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最適化

運用

準備

ストレージ エリア  
ネットワーク

実装

計画

設計

SAN の継続的なライフサイクルのための方法論



ビジネスの要件と目標を満たすアーキテクチャ
の提案 

準備

ビジネス 
目標の 
定義 

最高品質のユーザ エクスペリエンスとアプリケーション パフォーマンス

最大限の可用性（ダウンタイムの削減）

TCO の削減（CapEx と OpEx の削減）

将来のビジネスの成長をサポートする拡張可能なアーキテクチャ

費用対効果分析によるビジネス プランの作成

準備フェーズ 



ネットワーク要件、既存のギャップ分析、 
プロジェクト計画の収集 

プロジェクト 
計画の作成 

人材計画 

環境計画（電源、土地など） 

ギャップ分析、リスクと制約 

プロジェクト管理、スケジュールとマイルストーン 

ソーシングの選択肢（ベンダーの選定） 

計画フェーズ
計画



準備 計画

MDS 9396S でビジネス目標を達成



実現する
のは 

MDS 9396S  
の高いパフォー 
マンス

•  両方のメリットの統合：ディレクタのパフォーマンスをファブリック スイッチで
実現 

•  コンパクトな 2RU スイッチに 96 個のラインレート 16 Gbps ファイバ チャネ
ル ポートを搭載 

•  ブロッキングなし、オーバーサブスクリプションなしのアーキテクチャ 
•  すべてのポートで一貫した予測可能なパフォーマンス 
•  ローカル スイッチングに対する依存と制限なし 

MDS 9700

48 ポート、 
16 Gbps FC  
ライン カード 

MDS 9396S

最高品質のユーザ エクスペリエンスとアプリケーション 
パフォーマンス 



•  ホットスワップ可能な 2 つの
電源 

•  1+1 のグリッド冗長

•  ホットスワップ可能な 2 つのファン トレイ 

•  リバーシブル エアーフローの選択肢 

•  FCS でのポート側排気

MDS 9396S  
の堅牢な 

アーキテクチャ 

•  インサービス ソフトウェア アップグレード 
•  1 つのポートチャネルに 16 個のメンバー ポート（リンク アグリゲーション） 

•  複数の ASIC、ポート グループなどにメンバーを分散することで高可用性を実現 
•  リンクを必要に応じてトラフィック損失なしで追加/削除 

•  デュアル冗長電源（グリッド冗長） 
•  デュアル冗長ファン トレイ 

最大限の可用性 
実現する
のは 



追加の 
12 ポート 

追加の 
12 ポート 

追加の 
12 ポート 

追加の 
12 ポート 

48 ポート

柔軟なライセンス

•  基本構成：48 ポートまたは 96 ポート 
•  48 ポートの基本モデルは 12 ポート オンデマンド ライセンスでアップグ
レード可能 

•  オプションのライセンス： 
•  B2B クレジットの拡張、QOS、IVR、VSAN ベースのアクセス制御のためのエン
タープライズ ライセンス 

•  ファブリック管理のための DCNM ライセンス 
•  DCNM + エンタープライズ ライセンス バンドル 

拡張可能なアーキテクチャ：将来のビジネスの成長をサポート
実現する
のは 



エンタープライズ IT  
インフラストラクチャ 
全体を開発およびサポ
ートできるシスコの 

能力

•  単なるポイント製品ではなく、コラボレーション、セキュリティ、ハイエンド ルー
ティング、スイッチング、ワイヤレス、特定業種向けクラウド /データセンター
全体にわたるリーダーシップ 

•  データセンターの LAN、SAN、コンピューティング全体にわたるリーダー 
シップ 

•  SAN：業界のパートナーシップとエコシステム 
•  SAN：強力な投資保護、後方互換性

Cisco MDS 9000 ファミリ： 
広範な業界パートナーシップ

シスコ  
チャネル パートナー
MDS 9300/9200/9100 のみ

その他のフラッ
シュ ベンダー 
ストレージ アレイの相互運
用のみ

エコシステムの力

Vblock

FlexPod

VersaStack 

VSPEX 

SmartStack

HDS 
UCP 

Select 

Red Hat 
OpenStack  
向け UCS 

単なるポイント製品ベンダーではなくソリューション プロバ
イダー

プログラマビリティ：業界をリードす
るクラウド プラットフォームとの統合

OpenStack 

EMC ViPR 
ソフトウェア定義型スト

レージ 

Microsoft System 
Center VMM 

ゾーン分割の自動化によ
る迅速なアプリケー 
ションの導入 

クラウド規模のワークロードのための
ユーザ中心モデル

パッケージ化されたコンバージド  
インフラストラクチャ

実現する
のは 



F ポート チャネル 

VSAN トランキング

マルチテナントのための F ポート トランキング 

•  複数のサーバがそれぞれ異なる VSAN にログイン /参加 
•  VSAN がトランクされた任意の N ポート アップリンクで接続可能

復元力のための F ポート チャネル 

•  UCS と MDS の間のポート チャネル：ポート ピニングなし 
•  ポート チャネルの個々のリンクで障害が発生してもホストの再ログイン
は不要 

•  新しいリンクの追加や削除の際にロード バランシングの手動による再調
整は不要

運用の簡素化：NX-OS、DCNM 

•  MDS と UCS ファブリック インターコネクト（FI）で共通のオペレー
ティング システム 

•  DCNM における UCS FI と MDS の可視性 
•  共通のサポート システムとしての Cisco TAC 

MDS 9396S 

UCS FI

Cisco UCS and Cisco MDS 9000 Family: Better Together White Paper（Cisco UCS と 
Cisco MDS 9000 ファミリ：Better Together ホワイト ペーパー） 

Http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9700-se-
ries-multilayer-directors/white-paper-c11-734381.html [英語] 

Cisco UCS と MDS 9396S の緊密な統合 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9700-series-multilayer-directors/white-paper-c11-734381.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9700-series-multilayer-directors/white-paper-c11-734381.html


ビジネス要件と技術要件を満たすネットワー
クの設計 

設計 

高可用性 

拡張性 

セキュリティ 

管理性 

柔軟性

設計フェーズ 

ネットワーク
の設計 



SAN アイランドの統合

安全で柔軟な設計

SAN スイッチ数の最小化 SAN スイッチ数の最小化

TCO の削減と最高のユーザ エクスペリエンスおよびアプリケーション パフォ
ーマンス 

48 ポートの基本ライセンスと
電子メール サーバ用の 1 つの 

VSAN で開始

データベース サーバをサポート
するために 12 ポート ライセン

スを追加 

バックアップ サーバを追加する
ために 12 ポート ライセンスを

さらに追加 

電子メール 

MDS 9396S 

データベース 
電子メール バックアップ 

      48 ～ 96 ポート 

MDS 9396S を使用した小規模シングル スイッチ ファブリックの設計 

青の VSAN 
赤の VSAN 
黄色の VSAN 

データベース 
電子メール 



•  マネージド スイッチの数を減らすために N ポート仮想化（NPV）モードまたは N ポート ID 仮
想化（NPIV）モードで導入 

•  1 つのスイッチのローカル サーバとローカル ストレージの最大化：ISL トラフィックの削減

安全で柔軟な設計 TCO の削減とビジネスの拡張のサポート 

バックアップ 

MDS 9396S 

電子メール電子メール 

MDS 9396S

データベース

MDS 9148S 

    12 ～ 192 ポート 

MDS 9396S を使用した小規模マルチ スイッチ ファブリックの設計 

MDS 9396S



数千個のポート

•  MDS 9396S を MoR（ミドルオブロー）スイッチとして使用してサーバ接続を集約 

•  MDS 9396S を NPV として、MDS 9700 を NPIV として使用して、管理対象デバイスの数も削減 

•  トラフィックの優先順位付けのための Quality of Service（QoS） 

高度に拡張可能な 
設計 

エッジ スイッチ数、電源、冷却、および配線の要件の削減による OpEx/
CapEx の削減と、将来の成長への対応

MDS 9700 

MDS 9396S 

エッジ/コア アーキテクチャ – アクセス レイヤでの統合 

MDS 9396S 

MDS 9700 

         

MDS 9396S を使用したエンタープライズ クラス SAN の設計 



•  最大 25 km：CWDM 光モジュール（8G）または ELW 光モジュール（16G）を使用 
•  512 km：16G FC と DWDM インフラストラクチャ（エンタープライズ ライセンスによる、ポートあ
たり最大 4095 の B2B クレジット） 

分散した SAN アイラ
ンドを接続するための

設計 
ビジネスの継続性とディザスタ リカバリ 

MDS 9396S を使用した SAN の拡張

プライマリ 
サイト 

MDS 9396S MDS 9396S 

ネイティブ ファイバ チャネル ベ
ースの MAN/WAN 

IPSec 
暗号化 

MDS 9250i MDS 9250i 
FCIP 用の IP MAN / WAN 

ディスク レプリケーション、テープ バックアップ 

バックアップ 
サイト 

FC TrustSec 
暗号化



準備 計画 設計 

MDS 9396S でビジネス目標を達成



設計に基づくネットワークの迅速なプ
ロビジョニング 

実装 実装フェーズ 

設計の実装

設計に基づくデバイスの接続

デバイスの設定 

サポート スタッフのトレーニング

自動化された迅速な実装による導入時間の最小化

設定と接続の確認



youtube.com/ciscomds9000 で完全なデモ（およびその他さまざまなビデオ）をご覧いただけます 

Cisco Device Manager 

•  1 台のスイッチを直感的なアプローチで設定および管理 

•  ブラウザでスイッチの管理 IP アドレスに接続して Device Manager にアクセス 



迅速な投資回収

クイック コンフィギュレーション ウィザード 

•  SAN スイッチでは、LAN スイッチとは異なり、サーバとストレージ アレイの通信
のためのゾーン分割が必要 

•  クイック コンフィギュレーション ウィザードを使用すると、ゾーン分割を数分で設
定できる 



クイック コンフィギュレーション ウィザード



スイッチの数が増加すると、スイッチを一度に 1 つず
つ設定するのが現実的ではなくなる



•  自動化 
•  一貫性 

•  正確性 
•  信頼性 

•  数分で使用可能 
•  人的エラーなし

迅速でエラーのな
い導入

以下を提供： 
•  IP アドレス、ゲート 
ウェイ 

•  ソフトウェア イメージ 
•  コンフィギュレーショ
ン ファイル

………………………………………………………………………

MDS 9396S の Power on Auto Provisioning（POAP） 

MDS 9396S 



準備 計画 設計 実装 運用

MDS 9396S でビジネス目標を達成



業務をサポートするためにネットワークの健全
性を維持 

運用

日常業務

新しいサーバとストレージのプロビジョニング

パフォーマンス モニタリング

ヘルス モニタリング

インシデント管理

障害検出

SAN の運用



•  直観的な NX-OS CLI によるゾーン分割の
オプション 

•  DCNM による簡単なゾーン分割 

•  業界をリードするプラットフォームでのゾーン分割の自動化：Cisco UCS 
Director、EMC ViPR、Microsoft System Center VMM、IBM Power PC、OpenStack

MDS 9396S による簡素化された効率的なゾーン分割操作 



拡張ゾーン分割 安全で復元力のある運用 

ホスト 1 

ターゲット 1 

ターゲット 2 

ターゲット 3 

スイッチ 1 

スイッチ 3 

ゾーン設定を変更するためのフ
ァブリック ロックが一度に 1 つ

ずつ許可される 

スイッチ 2 

スイッチ 4 

ホスト 2 

ホスト 3 

ホスト 4 

ターゲット 4 

MDS 9396S でのシスコの拡張ゾーン分割 
複数のユーザが同時に設定を行おうとした場合に設定を順次実行



スマート ゾーン分割 単純、効率的、直感的

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

T 

T 

T 

T 

MDS 9396S でのシスコのスマート ゾーン分割
•  1 つのゾーンに 8 つのイニシエータと 4 つの
ターゲットが存在する場合、SAN スイッチで 132
（12 X（12-1））個のエントリが作成される 

•  理想的なエントリ数 = 32 

•  この内部非効率のために、SAN 管理者が 2 メ
ンバー ゾーンを作成する必要がある  
日常業務のオーバーヘッドが非常に大きくなる 

•  解決策：シスコのスマート ゾーン分割 

•  すべてのイニシエータとターゲットを含む 1 つ
のゾーンを作成すると、 MDS 9396S によって理
想的な数（32）のエントリのみが作成される 



MDS 9396S のスマート ゾーン分割のメリットの可視化
従来のゾーン分割 
（24 個の 2 メンバー ゾーンが必要） 

Zoneset name VDI vsan 100
zone name host1-x-brick1a vsan 100
pwwn 10:10:10:10:10:10:10:01 
pwwn 20:20:20:20:20:20:20:01

zone name host1-x-brick1b vsan 100
pwwn 10:10:10:10:10:10:10:01
pwwn 20:20:20:20:20:20:20:02

zone name host2-x-brick1a vsan 100
pwwn 10:10:10:10:10:10:10:02
pwwn 20:20:20:20:20:20:20:01

zone name host2-x-brick1b vsan 100
pwwn 10:10:10:10:10:10:10:02
pwwn 20:20:20:20:20:20:20:02
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
zone name host12-x-brick1a vsan 100
pwwn 10:10:10:10:10:10:10:12
pwwn 20:20:20:20:20:20:20:01

zone name host12-x-brick1b vsan 100
pwwn 10:10:10:10:10:10:10:12
pwwn 20:20:20:20:20:20:20:02

新しい VDI クラスタを追加する際には、ファブリックごと
に 72 個の追加ゾーンを設定する必要があります。

スマート ゾーン分割 
12 台のホストと 2 つの X-Brick を含む 1 つのゾ
ーンのみが必要 

Zoneset name Smart-VDI vsan 200  
zone name x-brick1 vsan 200 
pwwn 15:10:10:10:10:10:10:01 initiator 
pwwn 15:10:10:10:10:10:10:02 initiator 
pwwn 15:10:10:10:10:10:10:03 initiator 
pwwn 15:10:10:10:10:10:10:04 initiator 
…….. 
pwwn 15:10:10:10:10:10:10:12 initiator 
pwwn 25:20:20:20:20:20:20:01 target 
pwwn 25:20:20:20:20:20:20:02 target 

新しい VDI クラスタを追加する際には、新しい
ストレージ ポートと新しいホストを既存のゾー
ンに追加します。または、最初のゾーンに新し
いストレージ pWWN を 2 つ追加して、4 つあ
るすべてのストレージ ポートと新しいホストを
含む、1 つの追加ゾーンを作成します。



CRC 検出と 16 Gbps FC 前方誤り訂正（FEC） 

MDS 9396S の復元力のある運用 

•  欠陥のある機器、SFP のゆるみ、
ケーブルの汚れや破損は、パケッ
トの破損の原因になる 

•  エンド デバイスからのフレーム
が破損していた場合や、フレーム
が内部で破損した場合は、CRC 
チェックによって破棄される 

•  転送中に破損したフレーム
は、FEC によって修復される 

入力 CRC 
チェック 

フレーム
の破棄 

前方誤り訂正 
内部 CRC 
チェック 

フレーム
の破棄 

運用



低速ドレイン デバイスの
潜在的な原因 
•  速度の不一致 
•  HBA の問題 
•  サーバのパフォーマンスの問題 - アプリケーショ
ン/OS 

•  仮想マシンの異常終了 

検出

2.5 µs

自動回復

即時

トラブルシューティング

DCNM の低速ドレ
イン診断

セルフヒーリング（自己修復）SAN のための MDS 9396S 

影響を受ける
ホスト

不正動作する 
HBA

不正動作するデバイスでフレームの「低速ドレイン」が発生すると、 無関係なフローとデバイスがその影響を受ける 

MDS は、低速ドレイン デバイスを自動的に検出して、回復操作を実行する 



youtube.com/ciscomds9000 で完全なデモ（およびその他さまざまなビデオ）をご覧いただけます

DCNM による低速ドレインの検出とトラブルシューティング 

トラブルシューティン
グの自動化 

カウンタの変動の 
表示 

誤検出の低減 



OpenStack の統合

OpenStack のすべてのメリットとシ
ームレスなゾーン分割

Embedded Event Manager（EEM）

ユーザ定義イベントに基づいてアクショ
ンを実行する NX-OS のインフラストラ

クチャ

スイッチ上のネイティブ TCL イン
タープリタ

独自のスクリプトによるほぼ無
限の可能性

スケジューラ

スイッチであらゆるタスクをスケジュール
可能（Linux の cron のようなもの）

MDS 9396S によるプログラマビリティ 



EEM が設定変更イベ
ントを捕捉 

機能

バックグラ 
ウンド 

変更が行われるたびに設定をリ
モート サーバにバックアップ 

スイッチのブートフラッシュの 
TCL スクリプトをトリガー

Switchname_Timestamp.cfg 

スクリプトが running_
config をリモート  
サーバにコピー 

プログラマビリティの使用例：設定チェックポイント



プロアクティブな管理によるパフォーマン
スの最大化 

最適化 

日常業務 

ネットワーク キャパシティの傾向

ネットワーク健全性の傾向

稼働時間の向上 

インシデント数の削減 

得られた情報を準備フェーズで活用 

SAN の最適化 



MDS 9396S

健全性 80 %

MDS 9396S

健全性 60 %

測定が実現されれば修正が可能になる

ヘルス スコアの
傾向 

ヘルス スコアの
傾向 

特定と修復
ポリシー ベースの健全性指標

リスク レベルの迅速な特定

低スコアの原因になっているアラートの表示

長期的な成功の測定

正常な状態の回復

DCNM の MDS 9396S のヘルス スコア 



準備 計画 設計 実装 運用 最適化

MDS 9396S でビジネス目標を達成



計画 

•  現在のインフラストラクチャではユーザの増加とデータの急増に対応できない 
•  CapEx を削減するためのアクセス ネットワークの統合の計画 
•  すでに大規模な UCS インストール ベースがさらに拡大している 
•  OpEx 削減への圧力：プログラマビリティ、自動化、管理性に対するニーズ 
•  速度の変更のたびにフォークリフト アップグレードが行われてきたことへの不満 

準備 

ビジネス目標 
•  クラス最高レベルのユーザ エクスペリエンス：負荷の高いアプリケーションのサポート 
（現在および将来） 

•  10 年以上の投資保護 
•  CapEx と OpEx の最小化 
•  統合されたグローバルな IT 戦略/アーキテクチャ 

設計の調査：大規模な 16 Gbps FC のお客様 



MDS 9706 

MDS 9710 

MDS 9396S 

・ ・ ・ ・ ・ 80 

設計
設計の調査 

•  ストレージ エッジとしての MDS 9706 
•  コア（論理的にはサーバ エッジ）としての MDS 
9710 

•  複数のラックのサーバ間で共有されるトップオブロ
ー（TOP）スイッチとしての MDS 9396S 

•  1 つのラックに 20 ～ 30 台のサーバ 
•  NPV の MDS 9396S と NPIV の MDS 9710 の間
の F ポート チャネル（高可用性のため） 

•  1 台の NPIV MDS 9710 を 1 つのファブリックの 
80 台の NPV MDS 9396S に接続 

•  数百台の MDS 9396S をプロビジョニングするた
めの POAP



MDS 9706 

MDS 9710 

MDS 9396S 

・ ・ ・ ・ ・ 80 

クラス最高レベル
のユーザ エクスペ

リエンス 

投資保護 

CapEx と OpEx の
最小化

高パフォーマンス、オーバーサブスク
リプションなし、予測可能、一貫性、
ローカル スイッチングなし、などの
特長を備えたアーキテクチャ 

MDS 9700 は現時点で 32 G FC と 
40 G FCoE に対応しているため、 フ
ォークリフト アップグレードなしで
簡単に ISL をアップグレード可能

統合されたグロー
バルな IT 戦略 

お客様のビジネス目標を満たす Cisco MDS

世界中の複数のデータセンターで 
Cisco MDS を Cisco Nexus および 
UCS とともに採用 

MDS 9396S をサーバ エッジとして
使用することによる CapEx の大幅
な節約と、 POAP と DCNM による 
OpEx の節約 



計画

•  既存のインフラストラクチャではユーザの増加とデータの急増に対応できない 
•  既存のインフラストラクチャでは、負荷が高くなると動作の一貫性と予測可能性が維持されなくなる 
•  既存のインフラストラクチャは、破損したフレームを転送してファブリック全体の中断を引き起こすこと
がある 

準備

ビジネス目標 
•  販売時点管理（POS）システムで実行されている VDI アプリケーションの効率を高めて、各顧客に費
やされる時間を短縮する 

•  数キロごとに 1 店舗の割合で出店している店舗のバックアップを中央データセンターで管理する 
•  CapEx と OpEx の削減 
•  今後の拡大のためのキャパシティ 

設計の調査：VDI 用のフラッシュ ストレージ 



レプリケーション VSAN 

MDS 9396S を使用した VDI 用のフラッシュ ストレージ
FC TrustSec 暗号化 

中央データセンターへのダーク  
ファイバ - 店舗データの継続的な 

バックアップ 

アクセス VSAN 

•  VDI アプリケーション サーバとフラッシュ ストレージの
間の SAN スイッチとしての MDS 9396S 

•  一貫した予測可能なパフォーマンスにより、ローカル ス
イッチングの複雑さに煩わされることなく、ストレージと
サーバをスイッチの任意のポートに自由に接続できる 

•  入力 CRC チェックと破損したフレームの廃棄により、障
害ドメインが該当デバイスのみに限定される 

•  スマート ゾーン分割による運用の簡素化 

•  DCNM によるエンドツーエンドの可視性（VM と LUN に
対応） 

•  中央データセンターへのダーク ファイバによる長距
離 FC ネイティブ同期レプリケーションのための MDS 
9396S 

設計



レプリケーション VSAN 

MDS 9396S でフラッシュ ストレージのビジネス目標を達成
FC TrustSec 暗号化 

中央データセンターへのダーク  
ファイバ - 店舗データの継続的な 

バックアップ 

アクセス VSAN

VDI アプリケ
ーションのパフ
ォーマンスの
向上 

中央データセ
ンターでのバ
ックアップ

高パフォーマンス、オーバーサブスクリプション
なし、予測可能、一貫性、ローカル スイッチング
なし、などの特長を備えた MDS 9396S のアー
キテクチャによって実現。Cisco MDS + UCS + 
EMC XtremeIO = > 1M IOPS が実証済み

CapEx と 
OpEx の最小化 

今後の拡大の
ためのキャパ
シティ 

MDS 9396S の他に類を見ない柔軟なライセン
スによって実現。48 ポートの基本モデルと 12 ポ
ートのオンデマンド ライセンス 

Cisco VSAN を使用してアクセス SAN とレプリ
ケーション SAN を同じスイッチで統合すること
によって実現。DCNM による OpEx の節約 

店舗と中央データセンターの間の同期レプリケ
ーションによって実現。MDS 9396S の多数の 
B2B クレジットによって実現される長距離 FC  
リンク



まとめ



オペレーショナ
ル エクセレンス

ネットワーク健
全性の維持 

最適化 

運用 

計画と戦略の調和

準備 

MDS 9396S 

実装 

ソリューションの実装 

計画 

設計 

対応度の評価

ソリューションの
設計 



今すぐ 
導入 

スマート ゾーン分割 MDS 9396S

NPIV 堅牢なアーキテクチャ
2.5 µs で低速ドレインを検出

POAP
NPV

16 Gbps FC ラインレート 

Cisco MDS + UCS のシナジー

オーバーサブスクリプションなし 

2RU のフォーム ファクタ
FEC 

柔軟なライセンス
冗長ファン トレイ

FEC一定の遅延 

リンクの暗号化

96 ポート 

手頃な価格 
16 メンバーの PortChannel

簡単な設定 
業界全体のエコシステム 

無停止のソフトウェア アップグレード 

低速ドレインの自動回復 
安定したパフォーマンス 



Q&A



セッションでの質疑応答 
•  Q：お客様がシスコのサポート サイトでログインを作成し、両方のスイッチの 120 日間デモ ライセンスを
ダウンロードしましたが、永久ライセンスが必要になりました。この場合、PAK ライセンスを使用できます
か。それとも、何かほかのものが必要ですか。

•  A：そのような場合は、次の手順に従って、PAK コードを使用して各スイッチの永久ライセンスを取得してく
ださい。
•  12 ポート ライセンスの PAK を購入して、PAK コード（取引コードのようなもの）を受け取ります。
•  その PAK コードとスイッチの UDI をシスコのオンライン ライセンス ポータルに送信します。
•  ライセンス ポータルから返されるライセンス ファイルをスイッチにインストールします（以下を参照）。
•  スイッチを再起動して新しい機能セットを有効にします（要求された場合/該当する場合）。

•  Q：12 ポート アップグレード ライセンスのインストールは必要ですか。
•  A：はい。license.lic を FTP サーバにコピーし、スイッチのブートフラッシュに FTP して、「install license」コ
マンドを実行してライセンスをインストールしてください。ライセンスがインストールされたことを確認す
るには、「show license usage」コマンドを実行します。



セッションでの質疑応答 
•  Q：使用権ライセンスのみで PAK キーは含まれないのですか。
•  A：ライセンスはスイッチの一意の ID を使用して PAK キーから生成されます。デモ ライセンス以外で
は、関連付けられた PAK キーも使用する必要があります。




