスタマーVLANタグ

がVirtual Connectを透過的に通過します。Virtual Connectは、トンネルネットワークでVLANタグ情報を検証も記録

もしないため、タグ付きのアップデートフレームは生成できません。 
  

 重要：有効期限やロックアウトなしでMACアドレスをあるポートから別のポートに移動できるようにス

イッチを設定してください。 
必ず、spanning tree portfast機能を有効にしてスイッチポートがスパニングツリーの「リスニング」お

よび「ラーニング」ステージをバイパスしてすみやかに「フォワーディング」ステージに移行できるよ

うにします。これにより、エッジデバイスは、ネットワーク上での通信をただちに開始できます。 
  

 

ネットワークループプロテクション設定の構成 
loop-protectコマンドは、VC 4.00以降で廃止されました。Hewlett Packard Enterpriseは、port-protectコマンド

を使用することをおすすめします。 

ネットワークループプロテクションを有効にするには、set port-protectコマンドを使用します。 
>set port-protect networkLoop=Enabled 

ポートプロテクションの処置によって無効になっているすべてのポートをリセットするには、reset port-protectコマ

ンドを使用します。 
>reset port-protect 

port-protectコマンドについて詳しくは、「port-protect」（83ページ）を参照してください。port-protectの設定の構成

について詳しくは、「一時停止フラッディングプロテクション設定の構成」（184ページ）を参照してください。 

ネットワークループプロテクションを有効にする非推奨のコマンド 
>set loop-protect Enabled=true 

ネットワークループプロテクションをリセットする非推奨のコマンド 
>reset loop-protect 

ネットワークループを防止するために、Virtual Connectは最初に、Virtual Connectドメインから外部のEthernetス
イッチング環境へのネットワークごとに、アクティブなアップリンクが1つしか存在しないことを確認します。次に、

Virtual Connectは、Virtual Connectモジュール間のスタッキングリンクによってネットワークループが生成されな

いことを確認します。 
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• 1つのアクティブリンク - VCアップリンクセットには、複数のアップリンクポートを含めることができます。

入力と出力のアップリンクが異なるブロードキャストトラフィックでのループを防止するために、同時には1
つのアップリンクまたはアップリンクLAGだけがアクティブになります。帯域幅が最大のアップリンクまたは

LAGがアクティブなアップリンクとして選択されます。アクティブなアップリンクがリンクを失うと、次に適

したアップリンクがアクティブになります。 

• スタッキングリンクを介したループが発生しない - 複数のVC-Enetモジュールが使用されている場合、それら

のモジュールはスタッキングリンクを使用して相互接続されるため、VC環境内でループが発生する可能性が

あります。Virtual Connect環境内の個別のネットワークごとに、VCは特定のスタッキングリンクをブロック

して、ループが発生しないトポロジを各ネットワークに確実に割り当てます。 

拡張されたネットワークループプロテクションは、Flex-10論理ポートであっても物理ポートであっても、ダウンリ

ンクポートでループを検出します。 この機能は、Flex-10ポートがDCCプロトコル下で動作している場合は、Flex-10
論理機能に適用されます。DCCを使用できない場合は、物理ダウンリンクポートに適用されます。 

拡張ネットワークループプロテクションでは、ループの検出に2つの方法が使用されます。 

• 1つは、特別なプローブフレームを定期的にVCドメインに投入してダウンリンクポートを監視し、ループバッ

クされたプローブフレームがないか確認する方法です。この特別なプローブフレームがダウンリンクポートで

検出されると、ポートがループ状態の原因になっていると判断されます。 

トンネルネットワークの場合、プローブフレーム転送はトンネルネットワークの数に比例し、より長時間に及

びます。プローブフレームは、すべてのトンネルを点検するまで、トンネルのサブセットに毎秒送信されます。 

• もう1つは、他のスイッチで使用される一般的なループ検出フレームを監視してインターセプトする方法です。

アップストリームスイッチがループ検出フレームを送信するネットワーク環境では、これらのフレームがアッ

プリンクポートに戻ってくる原因になっているダウンリンクポートがないことをVC Enetモジュールが確認

する必要があります。VCプローブフレームはループが検出されていることを確認しますが、外部スイッチか

らのループ検出フレームがループしてダウンリンクポートを通過しアップリンクポートに到達するまでのプ

ローブフレーム転送間隔に左右される、短い時間間隔が発生します。ダウンリンクで外部ループ検出フレーム

をインターセプトすることで、アップストリームスイッチでのループプロテクションのトリガーの可能性が排

除されます。ネットワークループプロテクションが有効な場合、VC-Enetモジュールは、次のタイプのループ

検出フレームをインターセプトします。 

o PVST+ BPDU 

o Procurveループプロテクションフレーム 

ネットワークループプロテクション機能を有効にすると、ダウンリンクポートで受信されるプローブフレームやサ

ポートされるループ検出フレームが、ネットワークループの原因になっていると見なされ、ポートはただちに無効

にされ管理操作が行われるまで解除されません。この管理操作には、ループ状態の解決およびループプロテクショ

ンエラー状態のクリアが含まれます。ポート上の「loop-detected」状態は、次のいずれかの管理操作によってクリ

アできます。 

• CLIまたはGUIからresetループプロテクションを発行して、ループ検出を再起動する。 

• 「loop-detected」状態のポートからのすべてのネットワークの割り当てを解除する。 

SNMPエージェントは、ループ状態が検出またはクリアされた時点でのトラップの生成をサポートします。 

Virtual Connectでは、ネットワークループプロテクションを有効または無効にすることができます。この機能は、

デフォルトで有効になっていて、ドメイン内のすべてのVC-Enetモジュールに適用されます。エンクロージャーが

インポートされる前でも、ネットワークループは検出され、サーバーポートを無効にすることができます。 

loop-protect resetコマンドは、「loop-detected」エラー条件にあるすべてのサーバーポートを対象にループプロテク

ションをリセットし再起動します。 
 

一時停止フラッディングプロテクション設定の構成 
一時停止フラッディングプロテクションを有効にするには、set port-protectコマンドを使用します。 

set port-protect [-quiet] [networkLoop=<Enabled|Disabled>] 
[pauseFlood=<Enabled|Disabled>] 

ポートプロテクションの処置によって無効になっているすべてのポートをリセットするには、reset port-
protectコマンドを使用します。 

>reset port-protect 
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Ethernetスイッチインターフェイスでは、一時停止フレームベースのフロー制御メカニズムを使用してデータフ

ローを制御します。フロー制御が可能なインターフェイスで一時停止フレームを受信した場合、転送操作は一時停

止フレームに指定された期間、一時的に停止されます。このインターフェイスを宛先とする他のすべてのフレーム

は、キューに登録されます。前の一時停止タイマーが期限切れになる前に別の一時停止フレームを受信した場合、

一時停止タイマーは更新され、一時停止期間の新しい値が設定されます。延長された停止期間中に一時停止フレー

ムの安定したストリームを受信した場合、そのインターフェイスの転送キューは、すべてのキューリソースを使い

切るまで拡大し続けます。この状況は、別のインターフェイスでのスイッチ操作に深刻な影響を及ぼします。さら

に、プロトコルフレームを送信できないことにより、スイッチでのあらゆるプロトコル操作にも影響が及びます。

一時停止フレームと優先度に基づく一時停止フレームは、同一リソースの消耗状態に影響を及ぼす可能性があります。 

VCには、サーバーダウンリンクポート、モジュールアップリンクポート、およびスタッキングリンクで一時停止フ

ラッディング状態を監視する機能が備わっています。 

• 一時停止フラッディング状態がサーバーダウンリンクポート上で検出された場合、一時停止フラッディングプ

ロテクションが有効であると、VCはフラッディングのポートを無効にすることで保護処置を取ることができ

ます。 

• 一時停止フラッディング状態がスタッキングリンクまたはアップリンクポート上で検出された場合、VCでは

一時停止フラッディング状態が検出されたことを報告するだけです。 

一時停止フラッディングプロテクション機能が有効になっている場合、この機能はサーバーダウンリンクポートの

一時停止フラッディング状態を検出してポートを無効にします。この機能は物理ポートレベルで動作します。管理

操作が行われるまで、ポートは無効になっています。Flex-10物理ポートで一時停止フラッディング状態が検出され

た場合、物理ポートに関連付けられたすべてのFlex-10論理ポートが無効になります。 

管理操作は、以下の手順で構成されます。 

1. 継続的な一時停止が発生する原因となっている、サーバー上のNICの問題を解決します。 

この手順には、NICファームウェアとデバイスドライバの更新が含まれることがあります。ファームウェアの

更新については、サーバーのサポートドキュメントを参照してください。 

一時停止フラッディング状態の原因がNICファームウェアにある場合は、サーバーを再起動しても一時停止フ

ラッディング状態はクリアされません。この場合、サーバーを電源から完全に切断してNICファームウェアを

リセットする必要があります。電源切断によってサーバーの再起動を実行するには、以下の手順に従ってくだ

さい。 

a. サーバーをシャットダウンします。 

b. OA CLIを使用して、管理者権限を持つOnboard Administratorにログインします。 

c. reset server xコマンドを入力します。xにはベイ番号を指定します。 

d. サーバーブレードをリセットすることを確認します。 

2. 以下のいずれかの方法を使用して、VCインターコネクトモジュールで無効になっているポートを再有効化し

ます。 

o GUIで、[Re-enable Ports]（ポートの再有効化）をクリックします。 

o CLIコマンドreset port-protectを使用します。 

Virtual Connectでは、ポートの一時停止フラッディングプロテクションを有効または無効にすることができます。

この機能は、デフォルトで有効になっていて、ドメイン内のすべてのVC-Enetモジュールに適用されます。エンク

ロージャーがインポートされる前でも、ポートの一時停止フラッディングは検出され、サーバーポートを無効にす

ることができます。 

デフォルトのポーリング間隔は10秒です。ユーザーはこの値を構成できません。VCは、一時停止フラッディング検

出に関連するイベントのシステムログ、およびSNMPトラップを提供します。SNMPエージェントは、一時停止フ

ラッディング状態が検出またはクリアされた時点でのトラップの生成をサポートします。 
 

プロファイルでの未使用のFlexNICの非表示 
新しいサーバープロファイルで未使用のFlexNICを非表示にするには、次のようにadd profileコマンドを

HideUnusedFlexNICsプロパティとともに使用します。 
->add profile MyNewProfile2 HideUnusedFlexNICs=true 
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既存のサーバープロファイルで未使用のFlexNICを非表示にするには、次のようにset profileコマンドを

HideUnusedFlexNICsプロパティとともに使用します。 
->set profile Profile1 HideUnusedFlexNICs=true 

既存のサーバープロファイルで未使用のFlexNICを非表示にした場合、オペレーティングシステムは、プロファイル

接続にマッピングされていないFlexNICの物理機能を、ネットワークインターフェイスとして列挙しません。この場

合、オペレーティングシステムでのネットワークインターフェイスの順序が変わり、ネットワーク接続を復元する

ときにオペレーティングシステムでのNICチーミングや他のネットワーク構成に対して手動の調整が必要になるこ

とがあります。 

このオプションを変更するには、サーバーの電源を切る必要があります。 
 

サーバーブレードの電源投入および電源切断のガイドライン 
サーバープロファイルの変更によっては、変更が行われる前にデバイスベイのサーバーブレードの電源を切る必要

があります。Hewlett Packard Enterpriseは、Virtual Connect Managerの使用を試みる前にサーバーコンソールを使

用してサーバーの電源を切ることをおすすめします。 

VCサーバープロファイルによって変更されるサーバー側の設定では、プロファイル設定が適用される前にサーバー

ブレードの電源が切られている必要があります。ネットワークやファブリックの変更では、サーバーブレードの電

源を切る必要はありません。サーバー側の設定には、次の設定が含まれます。 

• VCまたはユーザー定義のMACアドレスの割り当て 

• PXE設定の変更 

• VC定義のWWNの割り当て 

• ファイバーチャネルブートパラメーターの変更 

• ブートパラメーターの変更 

• あらゆる種類の接続の追加または削除 

• プロファイルでのFlexNIC列挙設定の変更 

サーバーブレードの電源を切らない場合、メッセージが表示され変更は行われません。 

サーバー側の設定を変更する際、サーバーブレードの電源を切る必要のある操作は、次のとおりです。 

• デバイスベイに取り付け済みのサーバーブレードにプロファイルを割り当てる 

• プロファイルを削除する、プロファイルを別のデバイスベイに移動する、または既存のベイからプロファイル

の割り当てを解除する 

• サーバーブレードの設定に影響を及ぼすプロファイルに変更を加える（例：PXEの有効/無効化、接続数の変

更、ファイバーチャネルブートパラメーターの変更） 

• RBSUから工場出荷時デフォルトにサーバーブレードをリセットする 

RBSUから工場出荷時デフォルトにサーバーブレードをリセットする場合は、以下を実行します。 

a. Momentary Pressオプションを使用してサーバーブレードの電源を切ります。 

b. VCサーバープロファイルを再適用します。 

c. サーバーの電源を入れます。 

次の操作では、サーバーブレードの電源を切る必要はありません。 

• 定義済みのEthernetポートに接続されているネットワークを変更する 

• ファイバーチャネルポートに接続されているファブリックを変更する 

• ファイバーチャネルポートの速度を変更する  

• Ethernet MACアドレスおよびWWNにサーバーの工場出荷時のデフォルト設定を使用し、BIOSファイバー

チャネルブート設定を使用し、PXEが有効でも無効でもない場合（すべてのネットワーク接続に対しUSE 
BIOSを使用）、サーバープロファイルを割り当てる、または割り当て解除する 

Flex-10およびFlexFabric 20接続の変更に対する例外を、以下の項で説明します。 



 

CLIを使用したVirtual Connectドメインの構成 187 

電源を切る必要があるFlex-10およびFlexFabric 20接続の変更 

次のようなときには、Flex-10接続を使用するサーバーブレードの電源を常に切っておきます。 

• Flex-10またはFlexFabric 20にマッピングされている接続を追加する 

• Flex-10またはFlexFabric 20にマッピングされている接続を削除する 

• Flex-10またはFlexFabric 20接続をマッピングするサーバーにプロファイルを割り当てる 

• Flex-10またはFlexFabric 20接続を使用するプロファイルの割り当てを解除する 

• SR-IOVモード、タイプ、またはVFの割り当てを変更する 

電源を切る必要がないFlex-10接続の変更 

Virtual Connect v2.10以上を使用している場合、次のようなときに、Flex-10接続を使用するサーバーブレードの電

源を切る必要はありません。 

• 接続のネットワークを次のように変更する 

o 1つのネットワークから別の1つのネットワークに 

o 1つのネットワークから複数のネットワークに 

o 複数のネットワークから1つのネットワークに 

• 複数のネットワークを持つ接続でネットワークまたはVLAN IDを変更する 

Virtual Connect v2.30以上を使用している場合、次のようなときに、Flex-10接続を使用するサーバーブレードの電

源を切る必要はありません。 

• 接続のネットワークを次のように変更する 

o 未割り当て状態から1つのネットワークに 

o 1つのネットワークから未割り当て状態に 

o 未割り当て状態から複数のネットワークに 

o 複数のネットワークから未割り当て状態に 

• 要求帯域幅を変更する 

電源を切る必要があるFCoE接続の変更 

• 割り当てられたサーバープロファイルへのFCoE接続の追加 

• 割り当てられたサーバープロファイルからのFCoE接続の削除 

• FCoE接続を含むプロファイルのサーバーへの割り当て 

• FCoEブートパラメーターの変更 

OA認証情報の復旧後の再起動 

OA認証情報の復旧後にVC Managerが再起動する場合、電源の入ったサーバーに「profile recovered（プロファイル

回復）」という状態が適用されます。VC Managerは認証情報復旧後の再起動を検出すると、電源の入っているあら

ゆるサーバーのプロファイルパラメーターを書きなおし、サーバーを適切なEthernetネットワークおよびFCファブ

リックに接続します。次に、サーバーおよびプロファイルを「profile recovered（プロファイル回復）」という状態

にします。サーバーおよびプロファイルは、サーバーの電源が切られるかエンクロージャーから削除されるまで

「profile recovered（プロファイル回復）」状態のままです。この機能によって、サーバーを復旧するために電源を

入れなおす必要がなくなります。 
 

FCまたはFCoE接続追加の一般要件 
一般的には、プロファイルの追加および編集操作中に、FCおよびFCoE接続を追加できます。いくつかの特定の場

合に、この操作は行えません。次の一般要件に従ってください。 

• プロファイルを追加するとき、最初に表示されるFC/FCoE接続は、ドメイン内のFC/FCoEモジュール構成に

基づいています。同じ段の隣り合うFC/FCoE対応モジュールのペアには、2つの接続があります。 

• 接続の追加や削除ができるのは、一番下からだけです。つまり、接続の追加または削除を行える位置は、リス

トの最後だけです。 

• 接続はいつでも削除できます（一番下から、1つずつ） 
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• 既存のプロファイル接続が現在のFC/FCoEモジュール構成と一致していない場合、追加操作は許可されません。 

• 同じI/Oベイにマップされる、サーバープロファイル当たりのFC/FCoE接続の現在の最大数は、HPE Integrity 
BL890c i4サーバーブレードを使用する場合を除き、4つです。 

o Integrity BL890c i4サーバーでは、I/Oベイ1および2にFlexFabricモジュールが装着されている場合、ブレー

ドのLOM 3および4にマッピングされるFCoE接続を8つ追加できます。BL890c i4サーバーは、I/Oベイ 1
への2つのFCoE接続（LOM 1および3から）ならびにI/Oベイ2への2つのFCoE接続（LOM 2および4から）

を可能にするCNA LOMを備えています。 

次の表では、FC/FCoE接続の追加が既存のプロファイルにどのように影響するかをいくつかのシナリオを用いて説

明します。このシナリオは、FCモジュール構成とFCモジュール、およびFCoEモジュール構成とFCoE対応モジュー

ルについてあてはまります。 
   

シナリオ 説明 既存のプロファイル

接続 
現在のFCモジュール

構成 
プロファイル接続の追加 

1 ベイ3および4のモジュール
から開始して、プロファイル
を作成し、プロファイルを編
集して接続を追加する。 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 

- - 
ベイ3 ベイ4 
- - 
- - 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ3 
4 ベイ4 
接続を2回追加 

2 ベイ3～6のモジュールから
開始して、プロファイルを作
成し、プロファイルを編集し
て接続を追加する。 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ5 
4 ベイ6 

- - 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
- - 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ5 
4 ベイ6 
5 ベイ3 
6 ベイ4 
7 ベイ5 
8 ベイ6 
接続を4回追加 

3 ベイ3および4のモジュール
から開始して、プロファイル
を作成し、ベイ5と6にモ
ジュールを取り付けて、プロ
ファイルを編集して接続を
追加する。 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 

- - 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
- - 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ5 
4 ベイ6 
接続を2回追加 

4 ベイ3および4のモジュール
から開始して、プロファイル
を作成し（2つの接続を追
加）、ベイ5と6にモジュール
を取り付けて、プロファイル
を編集する。 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ3 
4 ベイ4 

- - 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
- - 

現在のFCモジュール構成がプ
ロファイル内の既存の接続と一
致していないため、追加接続は
許可されません。 
このプロファイルは、ホットプ
ラグによる取り付けを行った
後、使用できなくなります。こ
の問題を解決するには、接続3
および4を削除してプロファイ
ルを保存します。シナリオ3は、
その後適用できます。 

5 ベイ3～6のモジュールから
開始して、プロファイルを作
成し、ベイ7と8にモジュール
を取り付けて、プロファイル
を編集して接続を追加する。 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ5 
4 ベイ6 

- - 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
ベイ7 ベイ8 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ5 
4 ベイ6 
5 ベイ7 
6 ベイ8 
接続を2回追加 
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6 ベイ3～6のモジュールから
開始して、プロファイルを作
成（4つの接続を追加）し、
ベイ7と8にモジュールを取
り付けて、プロファイルを編
集する。 

ポート 接続先 
1 ベイ3 
2 ベイ4 
3 ベイ5 
4 ベイ6 
5 ベイ3 
6 ベイ4 
7 ベイ5 
8 ベイ6 

- - 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
ベイ7 ベイ8 

現在のFCモジュール構成がプ
ロファイル内の既存の接続と一
致していないため、追加接続は
許可されません。 
このプロファイルは、ホットプ
ラグによる取り付けを行った
後、使用できなくなります。こ
の問題を解決するには、接続5
～8を削除してプロファイルを
保存します。シナリオ5は、その
後適用できます。 

7 ベイ5および6のモジュール
から開始して、プロファイル
を作成し、ベイ3と4にモ
ジュールを取り付けて、プロ
ファイルを編集する。 

ポート 接続先 
1 ベイ5 
2 ベイ6 

- - 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
- - 

現在のFCモジュール構成がプ
ロファイル内の既存の接続と一
致していないため、追加接続は
許可されません。 
このプロファイルを使用できる
ようにするには、2つの接続を削
除して、プロファイルを保存して
から、接続の追加を開始します。 

8 ベイ5～8のモジュールから
開始して、プロファイルを作
成し、ベイ3と4にモジュー
ルを取り付けて、プロファイ
ルを編集する。 

ポート 接続先 
1 ベイ5 
2 ベイ6 
4 ベイ7 
5 ベイ8 

- - 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
ベイ7 ベイ8 

現在のFCモジュール構成がプ
ロファイル内の既存の接続と一
致していないため、追加接続は
許可されません。 
このプロファイルを使用できる
ようにするには、2つの接続を削
除して、プロファイルを保存して
から、接続の追加を開始します。 

9 ベイ1および2のFCoE対応
モジュールから開始して、プ
ロファイルを作成し接続を
追加する。 

ポート 接続先 
1 ベイ1 
2 ベイ2 

ベイ1 ベイ2 
- - 
- - 
- - 

ポート 接続先 
1 ベイ1 
2 ベイ2 
3 ベイ1 
4 ベイ2 
5 ベイ1 
6 ベイ2 
7 ベイ1 
8 ベイ2 
接続を6回追加* 
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10 8個のFCoE対応モジュール
から開始して、プロファイル
を作成し接続を追加する。 

ポート 接続先 
1 ベイ1 
2 ベイ2 
3 ベイ3 
4 ベイ4 
5 ベイ5 
6 ベイ6 
7 ベイ7 
8 ベイ8 

ベイ1 ベイ2 
ベイ3 ベイ4 
ベイ5 ベイ6 
ベイ7 ベイ8 

ポート 接続先 
1 ベイ1 
2 ベイ2 
3 ベイ3 
4 ベイ4 
5 ベイ5 
6 ベイ6 
7 ベイ7 
8 ベイ8 
9 ベイ1 
10 ベイ2 
11 ベイ3 
12 ベイ4 
13 ベイ5 
14 ベイ6 
15 ベイ7 
16 ベイ8 
17 ベイ1 
18 ベイ2 
19 ベイ3** 
20 ベイ4** 
21 ベイ5** 
22 ベイ6** 
23 ベイ7** 
24 ベイ8** 
25 ベイ1 
26 ベイ2 
接続を18回追加 

 

* BL890c i4サーバーブレードを使用。8個の接続を追加できます。各ペアがベイ1と2に接続されます。エントリーの最初
の4つのペアが各ブレードのLOM 1およびLOM 2にマッピングされ、エントリーの最後の4つのペアが各ブレードのLOM 3
およびLOM 4にマッピングされます。 
** マッピングされていない 

 

CLIからのログアウト 
CLIからログアウトするには、exitコマンドを使用します。 

>exit 
 

一般的な管理操作 
次の表に、最も一般的な管理操作で使われる構文を示します。 

特定のコマンドについて詳しくは、「管理対象エレメント」（15ページ）を参照してください。 
 

操作 例 

全般的なドメイン設定の表示 >show domain 

定義済みアドレスプールの表示 >show domain addresspool 

インターコネクトモジュールの表示 • 概要表示 
   >show interconnect 
• 詳細表示 
   >show interconnect * 
• 単一モジュールの表示 
   >show interconnect enc0:2 

ドメイン全体のステータスの表示 >show status 

スタッキングリンク構成とステータスの表示 >show stackinglink 

システムログの表示 >show systemlog 
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操作 例 

ドメイン内のサーバーリストの表示 • 概要表示 
   >show server 
• 詳細表示 
   >show server * 
• 単一サーバーの表示 
   >show server enc0:1 

サーバープロファイルの表示 • 概要表示 
   >show profile 
• 詳細表示 
   >show profile * 
• 単一プロファイルの表示 
   >show profile MyProfile 

ドメイン構成を削除します。 >delete domain 

バックアップVC Managerへの強制フェイル
オーバー 

>reset vcm - failover 

サーバーブレードの電源切断 >poweroff server enc0:2 
>poweroff server * 

サーバーブレードへの電源投入 >poweron server enc0:1 
>poweron server * 

サーバーブレードのリセット >reboot server enc0:4 
>reboot server * 

デバイスベイに割り当てられているサーバープ
ロファイルの割り当てを解除します。 

>unassign profile MyProfile 

Ethernetネットワーク接続プロパティの変更 >set enet-connection MyProfile 1 pxe=disabled 

FCファブリック接続の変更 >set fc-connection MyProfile 2 speed=auto 
 

 

ポートステータスの条件 
ポートステータスにリンクされていないことが示され、接続がない場合は、次のいずれかが表示されます。 

• Not Linked/E-Key（リンクされていない/Eキー） - 電子キーイングエラーのため、ポートがリンクされてい

ません。たとえば、サーバーポートとモジュールポート間でテクノロジーのタイプが一致しない場合などです。 

• Linked-Standby - VCアップリンクポートが外部スイッチに物理的に接続され、次のいずれかの状態です。 

o ポートがトラフィックをアクティブに伝送するように選択されていません。 

o VC 4.30以降から、アップリンクポートに関連付けられているネットワークは、どのプロファイルにも割

り当てられません。 

• Not Logged In（ログインしていない） - ポートはリモートデバイスにログインしていません。 

• Incompatible（非互換） - Ethernetネットワークトラフィック用に指定されているポートにFC SFPが接続され

ている場合など、ポートに割り当てられた使用法と一致しないSFPモジュールが装着されています。特定の機能

に割り当てられていないポートは、Ethernetネットワークトラフィック用に指定されていると想定されます。 

ファブリックまたはネットワークに割り当てられていない、SFP-FCモジュールが接続されているFCoE対応

ポートはネットワーク用に指定され、ステータスは「Incompatible（非互換）」になります。そのポートにファ

ブリックが作成されると、ステータスは「Linked（リンク済み）」に変更されます。 

• Unsupported（未サポート） - ポートにサポートされていないSFPモジュールが装着されています。例： 

o サポートされていないモジュールが接続されている 

o 1Gbまたは10Gb Ethernetモジュールが、その速度をサポートしていないポートに接続されている 

o LRMモジュールが、LRM非対応のポートに接続されている 

o FCモジュールが、FC非対応のポートに接続されている 
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• Administratively Disabled（管理による無効化） - アップリンクポートの速度を「disabled」に設定するな

ど、管理操作によってポートが無効にされています。 

• Unpopulated（未装着） - ポートにSFPモジュールが接続されていません。 

• Unrecognized（未認識） - ポートに接続されているSFPモジュールを認識できません。 

• Failed Validation（検証失敗） - ポートに接続されているSFPモジュールがHPID検証に失敗しました。 

• Smart Link（Smartリンク） - Smartリンク機能が有効です。 

• Not Linked/Loop Protected（リンクされていない/ループ保護済み） - VCMが、サーバーダウンリンクポー

トでBPDUパケットをインターセプトしており、サーバーダウンリンクポートを無効にしてループ条件を防止

しています。 

• Not Linked/Flood Protected（リンクされていない/フラッディング保護済み） - VCMが、あるFlex-10物理ポー

トで一時停止フラッディング状態を検出し、その物理ポートに関連付けられたすべてのFlex-10論理ポートを

無効にしました。 

• Linked/Non-HP（リンク済み/未認定） - ポートは別のポートにリンクされていますが、Hewlett Packard 
Enterpriseは接続されているSFPモジュールを十分な互換性があると認定していません。この場合、SFPモ
ジュールは正常に動作しない可能性があります。サーバートラフィックを確保するため、認定済みのモジュー

ルを使用してください。 

• Not Linked/Pause Flood Detected（リンクされていない/一時停止フラッディング検出済み） - VCMが一時

停止フラッディング状態を検出しました。 

• Covered（装着済み） - QSFP+ポートに4x10 GbスプリッターケーブルではなくQSFP+ DAC/AOCケーブル

が取り付けられている場合にサブポートQ1.2～Q1.4で報告されます。 
 

Virtual Connect Managerのリセット 
Virtual Connect Managerをリセットするには、reset vcmコマンドを使用します。 

>reset vcm 

>reset vcm [-failover] 

この操作には、管理者権限が必要です。 

プライマリとバックアップのEthernetモジュールを用意してVC Ethernetモジュールを二重化すると、この機能を使

用してVirtual Connect ManagerをホストするVirtual Connect Ethernetモジュールを手動で切り替えることができま

す。また、代替のVirtual Connect Ethernetモジュールに切り替えることなく、Virtual Connect Managerを強制的に

再起動することもできます。この機能は、Virtual Connect Managerのトラブルシューティングに役立ちます。Virtual 
Connect Managerの再起動中やフェイルオーバー中、Virtual ConnectサブシステムのネットワークおよびFC処理は

妨害されません。 

バックアップVirtual Connect Ethernetモジュールを使用できる場合、reset vcmコマンドでコマンドラインオプ

ションの-failoverを指定すると、コマンドラインに次のメッセージが表示されます。 
SUCCESS: The Virtual Connect Manager is being reset. Please wait... 

約1分後、セッションからログアウトします。同じVirtual Connect Ethernetモジュールにログインを試みると、次の

メッセージが表示され拒否されます。 
Virtual Connect Manager not found at this IP address. 

バックアップモジュールにログオンを試みると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。 
Unable to communicate with the Virtual Connect Manager. Please retry again later. Please 
retry again later. 

バックアップVirtual Connect EthernetモジュールでVirtual Connect Managerの再起動が完了した後でログインする

と、ログインは成功します。エンクロージャーの構成によって異なりますが、最大5分の余裕を見てください。 

バックアップVirtual Connect Ethernetモジュールを使用できる場合、reset vcmコマンドでコマンドラインオプ

ションの-failoverを指定しないと、コマンドラインに次のメッセージが表示されます。 
SUCCESS: The Virtual Connect Manager is being reset. Please wait... 
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約1分後、セッションからログアウトします。モジュールにログオンを試みると、次のエラーメッセージが表示され

る場合があります。 
Unable to communicate with the Virtual Connect Manager. Please retry again later. Please 
retry again later. 

Virtual Connect Managerの再起動が完了した後でログインすると、ログインは成功します。エンクロージャーの構

成によって異なりますが、最大5分の余裕を見てください。 
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サポートと他のリソース 

Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス 
• ライブアシスタンスの場合、「Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide」のWebサイト（http://www.

hpe.com/assistance）にアクセスします。 

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターのWeb
サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスします。 

 

収集する情報 
• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合） 

• 製品名、モデルまたはバージョン、およびシリアル番号 

• オペレーティングシステム名とバージョン 

• ファームウェアバージョン 

• エラーメッセージ 

• 製品固有のレポートとログ 

• アドオン製品またはコンポーネント 

• 他社製製品またはコンポーネント 
 

アップデートへのアクセス 
• 一部のソフトウェア製品は、製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスするメカ

ニズムを備えています。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨される更新方法を確認してくだ

さい。 

• 製品のアップデートをダウンロードするには、次のいずれかに移動します。 

o Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターの「メールニュース配信登録」ページ

（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 

o Software DepotのWebサイト（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• お客様の資格を表示または更新したり、契約と保証をお客様のプロファイルにリンクしたりするには、Hewlett 
Packard Enterpriseサポートセンターの「More Information on Access to Support Materials」ページ

（http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials）にアクセスします。 
  

 重要：一部の更新では、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターからアクセスするときに、製品資

格が必要となる場合があります。関連する資格を使用してHP Passportを設定する必要があります。 
  

 

Webサイト 
• Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs） 

• Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc） 

• Hewlett Packard Enterprise Worldwideの連絡先（http://www.hpe.com/assistance） 

• サブスクリプションサービス/サポート通知（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 

• Software Depot（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair） 

http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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• Insight Remote Support（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs） 

• Serviceguard Solutions for HP-UX（http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs） 

• Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のストレージ互換性マトリックス 
（http://www.hpe.com/storage/spock（英語）） 

• ストレージのホワイトペーパーおよびアナリストレポート（http://www.hpe.com/storage/whitepapers） 
 

リモートサポート（HPE通報サービス） 
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモートサ

ポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントをHewlett Packard Enterpriseに安全

な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われ

ます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。 

デバイスサポートについて詳しくは、次のWebサイト（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）
を参照してください。 

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs
http://www.hpe.com/storage/spock
http://www.hpe.com/storage/whitepapers
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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頭字語と略語 

BBCR 
Buffer-to-Buffer Credit Recovery 

 

BPDU 
Bridge Protocol Data Unit 

 

CHAP 
Challenge Handshake Authentication Protocol 

 

CHAPM 
Mutual Challenge Handshake Authentication Protocol 

 

CRC 
cyclic redundant checks。巡回冗長検査 

 

DCBX 
Datacenter Bridging Capability Exchange protocol  

 

DCC 
device control channel 

 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol 

 

DID 
Destination ID。送信先ID 

 

DNS 
domain name system。ドメインネームシステム 

 

DSCP 
Differentiated Services Code Point 

 

EFI 
extensible firmware interface 

 

FC 
Fibre Channel。ファイバーチャネル 
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FCoE 
Fibre Channel over Ethernet 

 

FCS 
Frame Check Sequence 

 

FIPS 
Federal Information Processing Standard 

 

FLOGI 
fabric login（Fibre Channel）。ファブリックログイン（ファイバーチャネル） 

 

GMII 
Gigabit media independent interface 

 

HBA 
host bus adapter。ホストバスアダプター 

 

IGMP 
Internet Group Management Protocol 

 

iSCSI 
Internet Small Computer System Interface 

 

LACP 
Link Aggregation Control Protocol。リンクアグリゲーション制御プロトコル 

 

LDAP 
Lightweight Directory Access Protocol 

 

LESB 
Link Error Status Block 

 

LIP 
Loop Initialization Primitive 

 

LLC 
Logical Link Control。論理リンク制御 

 

LLDP 
Link Layer Discovery Protocol 

 

LR 
Link Reset。リンクリセット 
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LUN 
logical unit number。論理ユニット番号 

 

MAC 
Media Access Control。メディアアクセス制御 

 

NPIV 
N_Port ID Virtualization 

 

OA 
Onboard Administrator 

 

PLOG 
Point-to-Point Protocol daemon。Point-to-Pointプロトコルデーモン 

 

PVST+ 
Per VLAN Spanning Tree（over standard 802.1q links） 

 

PXE 
preboot execution environment 

 

QoS 
Quality of Service。サービス品質 

 

RADIUS 
Remote Authentication Dial-In User Service。リモート認証ダイヤルインユーザーサービス  

 

RD 
receive data。受信データ 

 

RMON 
remote monitoring。リモート監視 

 

SFTP 
Secure File Transfer Protocol 

 

SID 
Source ID。ソースID 

 

SMI-S 
Storage Management Initiative Specification 

 

SOAP 
Simple Object Access Protocol 
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SSH 
Secure Shell 

 

SSL 
Secure Sockets Layer 

 

TAA 
Trade Agreements Act。通商協定法 

 

TACACS+ 
Terminal Access Controller Access Control System Plus 

 

TFTP 
Trivial File Transfer Protocol 

 

TLV 
Type-Length Value。Type-Length値 

 

UDP 
User Datagram Protocol。ユーザーデータグラムプロトコル 

 

UUID 
universally unique identifier 

 

VC 
Virtual Connect 

 

VCEM 
Virtual Connect Enterprise Manager 

 

VCM 
Virtual Connect Manager 

 

VCSU 
Virtual Connect Support Utility。Virtual Connectサポートユーティリティ 

 

VLAN 
virtual local-area network。仮想ローカルエリアネットワーク 

 

WWN 
World Wide Name 

 

WWPN 
worldwide port name 
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Ａ 

activityコマンド   17 
all   17 

Ｂ 

bannerコマンド   19 

Ｃ 

cliコマンド   20 
CLIコマンドの実行モード   9 
CLIスクリプトでのコメントと空白行のサポート   6 
CLIの構成   20 
configbackupコマンド   21 
configコマンド   20 
connection-mapコマンド   24 

Ｄ 

devicebayコマンド   24 
domainコマンド   25 

Ｅ 

enclosureコマンド   28 
enet-connection   29 
enet-vlan   34 
Ethernetアップリンクおよびダウンリンクポート   154 
Ethernetネットワーク、作成   175 
Ethernetネットワーク接続、プロファイルへの追加   181 
Ethernetネットワーク、表示   175 
Ethernetネットワークプロパティ、変更   175 
external-managerコマンド   35 

Ｆ 

fabricコマンド   37 
fc-connectionコマンド   40 
fcoe-connectionコマンド   43 
FCoE接続   182、187 
FCoE接続の追加   182、187 
FCアップリンクポート   166 
FC接続   182、186、187 
FC接続の追加   182、187 
FCファブリック、作成   178 
FCファブリック接続、プロファイルへの追加   182 
FCファブリック、表示   178 
FIPSモード   11 
firmwareコマンド   47 
FlexNIC   8 

Ｈ 

helpコマンド   150 
Hewlett Packard Enterpriseテクニカルサポート   194、195 
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト   194 
Hewlett Packard Enterpriseへのご連絡   194 
Hewlett Packard Enterprise連絡先情報   194 

Ｉ 

igmp-groupコマンド   47 
igmpコマンド   47 
IGMP構成、指定   182 
interconnect-mac-tableコマンド   48 
interconnectコマンド   49 
iscsi-boot-paramコマンド   50 
iscsi-connectionコマンド   53 
iSCSI接続   181 

Ｌ 

ldap-certificate   56 
ldap-group   57 
ldapコマンド   59 
LDAPの構成   169 
link-dist-intervalコマンド   60 
lldpコマンド   60 
local-usersコマンド   61 
log-target   62 
loop-protectコマンド   64 

Ｍ 

mac-cacheコマンド   65 
MACアドレスの設定値   172 
MACキャッシュフェイルオーバー設定値、構成   183 
mcast-filter-rule   66 
mcast-filter-set   66 
mcast-filterコマンド   68 
mfs-filterコマンド   70 

Ｎ 

name-serverコマンド   72 
network-rangeコマンド   73 
networkコマンド   76 

Ｐ 

port-monitor   81 
port-protectコマンド   83、184 
profileコマンド   84 

索引 
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Ｑ 

qos-classifierコマンド   91 
qos-classコマンド   90 
qos-mapコマンド   92 
qosコマンド   93 

Ｒ 

radius-groupコマンド   95 
radiusコマンド   96 
RADIUSの構成   169 
roleコマンド   97 

Ｓ 

serverid   104 
server-port   99、101 
server-port-map-rangeコマンド   98 
serverコマンド   102 
sessionコマンド   105 
sflow   106 
sflow-moduleコマンド   106 
sflow-portsコマンド   108 
sflow-receiverコマンド   110 
Smartリンク   76 
SNMP（Simple Network Management Protocol）   112 
SNMPアクセス、追加   113 
SNMPトラップ   114 
SNMPトラップ、有効化   114 
SNMPユーザー   117 
SNMPユーザー, 管理   117 
SSH管理   120 
SSHキー、インポート   120 
SSHキー、管理   120 
SSHキー、承認済み   120 
SSHキー、追加   120 
SSHキーの管理、ツール定義ファイル   120 
ssl-csrコマンド   122 
sslコマンド   125 
SSL証明書署名要求   122、171 
SSL証明書の管理   121、171 
stackinglinkコマンド   125 
statistics   126 
statistics-throughputコマンド   128 
statusコマンド   130 
storage-managementコマンド   130 
Support-info   132 
systemlogコマンド   133 

Ｔ 

TACACS+の構成   169 
tacacsコマンド   133 

Ｕ 

uplinkportコマンド   135 
uplinksetコマンド   139 

userコマンド   141、144 

Ｖ 

vcmコマンド   143 
versionコマンド   144 
Virtual Connect Managerのリセット   192 
Virtual Connectドメインの構成   167 
Virtual Connectの概要   8 
VLANトンネル、有効または無効   76 

Ｗ 

Webサイト、Hewlett Packard Enterprise   194 
WWN設定   177 

あ 

アップリンクポート、共有アップリンクセットへの追

加   176 
アップリンクポート、追加   175 
アップリンクポートプロパティ、変更   175 

い 

一般的な管理操作   190 

え 

エンクロージャーのインポート   168 

お 

オプション   12 

か 

概要、コマンドラインインターフェイス   11 
管理対象エレメント   15 

き 

休止フラッディングプロテクション   184 
共有アップリンクセット、作成   176 
共有アップリンクセット、表示   176 

こ 

構成、ユーザーアカウント   170 
コマンド出力のフィルタリング   10 
コマンドのバッチ処理   13 
コマンドライン   14 
コマンドライン構文   6、12、13 
コマンドラインの概要   11 

さ 

サーバーVLANタギングのサポート   177 
サーバープロファイル   181、186 
サーバープロファイル、デバイスベイへの割り当て   182 



 

索引 202 

サーバープロファイルの概要   179 
サブコマンド   14 
サポートと他のリソース   194 

し 

システムログ   133 
自動展開   18 
出力形式   151 
情報   194 
証明書管理   171 
シリアル番号設定   178 
シリアル番号範囲の構成   179 

す 

スクリプタブル出力形式   153 

せ 

製品販売店   194 
接続モード   76 

た 

対話型ユーザー出力形式   151 
ダウンリンクポート   166 

て 

テクニカルサポート   194 

と 

ドメインのセットアップ   168 
ドメイン名   169 
ドメイン名の設定   169 

ね 

ネイティブVLAN   76 
ネットワークアクセスグループ、作成   174 
ネットワークアクセスグループ設定   70、72 
ネットワークアクセスグループ、ネットワークへの追

加   175 
ネットワークアクセスグループ、表示   174 
ネットワークアクセスグループ、プロファイルへの追

加   182 
ネットワークアクセスグループ、変更   174 
ネットワーク設構成コマンド   76 
ネットワーク、作成   76、176 
ネットワーク設定   76 
ネットワーク、ネットワークアクセスグループ用に作

成   175 
ネットワークのセットアップ   76、172 
ネットワークループプロテクション   183 
ネットワークループプロテクション設定、構成   183 
ネットワークループプロテクションのリセット   64 
ネットワークループプロテクション、リセット   64 

ふ 

ファイバーチャネルのセットアップ   177 
ファイバーチャネルモジュール統計情報の説明   162 
複数のネットワーク、共有アップリンクセット用に作

成   176 
複数プロファイルの割り当て解除   6 
プライベートネットワーク   76 
プライマリリモート認証方法   170 
プロパティ   13 

へ 

ヘルプ情報   194 

や 

役割ベースの認証の構成   170 

ゆ 

ユーザーの認証   170 
ユーザープロファイル   141 

り 

リモートアクセス   10 

ろ 

ログアウト   190 
ログイン   167 
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