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データ  シート

Cisco SAN OS 1.3(x)

Cisco® SAN-OS は、 受賞歴のある Cisco MDS 9000 ファ ミ リー マルチレイヤ スイ ッチの

基盤となるシステム ソフ ト ウェアです。 Storage Area Network （SAN; ス ト レージ エリア

ネッ ト ワーク） 向け OS （オペレーティング システム） である Cisco SAN-OS は、実績の

ある Cisco IOS® ソフ ト ウェアを基礎と し、 高い信頼性、 パフォーマンス、 スケーラビ リ

ティ、および多彩な機能を備えた戦略的な SAN プラ ッ ト フォームを構築できるよ うに設

計されています。

Cisco SAN-OS には、 市場がス ト レージ ネッ ト ワーク  スイ ッチに期待するすべての機能

に加え、 Cisco MDS 9000 ファ ミ リーによる Total Cost of Ownership （TCO; 総所有コス ト ）

の軽減と投資対効果の迅速な回収に役立つよ うなユニークな機能が多数あ り ます。

柔軟性とスケーラビ リテ ィ

Cisco SAN-OS は、 高度な柔軟性とスケーラビ リティを備えたエンタープライズ SAN 向

けプラ ッ ト フォームです。 このよ うな Cisco SAN-OS の特徴は、 以下の機能によって実

現されています。

全プラッ ト フォームに共通のソフ トウェア

Cisco SAN-OS は、 マルチレイヤ ファブリ ッ ク  スイ ッチからマルチレイヤ ディ レクタま

で、 すべての Cisco MDS 9000 ファ ミ リー スイ ッチで動作します。 製品ライン全体の基

本システム ソフ ト ウェアが同じであるため、多様であ りながらも一貫性と互換性を備え

たフ ィーチャ  セッ ト を Cisco MDS 9000 ファ ミ リーで使用できます。

マルチプロ ト コル サポート

Cisco SAN-OS は、 単一プラ ッ ト フォームで、 Fibre Channel Protocol （FCP） 、 IBM Fiber
Connection（FICON）、Small Computer System Interface over IP（iSCSI）、そして Fibre Channel
over IP （FCIP） もサポート しています。 Cisco MDS 9000 ファ ミ リーでは、 iSCSI をネイ

ティブでサポート しているため、さまざまな種類のサーバのス ト レージを SAN 上の共通

プールに統合できるよ うにな り ます。 また、 FCIP もネイテ ィブでサポート しているの

で、 IP ネッ ト ワークへの既存の投資を活用し、 ファ イバ チャネルと FICON の両方の環

境で、 費用効果が高く業務継続性のある ソ リ ューシ ョ ンを構築する こ と も可能です。

Cisco SAN-OS のマルチプロ ト コル サポートは、 お客様の社内資源の有効活用と、 それ

によるコス ト削減に役立ちます。

VSAN

Virtual SAN （VSAN; 仮想 SAN） 技術を使用する と、1 つの物理的な SAN を複数の VSAN
に分割できます。 Cisco MDS 9000 ファ ミ リー スイ ッチは、 スイ ッチ ハード ウェアに

VSAN 機能が組み込まれた市場初の SAN スイ ッチです。Cisco SAN-OS の VSAN 機能は、

大規模な物理ファブリ ッ クを論理的な個別環境に分割するこ とによ り、ファ イバ チャネ
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ル SAN のスケーラビ リティ、 可用性、 管理性、 およびネッ ト ワーク  セキュ リティを強化します。 FICON を

使用する場合は、VSAN によって FICON とオープン システムをハード ウェアベースで確実に分離できます。

各 VSAN は、論理的かつ機能的に分離された SAN であ り、それぞれに独自のファイバ チャネル ファブリ ッ

ク  サービスを設定できます。 このよ うなファブ リ ッ ク  サービスの分離によって、 ファブ リ ッ クの再設定や

エラー状態が個々の VSAN 内に限定されるので、ネッ ト ワークの安定性が向上します。VSAN がもたらす厳

格な ト ラフ ィ ッ クの分離は、 所定の VSAN の制御ト ラフ ィ ッ ク とデータ  ト ラフ ィ ッ クをその VSAN のド メ

イン内に閉じ込めるこ とによって SAN のセキュ リティを強化します。 また、 VSAN を使用する と、 可用性

を低下させずに、 隔離された各 SAN 領域を共通のインフラス ト ラ クチャに統合できるので、 コス トの削減

にも役立ちます。

一定の VSAN 範囲のみの限定的な権限を持つ管理者を設定するこ と も可能です。たとえば、プラ ッ ト フォー

ム固有のすべての機能を設定できるよ うなネッ ト ワーク管理者を 1 人指定し、さ らに特定の VSAN の設定お

よび管理権限のみを持つ VSAN 管理者も指定できます。 このよ うにする と、 大規模 SAN の管理性能が向上

し、 また、 特定の VSAN へのユーザ アクシ ョ ンの影響がその VSAN 内に限定されるので、 ヒ ューマン エ
ラーによる混乱も少なくな り ます。

VSAN を指定できる範囲は、 SAN 間の FCIP リ ンク全体です。 VSAN を拡張して リモート  デバイスを含める

こ と も可能です。 Cisco MDS 9000 ファ ミ リーには、 VSAN の ト ランキングも実装されています。 ト ランキン

グを使用する と、 ISL （スイ ッチ間リ ンク） を通じて、 同じ物理リ ンク上で、 複数の VSAN の ト ラフ ィ ッ ク

を伝送できます。

VSAN 間ルーティング

VSAN 間ルーティングを使用する と、 異なる VSAN を 1 つの論理ファブリ ッ クに結合しなくても、 異なる

VSAN 上にある特定のイニシエータ と ターゲッ トの間でデータ  ト ラフ ィ ッ クを伝送できます。ただし、ファ

イバ チャネル制御ト ラフ ィ ッ クは、VSAN 間では伝送されません。また、 イニシエータは VSAN 間ルーティ

ングで指定された リ ソース以外のリ ソースにはアクセスできません。したがって、テープ ライブラ リのよ う

な貴重な リ ソースを簡単かつ安全に共有できます。 VSAN 間ルーティングを FCIP と一緒に使用すれば、 さ

らに効率的に業務継続性および障害復旧に優れたソ リ ューシ ョ ンを構築できます。

インテリジェン ト  ファブリ ック  サービス

Cisco SAN-OS はインテ リジェン ト  ス ト レージ サービスに対応しており、ネッ ト ワーク内の Cisco MDS 9000
ファ ミ リー スイ ッチに、 仮想化、 スナップシ ョ ッ ト 、 複製などのス ト レージ アプリ ケーシ ョ ンを提供する

ための基盤と して機能します。 このよ うな Cisco SAN-OS の柔軟性は、将来的にも投資の保護に役立ちます。

ネッ ト ワーク セキュ リテ ィ

シスコは、 Cisco SAN-OS のネッ ト ワーク  セキュ リティに包括的にアプローチしています。 Cisco SAN-OS に

は、 SAN 接続デバイスを完全に隔離できる VSAN を始めと して、 多様なセキュ リティ機能があ り ます。

スイッチとホストの認証

Cisco SAN-OS の Fibre Channel Security Protocol （FC-SP） 機能は、企業全体のファブリ ッ クのスイ ッチ間およ

びホス ト と スイ ッチの間の認証を提供します。Cisco MDS 9000 ファ ミ リーのローカル認証、 または RADIUS
またはTACACS+を使用した リモート認証の実行には、Challenge Handshake Authentication Protocol（DH-CHAP）
による Diffie-Hellman 拡張機能が使用されます。 認証に失敗したスイ ッチやホス トはファブリ ッ クに加入で

きません。
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ロールベース アクセス制御

Cisco SAN-OS は、 Cisco MDS 9000 ファ ミ リーの CLI （コマンド ライン インターフェイス） と SNMP （簡易

ネッ ト ワーク管理プロ ト コル）MIB の管理アクセス用と して、Roles-Based Access Control （RBAC; ロールベー

ス  アクセス制御） を提供します。 スイ ッチにはデフォルトのロールが 2 つ組み込まれているほか、ユーザ定

義のロールを最大 64 個設定できます。 Cisco Fabric Manager のよ うに、 SNMP Version 3 （SNMPv3） を使用す

るアプリ ケーシ ョ ンには、このプロ ト コルで管理されるスイ ッチ機能のための完全な RBAC が組み込まれて

います。 ロールとは、 1 つまたは複数の VSAN で使用できるさまざまな機能別コマンドのアクセス制御ポ リ

シーです。

ポート  セキュリテ ィ とファブリ ック  バインディング

ポート  セキュ リティは、エンティティ と スイ ッチ ポートの 1 対 1 のマッピングを固定します。エンティティ

とは、 World Wide Name （WWN） で識別されるホス ト、 ターゲッ ト、 またはスイ ッチです。 ポート  セキュ

リティは、 未許可デバイスがスイ ッチ ポートに接続するこ とによる SAN ファブリ ッ クの混乱を防ぐために

役立ちます。 また、 ファブ リ ッ ク  バインディングを使用する と、指定されたスイ ッチ間の ISL だけがイネー

ブルになるので、 ポート  セキュ リティはさ らに強化されます。

ゾーニング

ゾーニングによって、 SAN 内のデバイスのアクセス制御が可能になり ます。 Cisco SAN-OS は、 次のゾーニ

ング タイプをサポート しています。

• N_Port ゾーニング ― エンド  デバイス （ホス トおよびス ト レージ） のポート単位でゾーン メ ンバーを定

義します。

– WWN

– Fibre Channel Identifier （FC_ID）

• Fx_Port ゾーニング ― スイ ッチ ポート単位でゾーン メ ンバーを定義します。

– WWN

– WWN ＋インターフェイス  インデッ クス、 またはド メ イン ID ＋インターフェイス  インデッ クス

– ド メ イン ID ＋ポート番号 （Brocade とのインターオペラビ リティのため）

• iSCSI ゾーニング ― ホス トのゾーン単位でゾーン メ ンバーを定義します。

– iSCSI 名

– IP アドレス

• LUN ゾーニング ― Cisco SAN-OS の Logical Unit Number （LUN; 論理ユニッ ト番号） ゾーニングでは、

N_Port ゾーニングと組み合わせるこ とによ り、 LUN へのアクセスを特定のホス トだけに限定できます。

これによ り、 異種ス ト レージ サブシステムへのアクセスの一元管理が可能です。

• Read-only ゾーニング ― 任意のゾーン タイプの入出力操作を SCSIの読み取り専用コマンドに制限するよ

うな属性設定が可能です。 これは、 特にバッ クアップやデータ  ウェアハウスなどを目的と してサーバ間

でボ リ ュームを共有する場合に便利な機能です。

入力側スイ ッチに適用されている Access Control List （ACL; アクセス制御リ ス ト ） を使用して、 フレーム単

位で常にゾーニングが強制されるので、 厳しいネッ ト ワーク  セキュ リテ ィを実現できます。 ゾーニング ポ
リシーはすべてハードウェア上で実行されるので、 パフォーマンスが低下するこ とはあ り ません。
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その他のネッ トワーク  セキュリテ ィ機能

その他に、 次のよ うなネッ ト ワーク  セキュ リティ機能があ り ます。

– RADIUSおよびTACACS+を使用したファブリ ッ ク全体のロールベースのAuthentication, Authorization,
and Accounting （AAA; 認証、 許可、 アカウンティング） サービス

– Secure Shell （SSH; セキュア シェル） プロ ト コル バージ ョ ン 2 および SNMPv3 による管理ト ラフ ィ ッ

クの認証、 データ整合性、 機密性

– Secure FTP （SFTP） によるファ イル転送保護

• IP ACL による管理アクセス

可用性

Cisco SAN-OS は、 回復力に富むソフ ト ウェア アーキテクチャを提供するので、 ミ ッシ ョ ンク リ ティカルな

ハード ウェアの配置にも対応できます。

稼働状態でのソフ トウェア アップグレード

冗長ハードウェアを備えたディレクタ  ク ラスの製品では、 Cisco SAN-OS によって稼働状態でのソフ ト ウェ

ア アップグレードが可能です。 また、 冗長スーパバイザ エンジン ハードウェアが搭載されていないファブ

リ ッ ク  スイ ッチでは、 アップグレードによる停止を最小限に抑えるこ とができます。

ステート フル プロセス フェールオーバー

Cisco SAN-OS は、 エラーが発生したソフ ト ウェア プロセスを自動的に再起動する と と もに、 スーパバイザ

エンジンのステート フル フェールオーバーを提供します。したがって、コン ト ロール プレーンのハード ウェ

アやソフ ト ウェアにエラーが発生してもファブリ ッ クの ト ラフ ィ ッ ク  フローが中断されません。

PortChannel による ISL の回復

PortChannel は、 ファ イバ チャネルと FICON のいずれのト ラフ ィ ッ クでも、 複数の物理 ISL を、 ポート回復

力を備えた 1 本の広帯域幅論理リ ンクに集約します。この機能を使用する と、最大 16 の拡張ポート （E_Port）
または ト ランキング E_Port （TE_Port） を 1 つの PortChannel に結合し、 最大 32 Gbps の集約帯域幅を実現で

きます。 ISL ポートには、任意のスイ ッチング モジュール上のポート を指定できます。 また、 マスター ポー

ト を指定する必要もあ り ません。そのため、ポートやスイ ッチング  モジュールに障害が発生した場合、 ファ

ブリ ッ クを再設定しなくても PortChannel は正常に機能し続けます。

iSCSI、 FCIP、 および管理インターフェイスの高い可用性

Virtual Routing Redundancy Protocol （VRRP） は、イーサネッ ト  ネッ ト ワーク とファ イバ チャネル ネッ ト ワー

クの両方を経由してルーティングされる Cisco MDS 9000 ファ ミ リー管理ト ラフ ィ ッ クの可用性を向上させ

ます。 VRRP は、 外部の Cisco MDS 9000 ファ ミ リー管理アプリ ケーシ ョ ンの冗長パスを動的に処理するの

で、 アプリ ケーシ ョ ンでは制御ト ラフ ィ ッ ク  パスのエラーを意識せずにすみます。

同様に、 VRRP はモジュール間の接続のフェールオーバーも可能にするので、 IP ネッ ト ワークにおける IP
Storage Services （IPS） モジュールへの iSCSI 接続および FCIP 接続の可用性も改善します。 VRRP を使用する

と、 1 台の Cisco MDS 9000 ファ ミ リー スイッチ上でも別の Cisco MDS ファ ミ リー スイッチとの間でも、 1 つ

のIPサービス ポートから別のIPサービス ポートへのiSCSIボリ ュームのフェールオーバーが可能となり ます。

IPS モジュールの Auto-Trespass 機能は、 ホス ト  ソフ ト ウェアに関係なく、 RAID サブシステムへの可用性の

高い iSCSI 接続を可能にします。 IPS モジュールがアクティブ パスの障害を検出する と、 自動的に trespass
コマンドが実行されます。
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管理機能

増大する一方のス ト レージ環境を リ ソースの追加なく管理できるよ うに、 Cisco SAN-OS にはさまざまな管

理機能が組み込まれています。Cisco SAN-OS がサポート している管理インターフェイスは、次のとおりです。

• CLI ― シ リ アル ポート、帯域外イーサネッ ト管理ポート、帯域内 IP over Fibre Channel を介して使用可能

• SNMPv1、 v2、 v3 ― 帯域外管理ポートおよび帯域内 IP over Fibre Channel を使用可能

• FICON Control Unit Port （CUP; 制御ユニッ ト  ポート ） ― IBM S/390 または z/900 プロセッサからの帯域内

管理用

Fabric Manager と Device Manager

Cisco Fabric Manager と Device Manager は、 スイ ッチやファブ リ ッ クを総合的に管理できる GUI を備えた反

応が速く使いやすい Java アプリ ケーシ ョ ンです。 Cisco Fabric Manager を使用するこ とによ り、 ディ スカバ

リ、 複数スイ ッチの設定、 リ アルタイム ネッ ト ワーク  モニタ リ ング、 ネッ ト ワーク  ト ラフ ィ ッ クのホッ ト

スポッ ト分析用のパフォーマンス履歴モニタ リ ング、 ト ラブルシューテ ィ ングなどの機能を通じて、 ス ト

レージ管理者はファブリ ッ ク全体を管理できるよ うにな り ます。 この強力なツールを使用する と、 スイ ッチ

の設定にかかる時間は大幅に短縮し、 ファブ リ ッ ク全体の信頼性が高ま り、 また、 さまざまな診断を通じて

設定の矛盾を解決できるよ うにな り ます。

Cisco IOS ソフ トウェアと同様の CLI

Cisco SAN-OS は、 一貫性のある論理 CLI をユーザに提供します。 Cisco SAN-OS の CLI は、 よ く知られた

Cisco IOS ソフ ト ウェアと同じ構文を使用するので、 覚えやすく、 しかも広範な管理機能に対応できます。

Cisco MDS 9000 ファ ミ リーの CLI は、エンタープライズ環境の管理者に最適な機能を提供できるよ うに設計

された、効率的かつ直接的なインターフェイスです。管理者は、標準のスク リプ ト言語で CLI スク リプ ト を

書く こ とによ り、 Cisco MDS 9000 ファ ミ リーを管理できます。

オープン API

Cisco SAN-OS は、業界標準の SNMP に基づいて設計されている Cisco MDS 9000 ファ ミ リー用の完全なオー

プン API です。 Cisco Fabric Manager を通じてスイ ッチに実行されるコマンドには、 このオープン API が広

範に使用されています。 また、 ス ト レージおよびネッ ト ワークの主な管理ソフ ト ウェア ベンダーも Cisco
SAN-OS を採用しています。

SAN-OS の Fabric-Device Management Interface （FDMI） 機能を使用する と、 帯域内通信を使用したファイバ

チャネル Host Bus Adapter （HBA; ホス ト  バス  アダプタ） などのデバイスの管理が簡単になり ます。 また、

FDMI を使用する と、ベンダー固有のホス ト  エージ ョ ン ト をインス トールしな くても、 管理アプリ ケーシ ョ

ンによって HBA やホス ト OS の情報を収集できます。

Cisco SAN-OS は、スイ ッチ、ファブ リ ッ ク、ゾーニングのプロファ イルなど、Web-Based Enterprise Management
（WBEM）、 Common Information Model （CIM）、 および Storage Management Initiative-Specification （SMI-S） の

標準に準拠したエージェン トが組み込まれた Extensible Markup Language （XML） インターフェイスを提供し

ます。

ネッ トワーク  セキュリテ ィ設定の自動学習

Cisco SAN-OS には自動学習機能があるため、 Cisco MDS 9000 ファ ミ リー スイ ッチは接続先のデバイス とス

イ ッチについて自動的に学習します。 ポート  セキュ リテ ィなどのネッ ト ワーク  セキュ リ ティ機能の設定と

起動にこの機能を使用すれば、 各ポートのセキュ リティを手動で設定せずにすみます。
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iSCSI ホストのネッ トワーク  ブート

Cisco SAN-OS にはネッ ト ワーク  ブート機能があ り ます。 この機能を利用する と、 iSCSI 接続ホス トの管理を

簡単に行う こ とができます。

設定およびソフ トウェア イメージの管理

CiscoWorks は、 IP スイ ッチ、ルータ、無線デバイスなど、広範なシスコ製デバイスに使用されている共通の

ツール スイートです。Cisco SAN-OS はオープン API なので、CiscoWorks Resource Manager Essentials （RME）
アプ リ ケーシ ョ ンによって、 Cisco MDS 9000 ファ ミ リーの設定や、 ソフ ト ウェア イ メージ、 インテ リジェ

ン ト な Syslog （システム メ ッセージ ログ）、 およびインベン ト リの一元管理が可能です。

iSNS

Cisco SAN-OS は、IP ス ト レージ サービス  モジュールが認識する iSCSI ターゲッ トや、ファ イバ チャネル デ
バイスのステート変更通知を外部の Internet Storage Name Service （iSNS） サーバに登録します。 これによっ

て、 iSCSI デバイスのディ スカバリ、 管理、 設定が自動化されるので、 既存の TCP/IP ネッ ト ワーク も SAN
と同様に効率的に機能します。

プロキシ iSCSI イニシエータ

プロキシ iSCSI イニシエータ機能を使用する と、 複数の iSCSI イニシエータ （ホス ト ） を IPS モジュール上

の同じ iSCSI ターゲッ ト  ポートに簡単に割り当てるこ とができます。 プロキシ モードを使用する と、 ファ

イバ チャネルのゾーニングやス ト レージ デバイスの設定などのバッ クエンド  タスクの実行回数を減らすこ

とができます。

ト ラフ ィ ック管理

Cisco SAN-OS には、 2 つのスイ ッチ間のベス ト  パスを計算する FSPF プロ ト コルが実装されているので、適

切な配信が可能です。 また、 Cisco SAN-OS は、 負荷が大き く変動する状況で SAN のパフォーマンスを安定

させるのに役立つ高度な ト ラフ ィ ッ ク管理機能も複数備えているので、Cisco MDS 9000 ファ ミ リーのアーキ

テクチャを強化できます。

制御ト ラフ ィ ックの QoS

4 種類の Quality of Service （QoS; サービス品質） プライオ リティ  レベルを使用できます。 そのうちの 3 種類

はファイバ チャネル データ  ト ラフ ィ ッ ク用、 残りの 1 種類はファイバ チャネル制御ト ラフ ィ ッ ク用です。

データのQoSプライオリティ  レベルを使用する と、遅延に影響されやすいアプリ ケーシ ョ ンのファイバ チャ

ネル データ  ト ラフ ィ ッ クがスループッ ト中心のアプ リ ケーシ ョ ンよ り も優先されるよ うに設定できます。

制御ト ラフ ィ ッ クは、自動的に最高レベルの QoS プライオ リティに指定されるため、FSPF などのファブリ ッ

ク全体のプロト コルのコンバージェンス、ゾーンの統合、およびプリ ンシパル スイッチの選択が高速化します。

ファイバ チャネル輻輳制御

ファ イバ チャネル輻輳制御機能は、バッファツーバッファの標準ファイバ チャネル クレジッ ト  メカニズム

を補完する画期的なエンドツーエンドの輻輳制御メカニズムです。輻輳状態になったスイ ッチは、 この状態

の信号を入力スイ ッチ （輻輳が生じているファブリ ッ クへの ト ラフ ィ ッ クの入力ポイン ト ） に明示的に通知

します。 入力スイ ッチは、 明示的な通知を受信する と、 バッファツーバッファのクレジッ ト を減らすこ とに

よって N_Port/NL_Port の ト ラフ ィ ッ クを抑えます。
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仮想出力キューイング

Virtual Output Queuing （VOQ; 仮想出力キューイング） では、 ヘッ ドオブライン ブロッキングを回避するた

めに、 入力ポートでファ イバ チャネル ト ラフ ィ ッ クのバッファ リ ングを行います。 スイ ッチは、 SAN 上に

低速の N_Port があっても、SAN 内の他のポートのパフォーマンスには影響しないよ うに設計されています。

ファイバ チャネル ポート  レート制限

Cisco MDS 9100 シ リーズには、 ファ イバ チャネル ポート  レート制限機能があ り ます。 この機能を使用する

と、4 つのホス ト最適化ポートからなるグループ内で、個々のファイバ チャネル ポートが使用できる帯域幅

を制御できます。1 つまたは複数のファイバ チャネル ポートの帯域幅を制限するこ とによ り、帯域幅の使用

率が最大になった場合でも、 グループ内の他のポートが使用できる帯域幅の方が大き くな り ます。

PortChannel ト ラフ ィ ックの負荷分散

PortChannel は、 送信元 FC-ID および宛先 FC-ID、 さ らに任意で交換 ID のハッシュを使用して、 ファ イバ

チャネル ト ラフ ィ ッ クの負荷分散を行います。 PortChannel を使用した負荷分散は、 ファ イバ チャネルと

FCIP の両方のリ ンクで実行されます。 Cisco SAN-OS は、 複数の同コス ト FSPF ルート間で負荷を分散する

よ うに設定するこ と もできます。

iSCSI および SAN 拡張パフォーマンスの強化

Cisco SAN-OS は、 配信順序の混乱への対処、 IP ネッ ト ワーク  ト ポロジーに応じた転送サイズの調整、 ほと

んどのデータ転送に関して TCP 接続の設定を回避するこ とによる遅延の低減など、 iSCSI および FCIP の機

能が強化されています。 SAN 拡張の FCIP パフォーマンスは、 圧縮機能と書き込みアクセラレーシ ョ ン機能

によってさ らに強化されます。

FCIP 圧縮

Cisco SAN-OS の FCIP 圧縮機能を利用する と、費用のかかるインスラス ト ラ クチャのアップデート をしな く

ても WAN 帯域幅を効果的に増やせます。 データ圧縮機能は IPS モジュール内に組み込まれているので、 別

のデバイスを追加したり管理したりせずに、 効率がよ く、 業務継続性および障害復旧性に優れた FCIP ベー

スのソ リ ューシ ョ ンを実現できます。 2 ： 1 の圧縮比で多様なデータ送信元からのデータを圧縮でき る

Lempel-Zif-Stac （LZS） 圧縮アルゴ リズムを使用するこ とによ り、 IPS モジュールの各ギガビッ ト  イーサネッ

ト  ポート あた り、 圧縮時最大 100 Mbps （非圧縮時最大 200 Mbps） のデータ伝送が可能です。

FCIP 書き込みアクセラレーシ ョ ン

FCIP を使用し WAN を介してス ト レージ ト ラフ ィ ッ クがルーティングされる場合は、Cisco SAN-OS の FCIP
書き込みアクセラレーシ ョ ン機能によってパフォーマンスが大き く向上します。FCIP 書き込みアクセラレー

シ ョ ン機能を有効にする と、 コマンドがレディ確認応答を転送する際に生じる WAN 遅延の影響が最小限に

抑えられるため、 WAN のスループッ トが大幅に増大します。

便利な機能 ― ト ラブルシューテ ィ ングと診断

Cisco SAN-OS は、 SAN の構築、 拡張、 メンテナンスのプロセスを簡略化する便利な機能を多数提供できる

初めてのス ト レージ ネッ ト ワーク OS です。 これらの機能は、 メンテナンス時の SAN の中断を最小限に抑

える と と もに、 重大な障害からの復旧時間を短縮するこ とによ り、 可用性の向上にも役立ちます。



Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright © 1992–2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.

Page 8 of 10

SPAN と Cisco Fabric Analyzer

ファ イバ チャネル SAN のエラーをデバッグするには、通常、ファ イバ チャネル アナライザを使用しなけれ

ばなり ませんが、これを使用する と、SAN ト ラフ ィ ッ クが著し く中断します。Cisco SAN-OS の Switched Port
Analyzer （SPAN; スイ ッチド  ポート  アナライザ） 機能を使用すれば、 システムを稼働したまま、外部アナラ

イザが接続されている SPAN 宛先ポートに SPAN セッシ ョ ン ト ラフ ィ ッ クを転送する方法で、ポート （SAPN
送信元ポート ） 間のすべての ト ラフ ィ ッ クを分析できます。 SPAN 宛先ポートは、 SPAN 送信元ポート と同

じスイ ッチ上に存在していなくてもかまいません。 ファブ リ ッ ク内の任意のファイバ チャネル ポート を送

信元に指定できます。 SPAN 送信元には、 ファ イバ チャネル ポートのほか、 IP サービスの FCIP と iSCSI の
仮想ポート なども指定できます。

Cisco MDS 9000 ファ ミ リーは、 内蔵されている Cisco Fabric Analyzer 機能によって、 ファ イバ チャネル制御

ト ラフ ィ ッ クをスイ ッチ内部に保存し、 テキス トベースで分析を行う こ とができます。 また、 IP カプセル化

したファイバ チャネル制御ト ラフ ィ ッ クを リモート PC に送信し、 オープンソースの Ethereal ネッ ト ワーク

アナライザ アプリ ケーシ ョ ンを使用してデコード と表示を行う こ と も可能です。 したがって、高価なファイ

バ チャネル アナライザを使用しなくても、ファ イバ チャネル制御ト ラフ ィ ッ クを取り込んで分析できます。

Fibre Channel Ping および Fibre Channel Traceroute の機能

Cisco SAN-OS は、Fibre Channel Ping や Fibre Channel Traceroute など、 IP ネッ ト ワークの ト ラブルシューティ

ングに必要なス ト レージ ネッ ト ワーク機能を提供します。Fibre Channel Ping を使用する と、N ポートの接続

をチェッ ク し、 その往復遅延を判断できます。 また、 Fibre Channel Traceroute では、 フレームがたどるパス

を追跡してホップ単位の遅延を判断するこ とによ り、 スイ ッチの到達可能性をチェッ クできます。

Call Home

Cisco SAN-OS には、Call Home という予防的障害管理の機能があ り ます。Call Home は、ソフ ト ウェアやハー

ド ウェアのイベン トによって ト リガされる通知システムであ り、アラームと イベン ト を他の該当情報と と も

に標準フォーマッ トで外部エンティティに転送します。アラート  グルーピング機能やカスタマイズ可能な宛

先プロファイルによ り、必要に応じて個人やサポート組織に柔軟に通知できます。 これらの通知メ ッセージ

によって、 テクニカル アシスタンス  チケッ ト を自動的にオープンした り、 重大な状態になる前に問題を解

決するこ とが可能です。通知先の外部エンティティには、管理者の電子メール アカウン ト またはページャー、

社内またはサービス  プロバイダーの施設内のサーバ、 Cisco Technical Assistance Center （TAC） などを指定で

きます （これらに限定されません）。

Syslog

Cisco MDS 9000 ファ ミ リーの Syslog （システム ログ） 機能によって、 デバッグと管理の能力が大幅に強化

されます。 Syslog の重大度レベルは、 すべての SAN-OS ファシ リティに個別に設定可能であ り、概要から非

常に詳細なデバッグ情報まで、 多様なメ ッセージの記録と表示を行う こ とができます。 メ ッセージは、 コン

ソールおよびログ ファ イルに選択的にルーティングできます。また、内部のログに記録されたメ ッセージを

外部の Syslog サーバに送信するこ と も可能です。

その他の便利な機能

Cisco SAN-OS には、 上記のほかに、 次のよ うな機能もあ り ます。

• オンライン診断 ― Cisco SAN-OS には高度なオンライン診断機能があ り ます。 スーパバイザ エンジン、

スイ ッチング モジュール、 そしてこれらの相互接続が正常に機能しているかど うかを確認するテス トが

定期的に実行されます。 このよ うなオンライン診断は、 通常のファイバ チャネル動作に悪影響を及ぼす

こ とはないので、 実稼働 SAN 環境で実行できます。
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• ループバッ ク  テス ト  ― Cisco MDS 9000 ファ ミ リーは、オフラインでポートのループバッ ク  テス ト を行っ

てポートの機能をチェ ッ クできます。 テス ト中のポートは外部接続から隔離され、 ト ラフ ィ ッ クは送信

パスから受信パスへと内部でループされます。

• IP-over-Fibre Channel ― Cisco MDS 9000 ファ ミ リーには、ファ イバ チャネル ネッ ト ワークを通じて IP パ

ケッ ト を伝送する機能があ り ます。 この機能を使用する と、 帯域外管理ポート を通じてファブ リ ッ ク内

の Cisco MDS 9000 ファ ミ リー スイ ッチに外部管理ステーシ ョ ンを接続し、 帯域内 IP-over-Fibre Channel
プロ ト コルによってファブリ ッ ク内の他のすべてのスイ ッチを管理できます。

• Network Time Protocol （NTP） のサポート  ― NTP はファブ リ ッ ク内のシステム ク ロ ッ クを同期化し、 す

べてのスイ ッチに正確なタイム  ベースを提供します。ただし、帯域外イーサネッ ト  ポート を通じて、ファ

ブ リ ッ クから NTP サーバにアクセスできるこ とが必要です。 ファブリ ッ ク内では、 NTP メ ッセージは

IP-over-Fibre Channel を通じて伝送されます。

• SNMP ト ラ ップおよび Syslog によるイベン ト  ロギングおよびレポーティングの強化 ― Cisco MDS 9000
ファ ミ リーのイベン ト  フ ィルタ リ ングおよび Remote Monitoring （RMON） 機能は、 SNMP ト ラ ップによ

る広範で柔軟な制御を可能にします。 スレッシュホールド値、 スイ ッチ カウンタ、 またはタイム スタン

プに基づいた ト ラ ップを作成できます。 また Syslog も、 多彩で補完的な情報源と して、 Cisco MDS 9000
ファ ミ リー スイ ッチの管理に役立ちます。重大イベン トのメ ッセージから詳細なデバッグ メ ッセージま

で必要に応じて選択的にログに記録するこ とができます。

付録 A ― Cisco SAN-OS ソフ ト ウェア パッケージのライセンス

Cisco MDS 9000 ファ ミ リーのほとんどのソフ ト ウェア機能は、スイ ッチの基本コンフ ィギュレーシ ョ ンであ

る 「標準パッケージ」 に含まれています。 ただし、 一部の機能は、 エンタープラ イズ パッケージ、 SAN
Extension over IP パッケージ、 メ インフレーム パッケージ、 Cisco Fabric Manager サーバ パッケージなど、 個

別にライセンスが必要なアドオン パッケージに分類されています。

エンタープライズ パッケージ

Cisco MDS スイ ッチに無料でバンドルされている標準ソフ ト ウェア パッケージには、 SAN を構築するほと

んどのお客様に必要である とシスコが考える基本的な機能セッ トが含まれています。 ただし、 MDS スイ ッ

チには、 エンタープライズ SAN に適した高度な機能セッ ト もあ り、 これらの機能はエンタープライズ パッ

ケージにバンドルされています。詳細は、 エンタープライズ パッケージのファ ク ト  シート をご覧ください。

SAN Extension over IP パッケージ

SAN Extension パッケージを利用する と、 IPS モジュールで FCIP に対応できるよ うになり ます。 そのため、

IPS モジュールを使用して遠隔地にある IP ネッ ト ワークまで SAN を拡張できます。 詳細は、 SAN Extension
over IP パッケージのファ ク ト  シート をご覧ください。

メインフレーム パッケージ

メ インフレーム パッケージには、 FICON プロ ト コルが含まれており、 IBM S/390 または z/900 プロセッサか

らの帯域内管理による CUP の管理が可能になり ます。 FICON VSAN もサポート されているので、 FICON と

オープン システムをハード ウェアベースで確実に分離できます。 このパッケージには、スイ ッチのカスケー

ド、 ファブ リ ッ ク  バインディング、およびインターミ キシングの機能も含まれています。詳細は、 メ インフ

レーム パッケージのファ ク ト  シート をご覧ください。
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Cisco Fabric Manager サーバ パッケージ

Cisco MDS スイ ッチに無料でバンドルされている標準の Cisco Fabric Manager および Device Manager アプリ

ケーシ ョ ンには、 基本的な設定と ト ラブルシューテ ィ ングの機能が含まれています。 Cisco Fabric Manager
サーバ パッケージでは、標準の Cisco Fabric Manager が拡張され、ネッ ト ワーク  ト ラフ ィ ッ ク  ホッ ト スポッ

ト分析用のパフォーマンス履歴モニタ リ ングや、集中管理サービスのほか、 エンタープライズ環境における

管理を効率化する高度なアプリ ケーシ ョ ン統合機能が追加されています。詳細は、 Cisco Fabric Manager サー

バ パッケージのファ ク ト  シート をご覧ください。

Cisco SAN-OS ソフ ト ウェア パッケージのファ ク ト  シートは、 以下の URL でご覧ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/ps4159/ps4358/products_data_sheets_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/ps4159/ps4358/products_data_sheets_list.html
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