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概要
Cisco Uni�ed Computing System™（Cisco UCS®）2.1.2a 以降では、fNIC 統計機能が導入されています。それにより、Cisco UCS 仮
想インターフェイス カード（VIC）コンバージド ネットワーク アダプタを使用した Cisco UCS B/C シリーズ サーバで、Linux および 
VMware ESX の I/O と制御パスに関する累積およびポイントインタイムの統計情報を収集する機能が得られます。強化された統計情報
収集機能は、ファイバ チャネル ネットワーク インターフェイス カード（fNIC）（仮想ホスト バス アダプタ [vHBA]）ドライバ レベルで、スト
レージのトラブルシューティング ツールとして使用できます。このガイドでは、これらの統計情報のレポートをエンド ユーザに示す、ユー
ザ インターフェイス ツールについて説明します。これにより、ツールを有効化して操作し、新たに表示された統計情報を分類してリストす
ることが可能です。

対象読者
このドキュメントは、Cisco UCS Linux および VMware ESX でシステム管理やパフォーマンス エンジニアリングを行う、シスコのシステ
ム エンジニアとお客様を対象としています。ここでは、ストレージ テクノロジーに関する Linux および VMware オペレーティング システ
ムの設定について、高度な知識を持っていることが前提になっています。

テスト環境
Cisco UCS
Cisco UCS Manager 2.1.2a

Cisco UCS 6248UP 48 ポート ファブリック インターコネクト X 2

Cisco UCS 2208XP I/O モジュール X 2

Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシ X 1

Cisco UCS VIC 1240 モジュール型 LAN on Motherboard（mLOM）を搭載した Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバ X 1

UCS VIC M81KR を搭載した Cisco UCS B200 M2 X 1 

fNIC ドライバ
1.5.0.45（最小バージョン）

fNIC 統計
新しい fNIC 統計機能には次の特徴があります。

• fNIC ドライバによって実現
• fNIC 単位（vHBA 単位）の統計
• カーネル実装：

» 64 ビットのアトミック変数
» アトミック操作

• ユーザ インターフェイス ツール：
» debugfs – Linux
» IOCTL – VMware ESX 5.x

オペレーティング システム サポート
fNIC 統計は次のオペレーティング システムでサポートされます。

• Red Hat Linux 6.x（RHEL 6.x）
• Red Hat Linux 5.x（RHEL 5.x）
• SUSE Linux Enterprise 11（SLES 11）
• XenServer（XS）
• VMware ESX 5.x（ESX）
• サポート対象外：VMware ESX 4.x 
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fNIC ドライバのインストール
このガイドでは、UCS 2.1.2a 以上の fNIC ドライバがインストールされ、稼働していることが前提になっています。ドライバ インストール
の詳細方法については、『Cisco UCS Manager インストールおよびアップグレード ガイド』の「仮想インターフェイス カード ドライバ」
のセクションを参照してください：http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10281/prod_installation_guides_list.html [英語]
また、ハードウェア、オペレーティング システム、およびドライバの互換性については、Cisco UCS ハードウェア互換性リスト（HCL）を確認
してください：http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html [英語]

ユーザ インターフェイス ツール：
Linux
ツール名：debugfs
説明：デバッグ用に設計された RAM ベースのファイル システム。ユーザがカーネル情報を使用できるようになります。

debugfs の有効化
fNIC 統計にアクセスするには、先に debugfs をマウントする必要があります。マウントは実行時、または /etc/fstab でのブート時に行わ
れます。

debugfs がすでにマウントされているかどうかを確認：# mount
debugfs をマウント：# mount –t debugfs none /sys/kernel/debug
debugfs をマウント解除： # umount /sys/kernel/debug

fNIC 統計情報の表示
各 fNIC（vHBA）では、/sys/kernel/debug/fnic/statistics/ ディレクトリに host1、host2 などのディレクトリが作成されます。fNIC 統計情報
の表示は、各 fNIC のホスト番号ごとに行う必要があります。

fNIC 統計情報の表示：# cat /sys/kernel/debug/fnic/statistics/host<#>/stats

fNIC 統計情報のリセット
各 fNIC（vHBA）では、/sys/kernel/debug/fnic/statistics/ ディレクトリに host1、host2 などのディレクトリが作成されます。fNIC 統計情報
のリセットは、各 fNIC のホスト番号ごとに行う必要があります。

fNIC 統計情報のリセット： # echo 1 > /sys/kernel/debug/fnic/statistics/host<#>/reset_stats

VMware
ツール名： IOCTL / fnic-tracetool
説明：IOCTL は、ユーザ スペース プログラムによるカーネル スペース デバイス ドライバへのアクセスを可能にするインターフェイスで
す。fnic-tracetool は、VMware IOCTL インターフェイスを通じて fNIC 統計情報にアクセスできる、シスコのユーザ スペース プログラム
です。fnic-tracetool はシスコ社内用です。このツールは、Cisco Technical Assistance Center（TAC）およびエンジニアリングが、お客様
からの fNIC のデバッグと統計情報を要求するために使用できます。

fnic-tracetool の有効化
fnic-tracetool を VMware ESX 5.x サーバにコピーし、実行可能にする：# chmod 777 fnic-tracetool
使用方法：fnic_tracetool [-d] [-s] <value>  [-p] [-r] <vmhbaName> [-h] <vmhbaName> [-i]

定義：

-d 有効化/無効化フラグのステータスと、ページの最大バッファ サイズを取得する

-s トレースの有効化/無効化フラグを設定する

-p トレース バッファを出力する

-r ホストの統計情報をリセットする

-h ホストの統計情報を出力する

-I fNIC vHBA に関する情報を出力する  
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fNIC 統計情報の表示
fNIC の統計情報の表示は、各 fNIC で vmhba ごとに行う必要があります。

fNIC の統計情報の表示：# ./fnic-tracetool –h vmhba<#>

fNIC 統計情報のリセット
fNIC 統計情報のリセットは、各 fNIC で vmhba ごとに行う必要があります。

fNIC 統計情報のリセット：# ./fnic-tracetool –r vmhba<#>

fNIC の統計カテゴリとパラメータ
fNIC の統計情報は 7 つのカテゴリに分類されます。

• I/O の統計情報
• 統計の中止
• 統計の終了
• 統計情報のリセット
• ファームウェアの統計情報
• VLAN 検出の統計情報
• その他の重要な統計情報

ポイントインタイムの統計情報： 

• 統計情報のリセットによってクリアされない
• アクティブな I/O の数
• アクティブなファームウェア要求数

累積統計情報：

• 統計情報のリセットによってクリアされる
• 残りの統計情報が含まれる

I/O の統計情報
• アクティブな I/O の数 
• アクティブな I/O の最大数
• I/O の数
• I/O の完了数

» I/O エラーの数が含まれる
• I/O エラーの数
• 見つからなかった I/O 数
• メモリ割り当てエラーの数
• タグ割り当てエラーの数

» RHEL 5.x および ESX 5.x のみ
• IOREQ の数が null
• SCSI cmd ポインタの数が null 
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統計の中止および終了
中止は SCSI midlayer を通じて実行されます。

I/O は、ターゲットがオフラインになると、ドライバを通じて終了します。

ファームウェアのタイムアウト：

•  ファームウェアでタイムアウトが発生すると、ファームウェアからドライバにフレームとタイムアウト ヘッダー 
ステータスが送信されます。

ドライバのタイムアウト：

• ドライバからファームウェアにフレームが送信されます。特定の時間内にファームウェアの応答がない場合は、
ドライバがタイムアウトになります。 

アボート（中断）の統計情報
• アボートの回数
• アボート エラーの回数
• ドライバ アボートのタイムアウト回数
• ファームウェア アボートのタイムアウト回数
• I/O アボートが発生していない回数

終了の統計
• 終了回数
• 最大終了回数
• ドライバ終了のタイムアウト回数
• ファームウェア終了のタイムアウト回数
• 見つからなかった I/O の終了回数
• 終了エラーの数

リセットの統計情報 
デバイス = ストレージ LUN
ファームウェア = VIC ファームウェア
fNIC = vHBA/ドライバ

• デバイス リセットの回数
• デバイス リセットのエラー回数
• デバイス リセットの中止回数
• デバイス リセットのタイムアウト回数
• デバイス リセットの終了回数
• ファームウェア リセットの回数
• ファームウェア リセットの完了回数
• ファームウェア リセットのエラー回数
• fNIC リセットの回数
• fNIC リセットの完了回数
• fNIC リセットのエラー回数

ファームウェアの統計情報
• アクティブなファームウェア要求数
• ファームウェア要求の最大数
• ファームウェアのリソース不足数
• ファームウェアの I/O エラーの数 
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VLAN 検出の統計情報
VLAN 検出の統計情報は、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）開始プロトコル（FIP）が使用されている場合のみ更新され
ます。

• 送信された VLAN 検出要求の数
• FCF VLAN ID なしで受信した VLAN 応答
• VLAN 設定後の要請なし、失効数
• Flogi 拒否数

その他の重要な統計情報
• 前回の ISR 時刻
• 前回の ACK 時刻
• ISR 数
• 最大 CQ エントリ数
• 範囲外の ACK インデックス数
• データの不一致数
•  FCPIO のタイムアウト回数
•  FCPIO の中止回数
• 無効な SGL の数
• ABT の WQ 割り当てコピーのエラー回数
• デバイス リセットの WQ 割り当てコピーのエラー回数
• I/O の WQ 割り当てコピーのエラー回数
• icmnd itmf の完了回数
• キューがフルになった数
• レポートの待受停止の回数
• 受信フレームのエラー回数

参考資料
仮想インターフェイス カード ドライバ インストール ガイド  
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10281/prod_installation_guides_list.html

UCSM マネージドおよびスタンドアロン互換性ドキュメント  
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html [英語]

出力例：
# cat /sys/kernel/debug/fnic/statistics/host2/stats

------------------------------------------
IO 統計情報

------------------------------------------

Number of Active IOs: 128

Maximum Active IOs: 128
Number of IOs: 2838387
Number of IO Completions: 2838259
Number of IO Failures: 0
Number of IO NOT Found: 0
Number of Memory alloc Failures: 0
Number of IOREQ Null: 0
Number of SCSI cmd pointer Null: 0 
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------------------------------------------

アボート（中断）の統計情報

------------------------------------------
Number of Aborts: 0

Number of Abort Failures: 0
Number of Abort Driver Timeouts: 0
Number of Abort FW Timeouts: 0
Number of Abort IO NOT Found: 0

------------------------------------------

終了の統計

------------------------------------------
Number of Terminates: 0

Maximum Terminates: 0
Number of Terminate Driver Timeouts: 0
Number of Terminate FW Timeouts: 0
Number of Terminate IO NOT Found: 0
Number of Terminate Failures: 0

------------------------------------------

リセットの統計情報

------------------------------------------
Number of Device Resets: 0

Number of Device Reset Failures: 0
Number of Device Reset Aborts: 0
Number of Device Reset Timeouts: 0
Number of Device Reset Terminates: 0
Number of FW Resets: 2
Number of FW Reset Completions: 2
Number of FW Reset Failures: 0
Number of Fnic Reset: 0
Number of Fnic Reset Completions: 0
Number of Fnic Reset Failures: 0

------------------------------------------

ファームウェアの統計情報

------------------------------------------

Number of Active FW Requests 128

Maximum FW Requests: 128
Number of FW out of resources: 0
Number of FW IO errors: 0

------------------------------------------

VLAN 検出の統計情報

------------------------------------------

Number of Vlan Discovery Requests Sent 0

Vlan Response Received with no FCF VLAN ID: 0
No solicitations recvd after vlan set, expiry count: 0
Flogi rejects count: 0 
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------------------------------------------

その他の重要な統計情報

------------------------------------------
Last ISR time: 4884674692 ( 4883932.221446816)

Last ACK time: 4884674685 ( 4883932.214447880)
Number of ISRs: 3192579
Maximum CQ Entries: 0
Number of ACk index out of range: 0
Number of data count mismatch: 0
Number of FCPIO Timeouts: 0
Number of FCPIO Aborted: 0
Number of SGL Invalid: 0
Number of Copy WQ Alloc Failures for ABTs: 0
Number of Copy WQ Alloc Failures for Device Reset: 0
Number of Copy WQ Alloc Failures for IOs: 0
Number of icmnd itmf Completions: 0
Number of QUEUE Fulls: 0
Number of rport not ready: 6
Number of receive frame errors: 0 
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