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対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
テキストのタイプ

説明

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
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はじめに
表記法

テキストのタイプ

説明

TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

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

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、このフォントで示しています。
CLI コマンド内の変数は、このフォント で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

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

[x | y | z]

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

string

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

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

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

（注）

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

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。
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はじめに
Cisco UCS の関連ドキュメント

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。
各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告
を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

Cisco UCS の関連ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』（URL:http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照してください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
管理用の UCS Manager と統合されたラック サーバでサポートされるファームウェアのバージョン
と UCS Manager のバージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco UCS Software』を参
照してください。
その他のマニュアル リソース
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTMLmailto:ucs-docfeedback@cisco.comドキュメント内のフィードバック フォーム
よりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。
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章

概要
• 概要, 1 ページ
• Cisco UCS Central ユーザ マニュアル リファレンス, 1 ページ

概要
このガイドでは、Cisco UCS Central のストレージ管理で使用される次のコンポーネントの概念お
よび動作に関する情報を提供しています。
• ポートとポートチャネル
• SAN と VSAN
• vHBA
• ストレージ プール
• ストレージ ポリシー
• ストレージ プロファイル

Cisco UCS Central ユーザ マニュアル リファレンス
Cisco UCS Central では、Cisco UCS Central を理解して設定するために、使用例に基づく次のよう
なドキュメントが用意されています。
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概要
Cisco UCS Central ユーザ マニュアル リファレンス

ガイド

説明

『Cisco UCS Central Getting Started Guide』

Cisco UCS インフラストラクチャ、Cisco UCS
Manager、および Cisco UCS Central について、
簡単な説明をしています。HTML5 UI の概要、
Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登
録方法、およびライセンスのアクティベート方
法に関する説明が含まれています。

『Cisco UCS Central Administration Guide』

ユーザ管理、通信、ファームウェア管理、バッ
クアップ管理、および Smart Call Home などの
管理タスクに関する情報を提供しています。

『Cisco UCS Central Authentication Guide』

パスワード、ユーザとロール、RBAC、
TACACS+、RADIUS、LDAP、および SNMP な
どの認証タスクに関する情報を提供していま
す。

『Cisco UCS Central Server Management Guide』 装置ポリシー、物理インベントリ、サービス プ
ロファイルとテンプレート、サーバ プール、
サーバ ブート、およびサーバ ポリシーなどの
サーバ管理に関する情報を提供しています。
『Cisco UCS Central Storage Management Guide』 ポートとポート チャネル、VSAN と vHBA 管
理、ストレージ プール、ストレージ ポリシー、
ストレージ プロファイル、ディスク グループ、
およびディスク グループ設定などのストレージ
管理に関する情報を提供しています。
『Cisco UCS Central Network Management Guide』 ポートとポート チャネル、VLAN と vNIC 管
理、ネットワーク プール、およびネットワーク
ポリシーなどのネットワーク管理に関する情報
を提供しています。
『Cisco UCS Central Operations Guide』

小規模、中規模、および大規模な導入における
ドメイン グループの、セット アップ、設定、
および管理のベスト プラクティスを提供してい
ます。

『Cisco UCS Central Troubleshooting Guide』

Cisco UCS Central で生じる一般的な問題への対
処方法について説明しています。
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章

ポートとポート チャネル
• サーバポートとアップリンクポート, 3 ページ
• ユニファイド ポート, 4 ページ
• Cisco UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクトのポート, 6 ページ
• ポート モード, 7 ページ
• ポート ロール, 8 ページ
• ユニファイド ポートの設定に関するガイドライン, 9 ページ
• ユニファイド ポートの設定, 11 ページ
• ポートの設定, 11 ページ
• スケーラビリティポートとブレイクアウトポート, 19 ページ
• 設定済みポートの管理, 21 ページ
• ポートチャネルの作成, 22 ページ
• ピングループ, 25 ページ
• ファイバ チャネル スイッチング モード, 27 ページ
• ポート設定ステータスの表示, 29 ページ
• ポート設定の障害, 29 ページ

サーバポートとアップリンクポート
各ファブリック インターコネクトには、次のポート タイプを含めることができます。
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ポートとポート チャネル
ユニファイド ポート

サーバ ポート
サーバ ポートは、ファブリック インターコネクトとサーバ上のアダプタ カードとの間の
データ トラフィックを処理します。
設定できるのは固定ポート モジュールのサーバ ポートだけです。 拡張モジュールにはサー
バ ポートは含まれません。
アップリンクのイーサネット ポート
アップリンク イーサネット ポートは、ファブリック インターコネクトと次のレイヤのネッ
トワークとの間のイーサネット トラフィックを処理します。ネットワークへ送信されるイー
サネット トラフィックはすべてこれらのポートのいずれかに割り当てられます。
イーサネット ポートはデフォルトでは未設定ですが、次の方法で機能するように設定でき
ます。
• アップリンク
• FCoE
• アプライアンス
固定モジュールまたは拡張モジュールのアップリンク イーサネット ポートを設定できます。
アップリンク ファイバ チャネル ポート
アップリンク ファイバ チャネル ポートは、ファブリック インターコネクトとストレージ
エリア ネットワークの次のレイヤとの間の FCoE トラフィックを処理します。ネットワーク
へ送信される FCoE トラフィックはすべてこれらのポートのいずれかに割り当てられます。
ファイバ チャネル ポートはデフォルトでアップリンクに設定されていますが、ファイバ
チャネル ストレージ ポートとして機能するように設定できます。これは、Cisco UCSで、直
接接続ストレージ(DAS)デバイスへの接続が必要な場合に便利です。
設定できるのは拡張モジュールのアップリンク ファイバ チャネル ポートだけです。 固定モ
ジュールには、アップリンク ファイバ チャネル ポートは含まれません。

ユニファイド ポート
ユニファイドポートは、イーサネットまたはファイバチャネルのいずれかのトラフィックを伝送
するように設定できます。これらのポートは予約されていません。Cisco UCS ドメインでは、こ
れらのポートを設定するまで使用できません。
次のファブリックインターコネクト上のすべてのポートは統合されます。
• Cisco UCS 6248 UPファブリックインターコネクト
• Cisco UCS 6296 UPファブリックインターコネクト
• Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect
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ポートとポート チャネル
ユニファイド ストレージ ポート

• Cisco UCS 6332-16UP ファブリック インターコネクト

（注）

ファブリック インターコネクトのポートを設定すると、管理状態が自動的にイネーブルに設
定されます。ポートが他のデバイスに接続されている場合は、これによってトラフィックが中
断されることがあります。ポートは設定後に無効にできます。

ユニファイド ストレージ ポート
ユニファイド ストレージは、イーサネット ストレージ インターフェイスおよび FCoE ストレージ
インターフェイスと同じ物理ポートを構成しています。アプライアンス ポートまたは FCoE スト
レージ ポートを固定モジュールまたは拡張モジュールのユニファイド ストレージ ポートとして
設定できます。ユニファイド ストレージ ポートを設定するには、ファブリック インターコネク
トをファイバ チャネル スイッチング モードにする必要があります。
ユニファイド ストレージ ポートでは、個々の FCoE ストレージまたはアプライアンス インター
フェイスをイネーブルまたはディセーブルにできます。
• ユニファイド ストレージ ポートでは、アプライアンス ポートに対してデフォルト以外の
VLAN が指定されていない場合、fcoe-storage-native-vlan がユニファイド ストレージ ポート
のネイティブ VLAN として割り当てられます。アプライアンス ポートにデフォルト以外の
ネイティブ VLAN がネイティブ VLAN として指定されている場合、それがユニファイド ス
トレージ ポートのネイティブ VLAN として割り当てられます。
• アプライアンス インターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理
ポートがイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイド ストレージ
でアプライアンス インターフェイスをディセーブルにすると、FCoE ストレージが物理ポー
トとともにダウン状態となります。これは、FCoE ストレージがイネーブルになっている場
合でも同様です。
• FCoE ストレージ インターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する
VFC がイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイド ストレージ
ポートで FCoE ストレージ インターフェイスをディセーブルにした場合、アプライアンス イ
ンターフェイスは正常に動作し続けます。

ユニファイド アップリンク ポート
同じ物理イーサネット ポート上にイーサネット アップリンクと FCoE アップリンクを設定した場
合、それらはユニファイド アップリンク ポートと呼ばれます。FCoE またはイーサネット イン
ターフェイスは個別にイネーブルまたはディセーブルにできます。
• FCoE アップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する VFC がイネーブル
またはディセーブルになります。
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• イーサネット アップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理ポート
がイネーブルまたはディセーブルになります。
イーサネットアップリンクをディセーブルにすると、ユニファイドアップリンクを構成している
物理ポートがディセーブルになります。したがって、FCoE アップリンクもダウンします（FCoE
アップリンクがイネーブルになっている場合でも同様です）。しかし、FCoE アップリンクをディ
セーブルにした場合は、VFC だけがダウンします。イーサネット アップリンクがイネーブルであ
れば、FCoE アップリンクは引き続きユニファイド アップリンク ポートで正常に動作することが
できます。

Cisco UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト
のポート
Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnectには、UCS Mini 用Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect
（Cisco UCS Manager リリース 3.0）と Cisco UCS 6332/6332-16UP ファブリック インターコネクト
（Cisco UCS Manager リリース 3.1）が含まれています。
次の表に、Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnectにおけるポートの使用をまとめます。
ファブリックインター Cisco UCS 6324（Cisco
コネクト名：
UCS Mini）

Cisco UCS 6332-16UP

説明：

4 個のユニファイド
32 ポート ファブリック 40 ポート ファブリック
ポートと 1 個のスケー インターコネクト
インターコネクト
ラビリティ ポートを持
つファブリック イン
ターコネクト

固定 40 GB インター
フェイスの数：

—

6（ポート 17 ～ 32）

6（ポート 35 ～ 40）

1 GB/10 GB インター すべて（All）
フェイスの数（インス
トールされている SFP
モジュールによって異
なる）

ポート 5 ～ 26（ブレイ ポート 17 ～ 34（ブレ
クアウトケーブルを使 イクアウトケーブルを
用）
使用）

4
ユニファイド ポート
（8 Gb/s、FC、FCoE）

なし
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Cisco UCS 6332

ポート 1 ～ 16

ポートとポート チャネル
ポート モード

（注）

Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnectでは、ポートのブレイクアウト機能がサポートされ
ます。40 G ポートを 4 つの 10 G ポートに変換する方法については、スケーラビリティポート
とブレイクアウトポート, （19 ページ）を参照してください。

ポート モード
ポートモードは、ファブリックインターコネクト上の統合ポートが、イーサネットまたはファイ
バチャネルトラフィックを転送するかどうかを決定します。ファブリックインターコネクトは自
動的にポートモードを検出しません。Cisco UCS Centralでポートモードを設定します。
ポートモードを変更すると、既存のポート設定は削除され、新しい論理ポートに置き換えられま
す。VLAN や VSAN など、そのポートの設定に関連付けられているオブジェクトはすべて削除さ
れます。ユニファイドポートでポートモードを変更できる回数に制限はありません。

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

ヒント

システム変更中のトラフィックの中断を最小限にするには、固定と拡張モジュールにファイバ
チャネル アップリンク ポート チャネルを形成します。

ポート モード変更の拡張モジュールへの影響
拡張モジュールのポート モードの変更後、モジュールを再起動します。拡張モジュールのポート
を通過するすべてのトラフィックは、モジュールのリブート中に約 1 分間中断します。
ポート モード変更のクラスタ設定の固定モジュールへの影響
クラスタ設定には 2 個のファブリック インターコネクトがあります。固定モジュールへのポート
変更を行った後、ファブリックインターコネクトはリブートします。データトラフィックの影響
は、1 つのファブリック インターコネクトに障害が発生したときにもう一方にフェールオーバー
するようサーバ vNIC を設定したかどうかに左右されます。
1 つのファブリック インターコネクトの拡張モジュール上のポート モードを変更し、第 2 のファ
ブリックインターコネクトのポートモードを変更する前のリブートを待つ場合、次のことが発生
します。
• サーバ vNIC のフェールオーバーでは、トラフィックは他のファブリック インターコネクト
にフェールオーバーし、中断は発生しません。
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• サーバ vNIC のフェールオーバーがない場合、ポート モードを変更したファブリック イン
ターコネクトを通過するすべてのデータ トラフィックは、ファブリック インターコネクト
がリブートする約 8 分間中断されます。
両方のファブリック インターコネクトの固定モジュールのポート モードを同時に変更すると、
ファブリック インターコネクトによるすべてのデータ トラフィックが、ファブリック インター
コネクトがリブートする約 8 分間中断されます。
ポート モード変更のスタンドアロン設定の固定モジュールへの影響
スタンドアロン設定にはファブリック インターコネクトが 1 つだけあります。固定モジュールへ
のポート変更を行った後、ファブリックインターコネクトはリブートします。ファブリックイン
ターコネクトによるすべてのデータトラフィックは、ファブリックインターコネクトがリブート
する約 8 分間中断されます。

ポート ロール
ポート ロールは、ユニファイド ポート接続経由で転送されるトラフィックのタイプを定義しま
す。
リストされている全ポート ロールは、固定および拡張モジュールで構成可能です。これには、
6200 以降のシリーズのファブリック インターコネクト拡張モジュールで設定できるサーバ ポー
トが含まれます。
イーサネット ポート モードに変更されたユニファイド ポートは、デフォルトでアップリンク イー
サネット ポート ロールに設定されます。ファイバ チャネル（FC）ポート モードに変更されたユ
ニファイド ポートは、FC アップリンク ポート ロールに設定されます。FC ポートの設定を解除す
ることはできません。
ポート ロール変更時のリブートは不要です。
ポート モードをイーサネットに設定すると、次のポート ロールを設定できます。
• サーバ ポート
• イーサネット アップリンク ポート
• FCoE ストレージ ポート
• FCoE アップリンク ポート
• アプライアンス ポート
ポート モードを FC に設定すると、次のポート ロールを設定できます。
• FC アップリンク ポート
• FC ストレージ ポート
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ユニファイド ポートの設定に関するガイドライン
ユニファイド ポートを設定する際は、次のガイドラインおよび制約事項を考慮してください。
ハードウェアとソフトウェアの要件
ユニファイド ポートは、6100 シリーズのファブリック インターコネクトではサポートされませ
ん。
ポート モードの設定
Cisco UCS Central GUI インターフェイスは、スライダを使用して固定または拡張モジュールのユ
ニファイド ポートのポート モードを設定するので、ユニファイド ポートへのポート モードの割
り当て方法を制限する次の制約事項が自動的に適用されます。Cisco UCS Central CLIインターフェ
イスを使用する場合は、トランザクションをシステム設定にコミットするときに次の制約事項が
適用されます。ポートモードの設定が次の制約事項のいずれかに違反している場合、Cisco UCS
Central CLIによってエラーが表示されます。
• イーサネット ポートがブロックにグループ化されていること。各モジュールについて（固定
または拡張）、イーサネット ポート ブロックは最初のポートから開始し、偶数ポートで終
了する必要があります。
• ファイバ チャネル ポートがブロックにグループ化されていること。各モジュールについて
（固定または拡張）、ファイバ チャネル ポート ブロックは、最後のイーサネット ポートの
後ろにブロックの 1 番目のポートが続き、その後ろにモジュール内の残りのポートが含まれ
ている必要があります。ファイバ チャネル ポートだけを含む設定では、ファイバ チャネル
ブロックは、固定または拡張モジュールの 1 番目のポートから開始する必要があります。
• イーサネットおよびファイバ チャネル ポートの交替は、単一モジュール上ではサポートさ
れていません。
有効な設定例：固定モジュールのユニファイド ポート 1 ～ 16 がイーサネット ポート モードに設
定され、ポート 17 ～ 32 がファイバ チャネル ポート モードに設定されている。拡張モジュール
では、ポート 1 ～ 4 をイーサネット ポート モードに設定し、ポート 5 ～ 16 をファイバ チャネル
モードに設定できます。このポート割り当ては各個別モジュールの規則に準拠しているため、ポー
ト タイプ（イーサネット ポートとファイバ チャネル ポート）の交替に関する規則に違反してい
ません。
無効な設定例：ポート 16 から始まるファイバ チャネル ポートのブロックが含まれている。ポー
トの各ブロックは奇数ポートから開始する必要があるため、ポート17からブロックを開始しなけ
ればなりません。
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（注）

各ファブリック インターコネクトで設定可能なアップリンク イーサネット ポートおよびアッ
プリンク イーサネット ポート チャネル メンバの総数は、最大 31 に制限されています。この
制限には、拡張モジュールで設定されるアップリンク イーサネット ポートおよびアップリン
ク イーサネット ポート チャネル メンバも含まれます。
6300 シリーズ ファブリック インターコネクトの 40 GB ポートでは、拡張モジュール設定はサ
ポートされていません。

ユニファイドアップリンクポートおよびユニファイドストレージポー
トの設定に関する注意およびガイドライン
以下は、ユニファイド アップリンク ポートとユニファイド ストレージ ポートを使用する際に従
うべき注意事項とガイドラインです。
• FCoE およびユニファイド アップリンク ポートでデフォルトでないネイティブ VLAN を設定
する必要があります。この VLAN は、トラフィックには使用されません。Cisco UCS Central
はこの目的のために、既存の fcoe-storage-native-vlan を再利用します。この
fcoe-storage-native-vlan は、FCoE およびユニファイド アップリンクでネイティブ VLAN とし
て使用されます。
• ユニファイド アップリンク ポートでは、イーサネット アップリンク ポートにデフォルト以
外の VLAN が指定されていない場合、fcoe-storage-native-vlan がユニファイド アップリンク
ポートのネイティブ VLAN として割り当てられます。イーサネット ポートにデフォルト以
外のネイティブ VLAN がネイティブ VLAN として指定されている場合、それがユニファイ
ド アップリンク ポートのネイティブ VLAN として割り当てられます。
• イーサネット ポート チャネル下でメンバ ポートを作成または削除すると、Cisco UCS Central
は FCoE ポート チャネル下で自動的にメンバ ポートを作成または削除します。FCoE ポート
チャネルでメンバ ポートを作成または削除する場合も同じことが起こります。
• サーバ ポート、イーサネット アップリンク、FCoE アップリンクまたは FCoE ストレージな
どのスタンドアロン ポートとしてイーサネット ポートを設定し、それをイーサネットまた
は FCOE ポート チャネルのメンバ ポートにすると、Cisco UCS Central は自動的にこのポート
をイーサネットと FCoE ポート チャネル両方のメンバにします。
• サーバ アップリンク、イーサネット アップリンク、FCoE アップリンクまたは FCoE ストレー
ジのメンバからメンバ ポートのメンバーシップを削除すると、Cisco UCS Central はイーサ
ネット ポート チャネルと FCoE ポート チャネルから対応するメンバ ポートを削除し、新し
いスタンドアロン ポートを作成します。
• ユニファイド アップリンク ポートとユニファイド ストレージ ポートの場合、2 つのインター
フェイスを作成するときは、1 つだけライセンスがチェックされます。どちらかのインター
フェイスが有効な限り、ライセンスはチェックされたままになります。両方のインターフェ
イスがユニファイド アップリンク ポートまたはユニファイド ストレージ ポートで無効の場
合にのみライセンスが解放されます。
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• Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクト スイッチは、同一のダウンストリー
ム NPV スイッチ側の 1VF または 1VF-PO のみをサポートできます。

ユニファイド ポートの設定
手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ユニファイド ポートの設定（Unified Port Configuration）]
を選択します。

ステップ 4

マウスを使用して、使用するポート モード設定が表示されるまで、バーに沿ってスライダをド
ラッグします。
ポートは次のように表示されます。
• イーサネット ポートは緑で表示されます。
• FC ポートは紫で表示されます。
• 無効なポートは薄い緑または紫で表示されます。
（注）

ステップ 5

サーバによっては、イーサネット ポートと FC ポートのスライダが逆になっている場合
があります。

[構成（Configure）] をクリックします。
（注）
ユニファイド ポートを設定すると、FI が再起動し、Cisco UCS ドメインのデータ トラ
フィックの中断を引き起こす場合があります。

ポートの設定
（注）

3.1 より前のリリースの Cisco UCS Manager 用に設定されたポートは、Cisco UCS Central リリー
ス 1.3 まではサポートされていましたが、それ以降の Cisco UCS Central ではサポートされてい
ません。これらのポートについては、Cisco UCS Manager で追加設定を行う必要があります。

はじめる前に
• Cisco UCS Manager リリース 3.1 以降を実行している必要があります。
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• すべての Cisco UCS Manager ドメインが Cisco UCS Central ドメイン グループに含まれている
必要があります。
• Cisco UCS Manager の [ポリシー解決の制御（Policy Resolution Control）] ページで [ポート設
定（Port Configuration）] が [グローバル（Global）] に設定されている必要があります。

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

ポートの [ロール（Role）] を選択します。
イーサネット ポートの場合は、次のいずれかになります。
• [アプライアンス（Appliance）]：アプライアンス ポートの設定, （13 ページ）を参照してく
ださい。
• [FCoE ストレージ（FCoE Storage）]：FCoE ストレージ ポートの設定, （14 ページ）を参照
してください。
• [FCoE アップリンク（FCoE Uplink）]：FCoE アップリンク ポートの設定, （15 ページ）を
参照してください。
• [サーバ（Server）]：サーバ ポートの設定, （16 ページ）を参照してください。
• [アップリンク（Uplink）]：アップリンク ポートの設定, （17 ページ）を参照してください。
FC ポートの場合は、次のいずれかになります。
• [FC ストレージ（FC Storage）]：FC ストレージ ポートの設定, （18 ページ）を参照してく
ださい。
• [FC アップリンク（FC Uplink）]：FCアップリンクポートの設定, （18 ページ）を参照して
ください。

ステップ 7

選択した項目の要件に応じて、フィールドに値を入力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
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ポートとポート チャネル
アプライアンス ポートの設定

アプライアンス ポートの設定
アプライアンスポートは、直接接続されたNFSストレージにファブリックインターコネクトを接
続するために使用されます。

（注）

FCoEストレージポートからアプライアンスポートに設定を変更すると、ポートをアプライア
ンスのみにするか、またはユニファイドストレージにするオプションが管理者ユーザに提供さ
れます。

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

[ロール]ドロップダウンで、[アプライアンス]を選択します。

ステップ 7

[基本]タブで、次の操作を行います。
a) [インターフェイスユーザラベル]を入力します。
b) ポートの速度を選択します。
c) このインターフェイスに関連付けられているQoS設定を選択します。次のいずれかになります。
• [プラチナ（Platinum）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
• [ゴールド（Gold）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
• [シルバー（Silver）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
• [ブロンズ（Bronze）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
• [ベスト エフォート（Best Effort）]：このプライオリティを使用しないでください。 ベー
シック イーサネット トラフィック レーンのために予約されています。
• [ファイバチャネル]：この優先順位は、vHBAトラフィックのみに使用します。

ステップ 8

[ポリシー]タブで、フロー制御ポリシー、ピングループ、およびネットワーク制御ポリシーを選択
します。
（注）
タイプがアプライアンスのネットワーク制御ポリシーだけがサポートされ、アプライア
ンスポート設定に使用できます。
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ポートとポート チャネル
FCoE ストレージ ポートの設定

ステップ 9

[VLAN]タブで、ポートを[トランク]ポートにするか[アクセス]ポートにするかを選択し、ポート
に割り当てるVLANを選択します。
• トランクポートには、複数のVLANを設定でき、VLANをトランクリンクを介してスイッチ
間で転送できます。
• アクセスポートにはVLANが1つあり、エンドポイントに接続されます。VLANがプライマリ
VLANである場合は、セカンダリVLANが必要です。
選択したVLANは、[システムからのVLAN]列に表示されます。 Cisco UCS Managerで作成された
VLANは、[ドメインで設定されたVLAN]列に表示されます。
（注）

タイプがアプライアンスのVLANだけがサポートされ、アプライアンスポート設定に使
用できます。

ステップ 10

[イーサネットターゲットエンドポイント]タブで、[有効]をクリックして、エンドポイントの[名
前]と[MACアドレス]を入力します。
イーサネットターゲットエンドポイントはデフォルトで無効になっています。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックします。

FCoE ストレージ ポートの設定
Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ストレージ ポートを使用すると、2 つの個別リンクを、ファイ
バ チャネル（FC）トラフィックとイーサネット トラフィックの両方を伝送する単一のストレー
ジに統合できます。

（注）

アプライアンス ポートから FCoE ストレージ ポートに設定を変更する場合、管理者ユーザは
ポートを FCoE ストレージ専用にするか、ユニファイド ストレージにするかを選択できます。

はじめる前に
これらのポートが有効になるためには、ファイバ チャネル スイッチング モードが [スイッチング
（Switching）] に設定されている必要があります。ストレージ ポートは、エンドホスト モードで
は動作しません。
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ポートとポート チャネル
FCoE アップリンク ポートの設定

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

[ロール（Role）] ドロップダウンで [FCoE ストレージ（FCoE Storage）] を選択します。

ステップ 7

[基本（Basic）] タブで、「Interface User Label」と入力します。

ステップ 8

[VSAN] タブで、ポートに割り当てる VSAN を選択します。
選択した VSAN は [VSAN] カラムに表示されます。Cisco UCS Manager で作成した VSAN は [ドメ
インの VSAN（VSAN on Domain）] カラムに表示されます。
（注）

ステップ 9

FCoE ストレージ ポート設定では、ストレージ タイプの VSAN のみがサポートされ、
使用できます。

[保存（Save）] をクリックします。

FCoE アップリンク ポートの設定
FCoE アップリンク ポートは、FCoE トラフィックの伝送に使用される、ファブリック インターコ
ネクトとアップストリーム イーサネット スイッチ間の物理イーサネット インターフェイスです。
このサポートにより、同じ物理イーサネット ポートで、イーサネット トラフィックとファイバ
チャネル トラフィックの両方を伝送できます。

（注）

アップリンク ポートから FCoE アップリンク ポートに設定を変更する場合、管理者ユーザは
ポートを FCoE アップリンク専用にするか、ユニファイド アップリンクにするかを選択できま
す。

Cisco UCS Central ストレージ管理ガイド、リリース 1.5
15

ポートとポート チャネル
サーバ ポートの設定

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

[ロール（Role）] ドロップダウンで [FCoE アップリンク（FCoE Uplink）] を選択します。

ステップ 7

[基本（Basic）] タブで、「Interface User Label」と入力します。

ステップ 8

[ポリシー（Policies）] タブで、ポートに割り当てるリンク プロファイル ポリシーを選択します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

サーバ ポートの設定
サーバ ポートは、ファブリック インターコネクトとサーバ上のアダプタ カードとの間のデータ
トラフィックを処理します。サーバポートは、6200 シリーズおよび 6300 シリーズのファブリッ
ク インターコネクト拡張モジュールでのみ設定できます。

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

[ロール（Role）] ドロップダウンで [サーバ（Server）] を選択します。

ステップ 7

[サーバ（Server）] フィールドに「Interface User Label」と入力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
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ポートとポート チャネル
アップリンク ポートの設定

アップリンク ポートの設定
イーサネット アップリンク ポートは外部の LAN スイッチに接続します。ネットワーク方向のイー
サネット トラフィックは、これらのポートのいずれかに割り当てられます。

（注）

FCoE アップリンク ポートからアップリンク ポートに設定を変更する場合、管理者ユーザは
ポートをアップリンク専用にするか、ユニファイド アップリンクにするかを選択できます。

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

[ロール（Role）] ドロップダウンで [アップリンク（Uplink）] を選択します。

ステップ 7

[基本（Basic）] タブで、次の操作を行います。
a) [インターフェイスユーザラベル]を入力します。
b) ポートの速度を選択します。

ステップ 8

[VLAN（VLANs）] タブで、ポートに割り当てる VLAN を選択します。
選択した VLAN は [システムの VLAN（VLANs from System）] カラムに表示されます。Cisco UCS
Manager で作成した VLAN は [ドメインに設定されている VLAN（VLANs Configured on Domain）]
カラムに表示されます。
（注）

アップリンク ポート設定では、LAN タイプの VLAN のみがサポートされ、使用できま
す。

ステップ 9

[ポリシー（Policies）] タブで、フロー制御ポリシーとリンク プロファイルを選択します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。
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ポートとポート チャネル
FC ストレージ ポートの設定

FC ストレージ ポートの設定
FC ストレージ ポートを使用すると、FI のポートに FC ストレージ デバイスを直接接続できます。

はじめる前に
これらのポートが有効になるためには、ファイバ チャネル スイッチング モードが [スイッチング
（Switching）] に設定されている必要があります。ストレージ ポートは、エンドホスト モードで
は動作しません。

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

[ロール（Role）] ドロップダウンで [FC ストレージ（FC Storage）] を選択します。

ステップ 7

[基本（Basic）] タブで、「Interface User Label」と入力し、塗りつぶしパターンを選択します。

ステップ 8

[VSAN] タブで、ポートに割り当てる VSAN を選択します。
選択した VSAN は [VSAN] カラムに表示されます。Cisco UCS Manager で作成した VSAN は [ドメ
インの VSAN（VSAN on Domain）] カラムに表示されます。
（注）

ステップ 9

FC ストレージ ポート設定では、ストレージ タイプの VSAN のみがサポートされ、使用
できます。

[保存（Save）] をクリックします。

FCアップリンクポートの設定
FCアップリンクポートを使用すると、外部SANスイッチに接続できます。
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スケーラビリティポートとブレイクアウトポート

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

[ポート（Ports）] ページで、右端の [ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ポートの設定
（Configure Port）] を選択します。
選択したポートの [ポートの設定（Configure Port）] ページが表示されます。

ステップ 6

[ロール]ドロップダウンで、[FCアップリンク]を選択します。

ステップ 7

[基本]タブで、[インターフェイスユーザラベル]を入力して、塗りつぶしパターンを選択します。

ステップ 8

[VSAN]タブで、ポートに割り当てるVSANを選択します。
選択したVSANは、[システムからのVSAN]列に表示されます。 Cisco UCS Managerで作成された
VSANは、[ドメインで構成されているVSAN]列に表示されます。
（注）

ステップ 9

サポートされてFCアップリンクポート設定に使用できるのは、SANタイプのVSANのみ
です。

[保存（Save）] をクリックします。

スケーラビリティポートとブレイクアウトポート
Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnectには、4 10ギガビットイーサネットポートのグループ
にブレイクアウトすることができる、スケーラビリティポートが含まれています。設定には、一
端にファブリックインターコネクトに接続するための1つの40GB QSFP+と、10 GBの接続性をサ
ポートするために異なるエンドポイントに接続するための4つの10 GBポートがある、Small
Form-Factor Pluggableアダプタ（SPF）が必要です。
• Cisco UCS 6324 Fabric Interconnectには、サポートされているCisco UCSラックサーバにライセ
ンスされたサーバポート、アプライアンスポート、またはFCoEストレージポートとして使用
できるスケーラビリティポートが1つ含まれています。
• Cisco UCS 6332およびCisco UCS 6332-16 UPファブリックインターコネクトには、10ギガビッ
トイーサネットポートにブレイクアウトすることができる複数の40ギガビットイーサネット
ポートが含まれています。
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ポートとポート チャネル
スケーラビリティポートとブレイクアウトポート

注意

ブレイクアウトポートを設定するには、ファブリックインターコネクトを再起動する必要があ
ります。ポートの既存の設定は消去されます。必要なすべてのポートを1つのトランザクショ
ンでブレイクアウトすることを推奨します。
ブレイクアウトポートを設定すると、必要に応じて各10GBサブポートをサーバ、アップリンク、
FCoEアップリンク、FCoEストレージまたはアプライアンスポートとして設定できます。
次の表に、Cisco UCS 6332および6332-16UPファブリックインターコネクトのブレイクアウト機能
の制約をまとめています。
ファブリック インターコネク
ト

ブレイクアウト設定可能ポート ブレイクアウトサポートなしの
標準ポート

UCS-FI-6332

1～12、15～26

13～14、27～32
（注）

• 自動ネゴシエー
ト動作は、ポー
ト27～32ではサ
ポートされてい
ません。
• QoSジャンボフ
レームを使用す
る場合は、ブレ
イクアウトポー
トとして最大4つ
のポートが許可
されます。

UCS-FI-6332-16UP

17～34

1～16、35～40
（注）

• 自動ネゴシエー
ト動作は、ポー
ト35～40ではサ
ポートされてい
ません。
• QoSジャンボフ
レームを使用す
る場合は、ブレ
イクアウトポー
トとして最大4つ
のポートが許可
されます。
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ポートとポート チャネル
設定済みポートの管理

設定済みポートの管理
手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ポート（Ports）] をクリックします。

ステップ 4

設定するポートを選択します。

ステップ 5

右端の [ポート ツール（Port Tools）] アイコンをクリックします。

ステップ 6

次のいずれかを選択します。
• [設定ステータス（Configuration Status）]：ポートのステータスが表示されます。
• [ポートの設定（Configure Port）]：ポートの設定を変更できます。
• [ポートの設定解除（Unconfigure Port）]：ポートの設定情報を削除します。ポートの設定を
解除すると、そのポートを使用しているトラフィックがすべて停止します。
• [ポートの有効化（Enable Port）]：ポートの管理状態を [有効（Enabled）] に設定します。ポー
トが [無効（Disabled）] になっているときにだけ表示されます。
• [ポートの無効化（Disable Port）]：ポートの管理状態を [無効（Disabled）] に設定します。
ポートが [有効（Enabled）] になっているときにだけ表示されます。
• [ブレイクアウト ポートの設定解除（Unconfigure Breakout Port）]：4 つの 10 GbE ポートを 1
つの 40 GbE ポートに結合します。
• [ブレイクアウト ポートとして設定（Configure as Breakout Port）]：ポートを、4 つの 10 GbE
ポートに分割できるスケーラビリティ ポートに変換します。

ステップ 7

必要に応じてフィールドに入力します。
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ポートとポート チャネル
ポートチャネルの作成

ポートチャネルの作成
手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ファブリックインターコネクト]ページで、[ツール]アイコンをクリックし、[ポートチャネルの作
成]を選択します。

ステップ 4

[基本]で、作成するポートチャネルのタイプを選択します。
次のいずれかになります。
• イーサネット: イーサネット ポートチャネルの作成または編集, （22 ページ）を参照してく
ださい。
• FC: FC ポート チャネルの作成または編集, （23 ページ）を参照してください。
• FCoE: FCoEポートチャネルの作成または編集, （24 ページ）を参照してください。
• アプライアンス: アプライアンス ポート チャネルの作成または編集, （24 ページ）を参照し
てください。

ステップ 5

選択に応じて必要なフィールドに値を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

イーサネット ポートチャネルの作成または編集
手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ファブリック インターコネクト（Fabric Interconnect）] ページで、[ツール（Tools）] アイコンを
クリックし、[ポート チャネルの作成（Create Port Channel）] を選択します。

ステップ 4

[基本（Basic）] で、[イーサネット（Ethernet）] を選択して、次の手順を実行します。
a) [ポート ID（Port ID）]、[名前（Name）]、[説明（Description）]（任意）を入力します。
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b) 管理速度と、自動ネゴシエーションを有効にするかどうかを選択します。
ステップ 5

[ポリシー（Policies）] をクリックして、ポートに割り当てるフロー制御と LACP ポリシーを選択
します。

ステップ 6

[VLAN（VLANs）] をクリックして、ポートに割り当てる VLAN を選択します。
選択した VLAN は [システムの VLAN（VLANs from System）] カラムに表示されます。Cisco UCS
Manager で作成した VLAN は [ドメインに設定されている VLAN（VLANs Configured on Domain）]
カラムに表示されます。

ステップ 7

[ポート（Ports）] をクリックし、[追加（Add）] アイコンをクリックして、ポート チャネルにポー
トを追加します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

FC ポート チャネルの作成または編集
（注）

Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) 以降の場合、FC ポート チャネルは、削除する前に無効にし
ておく必要があります。

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ファブリック インターコネクト（Fabric Interconnect）] ページで、[ツール（Tools）] アイコンを
クリックし、[ポート チャネルの作成（Create Port Channel）] を選択します。

ステップ 4

[基本（Basic）] で、[FC] を選択して、次の手順を実行します。
a) [ポート ID（Port ID）]、[名前（Name）]、[説明（Description）]（任意）を入力します。
b) ポートチャネルの [管理速度（Admin Speed）] を選択します。

ステップ 5

[VLAN] をクリックして、ポートに割り当てる VLAN を選択します。
選択した VLAN は [システムの VLAN（VLAN from System）] カラムに表示されます。Cisco UCS
Manager で作成した VLAN は [ドメインに設定されている VLAN（VLAN Configured on Domain）]
カラムに表示されます。

ステップ 6

[ポート（Ports）] をクリックし、[追加（Add）] アイコンをクリックして、ポート チャネルにポー
トを追加します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。
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FCoEポートチャネルの作成または編集
手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ファブリックインターコネクト]ページで、[ツール]アイコンをクリックし、[ポートチャネルの作
成]を選択します。

ステップ 4

[基本]で、[FCoE]を選択します。

ステップ 5

[ポートチャネルID]、[名前]、オプションで[説明]を入力します。

ステップ 6

[ポリシー]をクリックし、ポートに割り当てるLACPポリシーを選択します。

ステップ 7

[ポート]をクリックし、[+]アイコンをクリックして、ポートをポートチャネルに追加します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

アプライアンス ポート チャネルの作成または編集
手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ファブリック インターコネクト（Fabric Interconnect）] ページで、[ツール（Tools）] アイコンを
クリックし、[ポート チャネルの作成（Create Port Channel）] を選択します。

ステップ 4

[基本（Basic）] で、[アプライアンス（Appliance）] を選択して、次の手順を実行します。
a) [ポート チャネル ID（Port Channel ID）]、[名前（Name）]、[説明（Description）] を入力しま
す。
b) 管理速度と、[静的（Static）] モードと動的 [LACP] のどちらを有効にするかを選択します。
c) このインターフェイスに関連付ける QoS の [プライオリティ（Priority）] を選択します。次の
いずれかになります。
• [プラチナ（Platinum）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
• [ゴールド（Gold）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
• [シルバー（Silver）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
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• [ブロンズ（Bronze）]：このプライオリティは、vNIC トラフィックのみに使用します。
• [ベスト エフォート（Best Effort）]：このプライオリティを使用しないでください。 ベー
シック イーサネット トラフィック レーンのために予約されています。
• [ファイバ チャネル（Fibre Channel）]：このプライオリティを vHBA トラフィックのみに
使用します。
ステップ 5

[ポリシー（Policies）] をクリックして、ポートに割り当てるフロー制御ポリシー、ネットワーク
制御ポリシー、およびピングループを選択します。

ステップ 6

[VLAN（VLANs）] をクリックして、ポートに割り当てる VLAN を選択します。
選択した VLAN は [システムの VLAN（VLANs from System）] カラムに表示されます。Cisco UCS
Manager で作成した VLAN は [ドメインに設定されている VLAN（VLANs Configured on Domain）]
カラムに表示されます。

ステップ 7

[イーサネット ターゲット エンドポイント（Ethernet Target Endpoint）] をクリックし、[有効
（Enabled）] をクリックして、エンドポイントの [名前（Name）] と [MAC アドレス（MAC
Address）] を入力します。
デフォルトではイーサネット ターゲット エンドポイントは無効になっています。

ステップ 8

[ポート（Ports）] をクリックし、[追加（Add）] アイコンをクリックして、ポート チャネルにポー
トを追加します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

ピングループ
LAN ピン グループ
Cisco UCS は LAN ピン グループを使用して、サーバ上の vNIC から、ファブリック インターコネ
クトのアップリンク イーサネット ポートまたはポート チャネルに、イーサネット トラフィック
をピン接続します。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できます。
サーバにピン接続を設定するには、LAN ピン グループを vNIC ポリシーにインクルードする必要
があります。vNIC ポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービス プロファイル内に取り込
まれます。vNIC からのすべてのトラフィックは、I/O モジュールを経由して所定のアップリンク
イーサネット ポートに進みます。
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（注）

vNIC ポリシーを使用してピン グループがサーバ インターフェイスに割り当てられていない場
合、Cisco UCS Central はそのサーバ インターフェイスからのトラフィックに対するアップリン
ク イーサネット ポートまたはポート チャネルを動的に選択します。この選択は永続的ではあ
りません。インターフェイス フラップまたはサーバのリブートの後は、そのサーバ インター
フェイスからのトラフィックに対して別のアップリンク イーサネット ポートまたはポート
チャネルが使用される可能性があります。
アップリンクが LAN ピン グループに属している場合、そのアップリンクは所属グループ専用
に予約されているわけではありません。LAN ピン グループを指定していない他の vNIC ポリ
シーは、動的なアップリンクとしてそのアップリンクを使用できます。

SAN ピン グループ
Cisco UCS では、SAN ピン グループを使用して、サーバ上の vHBA からのファイバ チャネル ト
ラフィックがファブリック インターコネクト上のアップリンク ファイバ チャネル ポートへピン
接続されます。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できます。

（注）

ファイバ チャネル スイッチ モードでは、SAN ピン グループは不適切です。既存の SAN ピン
グループはすべて無視されます。
ピン接続をサーバに設定するには、SAN ピン グループを vHBA ポリシーに含める必要がありま
す。その後、vHBA ポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービス プロファイルに取り込ま
れます。vHBA からのすべてのトラフィックは、I/O モジュールを経由して、指定されたアップリ
ンク ファイバ チャネルへ移動します。
同じピン グループを複数の vHBA ポリシーに割り当てられます。したがって、vHBA ごとに手動
でトラフィックをピン接続する必要はありません。

重要

既存の SAN ピン グループのターゲット インターフェイスを変更すると、そのピン グループ
を使用するすべての vHBA のトラフィックが中断されます。ファイバ チャネル プロトコルで
トラフィックを再びピン接続するために、ファブリック インターコネクトからログインとロ
グアウトが実行されます。

ピン グループの作成
LAN または SAN のピン グループを作成できます。
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手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ドメイン（Domains）] を選択しま
す。

ステップ 2

ピン グループを作成するドメインをクリックします。

ステップ 3

[ドメイン（domain）] ページで、[ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ピン グループの作成
（Create Pin Group）] を選択します。

ステップ 4

[ピン グループの作成（Create Pin Group）] ダイアログボックスで [基本（Basic）] をクリックし、
LAN ピン グループと SAN ピン グループのどちらを作成するかを選択します。

ステップ 5

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。

ステップ 6

[ファブリック A のターゲット（Fabric A Target）] で、ポートを手動で選択するか、既存のポート
チャネルを選択するかを選択します。

ステップ 7

[手動（Manual）] を選択した場合は、ポートを選択します。
LAN ピン グループの場合は、イーサネット アップリンク ポートのみが表示されます。SAN ピン
グループの場合は、FC および CoE アップリンク ポートのみが表示されます。

ステップ 8

[ポート チャネル（Port Channel）] を選択した場合は、既存のポート チャネルを選択します。
LAN ピン グループの場合は、イーサネット ポートチャネルのみが表示されます。SAN ピン グ
ループの場合は、FC および CoE ポート チャネルのみが表示されます。

ステップ 9

[ファブリック B のターゲット（Fabric B Target）] で、ポートまたはポート チャネルを選択しま
す。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

ファイバ チャネル スイッチング モード
ファイバ チャネル スイッチング モードは、サーバとストレージ デバイス間のスイッチング装置
としてファブリックインターコネクトがどのように動作するかを決定します。ファブリックイン
ターコネクトは、次のファイバ チャネル スイッチング モードのいずれかで動作します。
エンドホスト モード
エンドホストを使用すると、ファブリックインターコネクトは、仮想ホストバスアダプタ(vHBA)
を介して接続されているすべてのサーバ(ホスト)に代わって、接続されているファイバチャネル
ネットワークに対するエンドホストとして動作することができます。この動作は、vHBA をファ
イバ チャネル ポート アダプタにピン接続することにより実現されます（動的なピン接続または
固定のピン接続のいずれか）。これにより、ファイバチャネルポートはファブリックの残りの部
分に対してサーバ ポート（N ポート）となります。エンドホスト モードの場合、ファブリック
インターコネクトは、アップリンク ポートがトラフィックを相互に転送するのを拒否することで
ループを回避します。
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エンドホスト モードは N ポート仮想化（NPV）モードと同義です。このモードは、デフォルトの
ファイバ チャネル スイッチング モードです。

（注）

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

スイッチ モード
スイッチ モードは従来のファイバ チャネル スイッチング モードです。スイッチ モードを使用し
て、ファブリックインターコネクトをストレージデバイスに直接接続することができます。ファ
イバチャネルスイッチモードの有効化は、SANが存在しない(たとえば、ストレージに直接接続さ
れた1つのCisco UCS ドメイン)ポッドモデル、またはSANが存在する(アップストリームMDSを使
用)ポッドモデルで役に立ちます。
スイッチ モードはデフォルトのファイバ チャネル スイッチング モードではありません。

（注）

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

ファイバ チャネル スイッチング モードの設定
ファブリック インターコネクトで FC エンド ホスト モードまたは FC スイッチング モードのいず
れかを使用するように設定できます。デフォルトでは、FI はエンド ホスト モードに設定されま
す。

（注）

ファイバ チャネル スイッチング モードを変更すると、Cisco UCS Central により自動的にログ
アウトとファブリック インターコネクトの再起動が実行されます。クラスタ構成では、Cisco
UCS Central により両方のファブリック インターコネクトが順番に再起動されます。2 つめの
ファブリック インターコネクトがファイバ チャネル スイッチング モードに変更され、システ
ムが使用できるようになるまでには数分間かかります。
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手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

[ファブリック インターコネクト（fabric interconnect）] ページで、[ツール（Tools）] アイコンを
クリックし、[FC スイッチング モード（FC switching mode）] を選択します。
エンドホスト モードを使用している場合は、[FC スイッチング モードの設定（Set FC Switching
Mode）] が表示されます。FC スイッチング モードを使用している場合は、[FC エンドホスト モー
ドの設定（Set FC End-Host Mode）] が表示されます。

ステップ 4

警告ページで[はい（Yes）] をクリックして設定を変更し、FI を再起動します。

ポート設定ステータスの表示
手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックし、[ファブリック インターコネクト
（Fabric Interconnects）] を選択します。

ステップ 2

ファブリックインターコネクトをクリックすると、ファブリックインターコネクトの編集画面が
表示されます。

ステップ 3

右端の [ツール] アイコンをクリックして、[設定ステータス] を選択します。
選択したポートの [設定ステータス] ページが表示されます。

ステップ 4

[閉じる] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

ポート設定の障害
ポートの障害ページには、障害ごとに次の情報が表示されます。
• [コード（Code）]：障害に関連付けられた ID
• [タイムスタンプ（Timestamp）]：障害が発生した日付と時刻
• [原因（Cause）]：障害の原因
• [影響を受けるオブジェクト（Affected Object）]：この障害の影響を受けるコンポーネント
• [障害の詳細（Fault Details）]：障害の詳細
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• [重大度（Severity）]：障害の重大度
• [アクション（Action）]：障害に必要なアクション
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• グローバル VSAN, 31 ページ

グローバル VSAN
Cisco UCS Centralを使用すると、SANクラウドやストレージクラウドでグローバルVSANを定義で
きます。Cisco UCS Central で作成されるグローバル VSAN は、作成したファブリック インターコ
ネクトに固有です。VSANは、ファブリックAとファブリックBのいずれかまたは両方に割り当て
ることができます。グローバルVSANはCisco UCS Centralで共通のVSANではありません。
グローバル VSAN を参照するグローバル サービス プロファイルを Cisco UCS Central に展開する
前に、Cisco UCS Manager でグローバル VSAN の解決が行われます。グローバル サービス プロ
ファイルがグローバル VSAN を参照し、その VSAN が存在しない場合、リソース不足が原因でそ
のグローバル サービス プロファイルの Cisco UCS Manager への展開が失敗します。そのグローバ
ル サービス プロファイルの展開前に、Cisco UCS Central で作成されたすべてのグローバル VSAN
を解決しておく必要があります。
グローバル VSAN は、グローバル VSAN への参照を含むグローバル サービス プロファイルがそ
の UCS ドメイン内に展開されていない場合でも、Cisco UCS Manager で使用できます。グローバ
ル VSAN を参照するグローバル サービス プロファイルが削除されても、そのグローバル VLAN
は削除されません。
Cisco UCS Manager インスタンスに対して使用可能なグローバル サービス プロファイルで参照さ
れるグローバル VSAN は、ドメイン グループからの使用の目的で削除される場合を除き、引き続
き使用可能です。グローバル VSAN は Cisco UCS Manager でローカライズできます。この場合、
グローバル VSAN はローカル VSAN として機能します。グローバル VSAN がローカライズされな
い場合、その VSAN はCisco UCS Manager からは削除できません。

VSAN の作成または編集
次の予約済み範囲の ID を除き、ID が 1 ～ 4093 の範囲の VSAN を作成できます。
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• Cisco UCS ドメインでFCスイッチモードを使用する予定の場合は、IDが3040～4078の範囲に
あるVSANを設定しないでください。
• Cisco UCS ドメインでFCエンドホストモードを使用する予定の場合は、IDが3840～4079の範
囲にあるVSANを設定しないでください。

重要

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの vLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の FCoE vLAN と vLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。FCoE
vLAN の ID と重複する ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。
VSAN は、ドメイン グループ ルートまたは特定のドメインで作成することができます。また、
ファブリックAまたはファブリックBのいずれか、またはファブリックAおよびBの両方にVSAN
を割り当てることができます。両方のファブリックにVSANを割り当てる場合は、両方に個別
のVSAN IDとFCoE VLAN IDを割り当てる必要があります。

手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 Create VSANと入力して、Enterキーを押します。

ステップ 2

[VSAN]ダイアログボックスで、作成するVSANのタイプを選択します。
次のいずれかになります。
• [SAN]：ファブリックインターコネクトを外部のスイッチに接続します。
• [ストレージ]：ストレージをファブリックインターコネクトに直接接続します。

ステップ 3

[Domain Group Location] をクリックして、この VSAN を作成する場所を選択します。

ステップ 4

[名前]を入力します。
VSAN名の大文字と小文字は区別されます。
重要

ステップ 5

Cisco UCS CentralでVSANを作成するときは、defaultという名前を使用しないでください。
グローバル デフォルト VSAN を作成する場合は、名前として globalDefault を使用できま
す。

ファイバチャネルゾーン分割を有効にするかどうかを選択します。
FCゾーン分割は以下のいずれかになります。
• [有効]：VSANの展開時に、Cisco UCS Managerによりファイバチャネルゾーン分割が設定、
制御されます。
• [無効]：アップストリームスイッチがファイバチャネルゾーン分割を設定および制御します。
または、ファイバチャネルゾーン分割がこのVSANで実装されていません。
（注）

デフォルトではファイバ チャネル ゾーン分割は無効になっていま
す。
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ステップ 6

このVSANを割り当てるファブリックを選択します。
VSANを両方のファブリックに割り当てる場合は、両方のファブリックのVSAN IDとFCoE VLAN
IDを入力します。そうでない場合は、選択したVSANのIDを割り当てます。

ステップ 7

[作成（Create）] をクリックします。
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vHBA 管理
• vHBA テンプレート, 35 ページ
• ホスト インターフェイス配置ポリシー, 37 ページ

vHBA テンプレート
vHBA テンプレートは、サーバ上の vHBA が SAN に接続する方法を定義するために使用します。
[テンプレート（Templates）] ページの既存のすべての vHBA テンプレートを表示できます。

vHBA冗長性テンプレートのペア
vHBAテンプレートのペアを作成すると、特定のサーバに属するvHBAをグループ化できます。た
とえば、vHBAテンプレートを作成してプライマリテンプレートとして指定し、別のvHBAテンプ
レートを作成してセカンダリテンプレートとして指定することができます。2つのテンプレートを
関連付けて、プライマリテンプレートで定義した属性を共有するペアを作成することができます。
セカンダリテンプレートはプライマリテンプレートからの属性を継承します。[テンプレートの更
新]を選択すると、プライマリテンプレートに行われた変更がテンプレートのペアのセカンダリテ
ンプレートに反映されます。 また、ペア内の各テンプレートの共有されていない設定を変更する
こともできます。
ペアを作成すると、各ファブリックに1つのテンプレートを割り当てることができます。たとえ
ば、プライマリテンプレートをファブリックAに、セカンダリテンプレートをファブリックBに割
り当てることができます。これにより、1つ以上のテンプレートを使用してvHBAペアを個別に設
定する必要がなくなります。テンプレートのペアを使用して作成できるvHBAペアの数は、アダプ
タの最大機能によってのみ制限されます。
テンプレートのペアを使用する場合、次の設定が共有されます。
• VSANs
• テンプレートのタイプ
• 最大データフィールドサイズ
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• QoS ポリシー
• 統計情報しきい値ポリシー
テンプレートのペアを使用する場合、次の設定は共有されません。
• Fabric ID
• WWPN プール
• 説明
• ピングループポリシー

（注）

Cisco UCS ManagerのローカルサービスプロファイルでグローバルvHBA冗長性テンプレートの
ペアを使用する場合、冗長性テンプレートのペアのプライマリおよびセカンダリにvHBAテン
プレートを同時に割り当てることはできません。vHBAテンプレートをプライマリvHBAに割
り当て、2番目のvHBAにピア名を設定してから、セカンダリvHBAを変更し、手動でセカンダ
リvHBAテンプレートを割り当てる必要があります。

vHBA テンプレートの作成または編集
（注）

グローバル vHBA は Cisco UCS Manager で作成されたローカル サービス プロファイルで使用
できます。

手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 で、「Create vHBA Template」と入力して、Enter
キーを押します。

ステップ 2

[vHBA テンプレート（vHBA Template）] で、[基本（Basic）] をクリックして、次の手順を実行し
ます。
a) vHBA テンプレートを作成する[組織（Organization）] を選択します。
b) [名前（Name）] と [説明（Description）] を入力します。
c) [冗長タイプ（Redundancy Type）] を選択して vHBA ペアリングを有効にします。
次のいずれかになります。
• [なし（None）]：vHBA ペアリングのない標準 vHBA テンプレートを作成します。
• [プライマリ（Primary）]：プライマリ vHBA テンプレートを作成します。
• [セカンダリ（Secondary）]：セカンダリ vHBA テンプレートを作成します。
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d) [タイプ（Type）]、[ファブリック ID（Fabric ID）]、[ファブリック フェールオーバー（Fabric
Failover）] のオプションを選択して、[最大データ フィールド サイズ（バイト）（Max Data
Field Size(Bytes)）] を入力します。
ステップ 3

vHBA ペアリングを有効にした場合は、[ピア冗長性テンプレート（Peer Redundancy Template）]
をクリックし、プライマリまたはセカンダリ vHBA テンプレートを選択します。

ステップ 4

[基本（Basic）] で、vHBA テンプレートを作成する [組織（Organization）] を選択します。
a) [名前（Name）] と [説明（Description）] を入力します。
b) [タイプ（Type）] および [ファブリック ID（Fabric ID）] のオプションを選択して、[最大デー
タ フィールド サイズ（バイト）（Max Data Field Size(Bytes)）] を入力します。

ステップ 5

[WWN アドレス プール（WWN Address Pool）] をクリックして、WWN アドレスを選択します。
WWN アドレス プールを割り当てなかった場合は、システムがデフォルトを割り当てます。

ステップ 6

[VSAN] をクリックして、この vHBA テンプレートに使用する VSAN を追加します。

ステップ 7

[ポリシー（Policies）] をクリックして、この vHBA テンプレートに使用するポリシーを割り当て
ます。
ポリシーが割り当てられていない場合は、ポリシーとピン グループのそれぞれをクリックしま
す。右側のドロップダウンをクリックして、関連するポリシーとピン グループを表示し、この
vHBA テンプレートに必要なものを選択します。

ステップ 8

[作成（Create）] をクリックします。

ホスト インターフェイス配置ポリシー
ホスト インターフェイス配置ポリシーを使用すれば、vNIC と vHBA のユーザ指定仮想ネットワー
ク インターフェイス接続（vCon）の配置を指定することができます。
ホストインターフェイス配置ポリシーを作成するには、ホストインターフェイス配置ポリシーの
作成または編集, （37 ページ）を参照してください。既存のポリシーの詳細が、[ホスト インター
フェイス配置ポリシー（Host Interface Placement Policy）] ページに表示されます。

ホスト インターフェイス配置ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 で、「ホストインターフェイス配置ポリシーの作
成」と入力して、Enterキーを押します。

ステップ 2

[ホストインターフェイス配置ポリシーの作成]ダイアログボックスで、[組織]をクリックし、ポリ
シーを作成する組織を選択します。

ステップ 3

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。
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ポリシー名は大文字と小文字が区別されます。
ステップ 4

[仮想スロット マッピング スキーム（Virtual Slot Mapping Scheme）] を選択します。
次のいずれかになります。
• [リニア順（Linear Ordered）]：仮想スロットが順番に割り当てられます。
• [ラウンド ロビン（Round Robin）]：仮想スロットが順次割り当てられます。

ステップ 5

仮想スロットごとに [仮想スロット選択の設定（Virtual Slot Selection Preference）] を選択します。
次のいずれかになります。
• [すべて（all）]：設定されたすべての vNIC と vHBA を割り当てることができます。これは
デフォルトです。
• [割り当てのみ（assigned-only）]：vNIC と vHBA を明示的に割り当てる必要があります。
• [ダイナミックを除外（exclude-dynamic）]：ダイナミック vNIC および vHBA を割り当てるこ
とができません。
• [未割り当てを除外（exclude-unassigned）]：未割り当ての vNIC および vHBA を割り当てるこ
とができません。
• [usNIC を除外（exclude-usnic）]：usNIC vNIC を割り当てることができません。

ステップ 6

[作成（Create）] をクリックします。

Cisco UCS Central ストレージ管理ガイド、リリース 1.5
38

第

5

章

ストレージ プール
この章は、次の項で構成されています。
• WWN プール, 39 ページ

WWN プール
WWNプールは、Cisco UCSドメイン内のファイバチャネルvHBAで使用されるWWNの集合です。
Cisco UCS Centralで作成されたWWNプールは、Cisco UCSドメイン間で共有できます。次の独立
したプールを作成します。
• サーバに割り当てられる WW ノード名
• vHBA に割り当てられる WW ポート名
• WW ノード名と WW ポート名の両方

重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。その他の WWN 範囲はすべて予約されています。SAN ファブリックで
Cisco UCS WWNN と WWPN を確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX の WWN プレフィックスを使用することをお勧めします。
サービス プロファイルで WWN プールを使用する場合は、サービス プロファイルに関連付けられ
たサーバで使用される WWN を手動で設定する必要はありません。複数のテナントを実装するシ
ステムでは、WWN プールを使用して、各組織で使用される WWN を制御できます。
WWN をブロック単位でプールに割り当てます。
WWNN プール
WWNN プールは、WW ノード名だけを含む WWN プールです。サービス プロファイルに WWNN
プールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールから WWNN が割り当てられます。
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WWPN プール
WWPN プールは、WW ポート名だけを含む WWN プールです。サービス プロファイルに WWPN
のプールを含めると、関連付けられたサーバの各 vHBA 上のポートは、そのプールから WWPN
を割り当てられます。
WWxN プール
WWxN プールは、WW ノード名と WW ポート名の両方を含む WWN プールです。ノードごとに
WWxN プールで作成されるポート数を指定できます。WWxNプールのプールサイズは、ノードご
とのポートに1を加えた数の倍数である必要があります。たとえば、ノードごとに7つのポートが
ある場合、プール サイズは 8 の倍数である必要があります。ノードごとに 63 のポートがある場
合、プール サイズは、64 の倍数である必要があります。

WWN プールの作成または編集
WWN プールを作成したら、選択した WWN プールの総括ページで [編集（Edit）] アイコンを選
択することによって、それを編集することができます。WWNプールを選択するには、[すべての
プール]ページにアクセスして、編集するWWNプールを選択します。 このページから、選択した
WWN プールの総括ページにリダイレクトされます。

手順
ステップ 1

アクションバーで、「WWNプールの作成」と入力して、Enterキーを押します。
これにより、[MAC プールの作成（Create WWN Pool）] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2

[基本（Basic）] で、次の手順を実行します。
a) [組織（Organization）] をクリックして、プールを作成する場所を選択します。
b) WWN プールの名前と説明を入力します。
c) [使用する World Wide Name（WWN）（World Wide Name (WWN) Used For）] 領域で、次のい
ずれかを選択します。
• [ポート（WWPN）（Port (WWPN)）]：プールが WWPN に使用されます。
• [ノード（WWNN）（Node (WWNN)）]：プールが WWNN に使用されます。
• [両方（WWxN）（Both (WWxN)）]：プールが WWNN と WWPN の両方に使用されます。

ステップ 3

[WWN ブロック（WWN Blocks）] で、次の手順を実行します。
a) [Create] アイコンをクリックします。
b) [WWN ブロック開始（WWN Block Start）] 列に、ブロック内の最初の WWN イニシエータを入
力します。
c) [サイズ（Size）] 列に、プール内の WWN イニシエータの総数を入力します。
d) [適用（Apply）] アイコンをクリックします。
WWN プールに関連したその他のフィールドが表示されます。
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e) [WWNs] タブをクリックすると、プール内の WWN アドレスの数、割り当てられた WWN アド
レスの数、重複する MAC アドレス、および WWN サマリーをグラフで表示できます。
f) [アクセス制御（Access Control）] で、このブロックに適用する ID 範囲アクセス コントロール
ポリシーを選択します。ポリシーが存在しない場合は、タスクバーで Create ID Range Access
Control Policy と入力することによって、ポリシーを作成することができます。
ステップ 4

[作成（Create）] をクリックします。
（注）
別のプールを作成する場合は、5 秒以上待つ必要がありま
す。

次の作業
• WWPN プールは、vHBA テンプレートにインクルードします。
• WWNN プールをサービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに含めま
す。
• WWxN プールをサービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに含めま
す。

プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Central は、Cisco UCS Manager で vNIC または vHBA に割り当て
られたプールからのアドレスを再割り当てしません。削除されたプールのすべての割り当て済み
アドレスは、次のいずれかが起きるまで、vNIC または vHBA に割り当てられた状態のままになり
ます。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
• アドレスが割り当てられた vNIC または vHBA が削除される。
• vNIC または vHBA が異なるプールに割り当てられる。

手順
ステップ 1

[テーブルの参照（Browse Tables）] アイコンをクリックして、[プール（Pools）] を選択します。

ステップ 2

[プール名]列で、削除するプールを見つけます。
次のいずれかの方法でプールを検索できます。
• プールのリストを参照します。
• [検索] アイコンをクリックして、プール名を入力します。
• [フィルタ]列からプールタイプを選択します。

ステップ 3

プールをクリックします。
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これにより、選択されたプールの総括ページが開きます。
ステップ 4

[削除（Delete）] アイコンをクリックします。
Cisco UCS Central に確認ダイアログボックスが表示されたら、[削除（Delete）] をクリックしま
す。
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ストレージ ポリシー
この章は、次の項で構成されています。
• ファイバ チャネル アダプタ ポリシー, 43 ページ
• ID範囲アクセス制御ポリシー, 45 ページ
• SAN 接続ポリシー, 45 ページ
• ストレージ接続ポリシー, 46 ページ
• ファイバ チャネル ゾーニング, 47 ページ
• 直接接続ストレージ, 48 ページ

ファイバ チャネル アダプタ ポリシー
ファイバ チャネル アダプタ ポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のア
ダプタの動作を制御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を
変更できます。
• キュー
• 割り込み処理
• パフォーマンス拡張
• RSS ハッシュ
• 2 つのファブリック インターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー
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（注）

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの場合は、Cisco UCS Central で表示される値が QLogic
SANsurfer などのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。たとえば、
次の値は、SANsurfer と Cisco UCS Central で一致しない可能性があります。
• ターゲットごとの最大 LUN：SANsurfer の最大 LUN は 256 であり、この数値を超える値
は表示されません。Cisco UCS Central でサポートされている最大 LUN 数はこれよりも大
きくなっています。
• リンク ダウン タイムアウト：SANsurfer では、リンク ダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。Cisco UCS Central では、この値をミリ秒で設定します。そのため、
Cisco UCS Central で 5500 ミリ秒の値は、SANsurfer では 5 秒として表示されます。
• 最大データ フィールド サイズ：SANsurfer で許可される値は 512、1024、および 2048 で
す。Cisco UCS Central では、任意のサイズの値を設定できます。したがって、Cisco UCS
Central で 900 と設定された値は、SANsurfer では 512 として表示されます。

オペレーティング システム固有のアダプタ ポリシー
Cisco UCSには、ファイバチャネルアダプタポリシーセットがデフォルトで用意されています。こ
れらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレーティングシステムにおける推奨設定
が含まれています。オペレーティング システムはこれらのポリシーに影響されます。通常、スト
レージ ベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求します。ベンダーが提供しているサポー
ト リストで必須設定の詳細を確認できます。

（注）

該当するオペレーティング システムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま
す。シスコのテクニカル サポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し
ないでください。

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 アクションバーで、「ファイバチャネルアダプタ
ポリシーの作成」と入力して、Enterキーを押します。

ステップ 2

[ファイバチャネルアダプタポリシー]ダイアログボックスで、[基本]をクリックし、ポリシーを作
成する[組織]を選択します。

ステップ 3

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。
ポリシー名は大文字と小文字が区別されます。
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ステップ 4

[リソース（Resources）] で、必要に応じてフィールドに値を入力します。

ステップ 5

[設定（Settings）] で、必要に応じてフィールドに値を入力します。

ステップ 6

[作成（Create）] をクリックします。

ID範囲アクセス制御ポリシー
特定のドメイン グループで利用可能なプールを制限するには、ID 範囲アクセス制御ポリシーを使
用します。プールにアクセス制御ポリシーを適用すると、選択したドメイン グループだけが、適
用したプールにアクセス可能になります。

ID範囲アクセス制御ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 アクションバーで、「ID範囲アクセス制御ポリシー
の作成」と入力して、Enterキーを押します。

ステップ 2

[ID範囲アクセス制御ポリシー]ダイアログボックスで、[基本]をクリックし、ポリシーを作成する
[組織]を選択します。

ステップ 3

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。
この名前では大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4

[ドメイングループ]で、[追加]をクリックして、このポリシーが関連付けられている[許可ドメイン
グループ]を選択します。

ステップ 5

[作成（Create）] をクリックします。

SAN 接続ポリシー
SAN 接続ポリシーは、ネットワーク上のサーバと SAN の間の接続およびネットワーク通信リソー
スを決定します。このポリシーは、プールを使用して WWN および WWPN をサーバに割り当て
ることで、サーバがネットワークと通信するために使用する vHBA を識別します。

（注）

また、このポリシーは、サービス プロファイルとサービス プロファイル テンプレートに含ま
れており、複数のサーバの設定に使用できます。そのため、接続ポリシー内で静的な ID を使
用することは推奨されません。
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SAN 接続ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 アクションバーで、「SAN接続ポリシーの作成」
と入力して、Enterキーを押します。

ステップ 2

[SAN接続ポリシー]ダイアログボックスで、[基本]をクリックし、ポリシーを作成する[組織]を選
択します。

ステップ 3

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。
この名前では大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4

[識別子（Identifiers）] で、WWNN プールを選択します。
詳細については、WWN プールの作成または編集, （40 ページ）を参照してください。

ステップ 5

[vHBAs] で、1 つ以上の vHBA を作成して、プロパティを選択します。
手動でvHBAを作成するか、vHBAテンプレートを使用するか、または冗長テンプレートのペアを
作成することができます。詳細については、vHBA テンプレートの作成または編集, （36 ページ）
を参照してください。

ステップ 6

[作成（Create）] をクリックします。

ストレージ接続ポリシー
ストレージ接続ポリシーには、ファイバチャネルゾーン分割を設定するために使用するストレー
ジアレイ上のターゲットストレージポートの集合が含まれています。
組織のストレージ接続ポリシーは、Cisco UCS Centralから作成できます。

ストレージ接続ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 で、「Create Storage Connection Policy」と入力し
て、Enter キーを押します。

ステップ 2

[ストレージ接続ポリシー（Storage Connection Policy）] ダイアログボックスで、[基本（Basic）]
をクリックし、ポリシーを作成する [組織（Organization）] を選択します。
a) このポリシーの [名前（Name）] と [説明（Description）](任意)を入力します。
b) [ゾーン分割タイプ（Zoning Type）] を選択します。次のいずれかになります。
• [なし（None）]：FCゾーン分割が設定されません。
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• [単一イニシエータの単一ターゲット（Single Initiator Single Target）]：vHBA とストレー
ジポートのペアごとに、ゾーンを 1 つ自動的に作成します。各ゾーンには 2 つのメンバが
あります。ゾーンの数がサポートされる最大数を超えると予想されない限り、このタイプ
のゾーン分割を設定することをお勧めします。
これはデフォルトです。
• [単一イニシエータの複数ターゲット（Single Initiator Multiple Targets）]：vHBA ごとにゾー
ンを 1 つ自動的に作成します。ゾーンの数がサポートされている最大値に到達またはそれ
を超えると予想される場合は、このタイプのゾーン分割を設定することを推奨します。
ステップ 3

[エンドポイント（Endpoints）]をクリックし、プラス記号をクリックして [WWPN] を追加します。
WWPN は、サーバがストレージ アレイに設定された LUN にアクセスするために使用する、ファ
イバ チャネルまたは FCoE ストレージ アレイ上の物理ターゲット ポートに割り当てられます。
a) [FCターゲットエンドポイント（FC Target Endpoints）] > [基本（Basic）] タブで、オプション
の説明を入力し、[パス（Path）] フィールドでファブリック インターコネクトを選択します。
デフォルトでは、ファブリック インターコネクト A がターゲット エンドポイントとの通信に
使用されます。
b) [FCターゲットエンドポイント（FC Target Endpoints）] > [VSAN] タブで、FI ポートとターゲッ
ト エンドポイントに関連付ける VSAN を選択します。

ステップ 4

[作成（Create）] をクリックします。

ファイバ チャネル ゾーニング
ファイバチャネル(FC)ゾーン分割によって、ファイバチャネルファブリックを1つ以上のゾーンに
区切ることができます。各ゾーンでは、VSANで相互通信できるFCイニシエータとFCターゲット
のセットが定義されます。
ゾーン分割がもたらすアクセス制御とデータ トラフィック制御によって以下が可能になります。
• SAN ネットワーク セキュリティの強化
• データ損失や破損の防止
• パフォーマンス問題の軽減
Cisco UCS Central FC ゾーン分割は、直接接続ストレージとローカルゾーン分割を組み合わせたも
のです。ファイバチャネルまたはFCoEストレージは、ファブリックインターコネクトに直接接続
され、ゾーン分割はCisco UCS CentralでCisco UCSローカルゾーン分割を使用して実行されます。
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ゾーニングの設定
（注）

選択したグローバル サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに SAN
接続がすでに関連付けられている場合、このダイアログ ボックスは読み取り専用です。

手順
ステップ 1

[サービス プロファイル（Service Profile）] または [サービス プロファイル テンプレート（Service
Profile Template）] ページで、[ツール（Tools）] アイコンをクリックし、[ゾーン分割の設定
（Configuring Zoning）] を選択します。

ステップ 2

[ゾーン分割の設定（Configure Zoning）] ダイアログ ボックスで、プラス アイコンをクリックして
新しい vHBA イニシエータ グループを追加し、グループに使用する名前を入力します。

ステップ 3

[基本（Basic）] で、オプションの説明を入力します。

ステップ 4

[vHBA イニシエータ（vHBA Initiators）] で、追加する vHBA イニシエータを選択します。

ステップ 5

[ストレージ接続ポリシー（Storage Connection Policy）] で、使用するポリシーを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

直接接続ストレージ
直接接続ストレージ(DAS)は、FCストレージポートを使用して、ファブリックインターコネクト
のポートにFCストレージデバイスを接続します。

直接接続ストレージの設定
手順
ステップ 1

FI が FC スイッチ モードに設定されていることを確認します。

ステップ 2

ストレージ クラウドに VSAN を作成します。

ステップ 3

ポート ロールを FC スイッチ モードに設定します。

ステップ 4

次の手順を実行して、ストレージ ポートの WWPN がファブリック インターコネクトにログイン
していることを確認します。
a) セキュアシェル（SSH）経由でログインするか、プライマリ FI の UCS 仮想 IP（VIP）への
Telnet 接続を確立します。
b) connect nxos { a | b } コマンドを入力します。ここで、a | b は FI A または FI B を表します。
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c) show flogi database vsanvsan ID コマンドを入力します。ここで、vsan ID は VSAN の ID です。
ステップ 5

ストレージ接続ポリシーを作成します。

ステップ 6

先ほど作成したストレージ接続ポリシーを使用するサービス プロファイルを作成します。

ステップ 7

サービス プロファイルをサーバに関連付けます。
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シャーシ プロファイルとテンプレート
• Cisco UCS C3260 ストレージ サーバ について, 51 ページ
• シャーシ プロファイル, 52 ページ
• シャーシプロファイルテンプレートの詳細, 55 ページ
• シャーシプロファイルの詳細, 55 ページ
• シャーシ インベントリ, 57 ページ
• シャーシ プロファイル設定ステータスの表示, 59 ページ
• シャーシ ディスカバリ ポリシー, 60 ページ
• シャーシメンテナンスポリシー, 61 ページ
• シャーシファームウェアパッケージポリシー, 62 ページ
• ディスクゾーン分割ポリシー, 63 ページ
• システム IO 設定ステータスの表示, 64 ページ

Cisco UCS C3260 ストレージ サーバ について
Cisco UCS C3260 ストレージ サーバ は、サーバ ノードを 2 台搭載した、高密度のストレージ ラッ
ク サーバで、ビッグ データ、クラウド、オブジェクト ストレージ、コンテンツ配信などの環境
で使用される大容量なデータ格納と基本処理に最適化されています。これは、Cisco UCS C シリー
ズ ラックマウント サーバ製品ファミリに属しています。
Cisco UCS C3260 ストレージ サーバ はスタンドアロン環境で動作することも、Cisco Unified
Computing System（UCS）と Cisco UCS Manager の統合環境の一部として動作することもできま
す。これは前世代の Cisco UCS C3160 ラック サーバ が備えていた特徴の大部分を引き継いでいま
すが、その他に次の機能が追加されています。
• システム I/O コントローラ（SIOC）。
• 最大 2 つのサーバ モジュールのサポート。
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• スタンドアロン モードで動作可能。
• スタンドアロン モードにおけるシャーシ レベル機能。ストレージ アダプタ、ファン、電源
ユニットなどの共有コンポーネントが、シャーシ レベルで構成されています。
• 共有デュアル仮想インターフェイス カード（VIC）を通じた、Data Center Ethernet とサーバ
ホストとの接続。
• 個々のハード ディスク ドライブ（HDD）は、専用のサーバまたは共有モードで割り当て可
能。
さらに、Cisco UCS C3260 ストレージ サーバ のサーバ スロットの 1 つは、3.5 インチ ドライブを
4 台追加できるストレージ拡張モジュールに利用できます。またサーバ モジュールでは、ストレー
ジ拡張モジュール専用の内部ストレージ用に 2 台のソリッド ステート ドライブ（SSD）も格納で
きます。シャーシはシリアル接続 SCSI（SAS）エクスパンダをサポートしており、個々のサーバ
モジュールに 3.5 インチ ドライブを割り当てるように設定できます。
詳細については、『Cisco UCS 3260 Quick Reference Guide』を参照してください。

シャーシ プロファイル
シャーシ プロファイルでは、ストレージ、ファームウェア、およびシャーシのメンテナンス特性
を定義します。Cisco UCS C3260 ストレージ サーバ のシャーシ プロファイルは、ユーザが作成で
きます。シャーシ プロファイルがシャーシに関連付けられると、Cisco UCS Central は、シャーシ
プロファイルで指定された設定に一致するように、そのシャーシを自動的に設定します。
シャーシ プロファイルには、次の 4 種類の情報が含まれています。
• [シャーシ定義（Chassis definition）]：プロファイルを割り当てる特定のシャーシを定義しま
す。
• [メンテナンス ポリシー（Maintenance policy）]：プロファイルに適用されるメンテナンス ポ
リシーが含まれます。
• [ファームウェア仕様（Firmware specifications）]：プロファイルを通じてシャーシに適用可能
になるシャーシ ファームウェア パッケージを定義します。
• [ディスク ゾーン分割ポリシー（Disk zoning policy）]：ストレージ ディスクに適用されるゾー
ン分割ポリシーが含まれます。

シャーシ プロファイルに関するガイドラインと推奨事項
シャーシ プロファイルまたはシャーシ プロファイル テンプレートに含まれるポリシー（ディス
ク ゾーン分割ポリシーなど）に固有のガイドラインと推奨事項に加え、以下のガイドラインと推
奨事項にも留意する必要があります。これらの事項は、シャーシ プロファイルとシャーシを関連
付ける機能に影響します。
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• 各シャーシは、1 つのシャーシ プロファイルに対してのみ関連付けることができます。同様
に、各シャーシ プロファイルも一度に 1 つのシャーシに対してのみ関連付けることができま
す。
• シャーシ プロファイルは、Cisco UCS C3260 ストレージ サーバ でのみサポートされていま
す。
• Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) 以前の C バンドルは、Cisco UCS C3260 ストレージ サー
バ ではサポートされていません。

シャーシ プロファイル テンプレートの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 で、「Create Chassis Profile Template」と入力して、
Enter キーを押します。

ステップ 2

[基本（Basic）] で、シャーシ プロファイル テンプレートを作成する [組織（Organization）] を選
択します。
a) シャーシ プロファイル テンプレートを簡単に識別できるように、[名前（Name）] とオプショ
ンの [説明（Description）] および [ユーザ ラベル（User Label）] を入力します。
b) [テンプレート インスタンス化モード（Template Instantiation Mode）] を選択します。
• [初期（Initial）]：このテンプレートから作成されたシャーシ プロファイルはテンプレー
トのすべてのプロパティを継承しますが、このテンプレートが更新されても更新されませ
ん。
• [更新（Updating）]：このテンプレートから作成されたシャーシ プロファイルは接続が維
持され、このテンプレートが更新されると更新されます。

ステップ 3

[ポリシー（Policies）] タブをクリックし、シャーシ プロファイル テンプレートに既存のポリシー
を割り当てます。
ポリシーをクリックし、右側のドロップダウン オプションを使用して、テンプレートにポリシー
を割り当てることができます。

ステップ 4

[作成（Create）] をクリックします。
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テンプレートからのシャーシ プロファイルの作成
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 で、「Create Chassis Profile from Template」と入力
して、Enter キーを押します。

ステップ 2

[インスタンス化するシャーシ プロファイル テンプレート（Chassis Profile Template to Instantiate）]
から使用するシャーシ プロファイル テンプレートを選択し、シャーシ プロファイルを作成する
[組織（Organization）] を選択します。

ステップ 3

使用する [シャーシ プロファイルの命名規則（Chassis Profile Naming Convention）] のタイプを指
定します。次のいずれかになります。
• [手動入力（Manual Entry）]：シャーシ プロファイル名をカンマ区切り値として入力します。
シャーシ プロファイルは入力した値ごとに作成されます。
• [詳細（Advanced）]：プレフィックス、サフィックス、シャーシ プロファイルの数、先頭の
数字、桁数を入力します。
シャーシ プロファイルは prefixXXsuffix の形式で作成されます。たとえば、400 で始まり、4
桁を使用する 3 つのシャーシ プロファイルは、prefix0400suffix、prefix0401suffix、
prefix0402suffix という名前になります。
（注）

ステップ 4

1 つのテンプレートから一度に最大 99 個のシャーシ プロファイルを作成できま
す。

[作成（Create）] をクリックします。

シャーシ プロファイルへのシャーシの手動割り当て
手順
ステップ 1

テーブルの参照をクリックして、[プロファイル] を選択します。

ステップ 2

[プロファイル（Profiles）] ページで、変更するシャーシ プロファイルを選択します。

ステップ 3

[シャーシ プロファイル（Chassis Profile）] ページで、[ツール（Tools）] アイコンをクリックし、
[シャーシの手動割り当て（Assign Chassis Manually）] を選択します。

ステップ 4

シャーシ プロファイルに割り当てるシャーシを選択します。

ステップ 5

[指定する（Assign）] をクリックします。
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シャーシプロファイルテンプレートの詳細
シャーシプロファイルテンプレートの詳細ページには、シャーシプロファイルテンプレートの詳
細情報が表示されます。ここから、次の操作を実行できます。
• 監査ログの表示
• このシャーシプロファイルテンプレートからのシャーシプロファイルの作成
• シャーシプロファイルテンプレートの削除、複製、または名前変更

テンプレートテーブル
[テンプレート]ページでは、Cisco UCS Centralのすべてのテンプレートを表示できます。 次のテン
プレートのタイプを表示するようにフィルタ処理できます。
• シャーシプロファイルテンプレート
• サービス プロファイル テンプレート
• vHBA テンプレート
• vNIC テンプレート
このページから、次の操作を実行できます。
• 1つ以上のテンプレートへのタグの追加。
• 1つ以上のテンプレートの削除。
• テンプレートの詳細ページの表示。選択したテンプレートをクリックします。

シャーシプロファイルの詳細
シャーシプロファイルの詳細ページには、シャーシプロファイルの詳細情報が表示されます。こ
こから、次の操作を実行できます。
• ログと設定ステータスの表示
• このシャーシプロファイルからのシャーシプロファイルテンプレートの作成
• シャーシプロファイルテンプレートからのバインドまたはアンバインド
• シャーシの割り当てまたは割り当て解除
• 関連付けられたシャーシへの設定の再度適用
• シャーシプロファイルの削除、複製、または名前変更
• シャーシの確認と解放
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• シャーシのロケータLEDの点灯または消灯
• 特定のCisco UCSドメインのCisco UCS Managerを起動します。

（注）

• 使用するブラウザでポップアップが有効にされている必要があります。
• Cisco UCS Managerリリース3.1(2)以降の場合、HTML5 GUIが起動します。
Cisco UCS ManagerのクレデンシャルがCisco UCS Centralログインのクレ
デンシャルと一致する場合、ログイン情報を求られることなくCisco UCS
Manager GUIに自動的にログインされます。
• Cisco UCS Managerリリース3.1(1)以前の場合、JavaベースのGUIが起動し
ます。

ローカル シャーシ プロファイル
ローカル シャーシ プロファイルの詳細ページには、ローカル シャーシ プロファイルの詳細情報
が表示されます。ローカル シャーシ プロファイルは Cisco UCS Manager によって管理されます。
ここから、次の操作を実行できます。
• ログの表示
• シャーシの確認と解放
• シャーシのロケータLEDの点灯または消灯
• 特定のCisco UCSドメインのCisco UCS Managerを起動します。

（注）

• 使用するブラウザでポップアップが有効にされている必要があります。
• Cisco UCS Managerリリース3.1(2)以降の場合、HTML5 GUIが起動します。
Cisco UCS ManagerのクレデンシャルがCisco UCS Centralログインのクレ
デンシャルと一致する場合、ログイン情報を求られることなくCisco UCS
Manager GUIに自動的にログインされます。
• Cisco UCS Managerリリース3.1(1)以前の場合、JavaベースのGUIが起動し
ます。
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プロファイルテーブル
プロファイルページでは、Cisco UCS Centralのすべてのサービスプロファイルまたはすべてのシャー
シプロファイルを表示できます。ページの上部から[サービスプロファイル]または[シャーシプロ
ファイル]を選択します。
このページから、次の操作を実行できます。
• 表示するサービスプロファイルまたはシャーシプロファイルのフィルタ処理。
• 1つ以上のサービスプロファイルまたはシャーシプロファイルへのタグの追加。
• 1つ以上のサービスプロファイルまたはシャーシプロファイルの削除。
• プロファイルの詳細ページの表示。選択したサービス プロファイルまたはシャーシ プロファ
イルをクリックします。

シャーシ インベントリ
[シャーシ]ページには、登録されたCisco UCSドメインに関連付けられたシャーシに関する次の情
報が表示されます。
シャーシ

ハードウェア

構成

ステータス

この列には、シャーシ この列には、シャーシ この列には、シャーシ この列には、シャーシ
に関する次の情報が表 に関する次のハード
に関する次の設定が表 に関する次のステータ
示されます。
ウェア情報が表示され 示されます。
スが表示されます。
ます。
• 関連するドメイン
• 設定ステータス
• 全体のステータス
• シャーシのモデル
名とシャーシ ID
• 設定エラー カウ
• 最悪障害レベル
番号
• ドメイン グルー
ント
• 電源ステータス
•
プの場所
シャーシのシリア
• 温度ステータス
ル番号
• ファブリック側
• 解放されたシャー
• ブレードの数
シ
有効なシャーシ
ID を指定するこ
とによって、
シャーシを再稼動
できます。
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ストレージ シャーシ ビュー
[ストレージ シャーシ（Storage Chassis）] ページでは、Cisco UCS ドメイン内のすべてのCisco UCS
C3260 ストレージ サーバを管理および監視できます。
選択したシャーシとそのコンポーネントに関する次の情報を表示できます。
• [基本（Basic）]：選択したシャーシ内のすべてのコンポーネントの全体的ステータスと概要、
障害サマリー、設定エラー、およびハードウェア詳細が表示されます。
• [システム I/O コントローラ（System IO Controllers）]：共有アダプタの全体的なステータス
と詳細情報が表示されます。
• [サーバ（Servers）]：このシャーシに関連付けられたサーバの全体的ステータス、ハードウェ
ア詳細、およびファームウェア詳細が表示されます。サーバを選択すると、サーバ詳細ビュー
ページにリダイレクトされます。
• [SAS エクスパンダ（SAS Expanders）]：このシャーシに関連付けられた各 SAS エクスパンダ
の全体的なステータス、設定、およびハードウェアが表示されます。
• [ストレージ エンクロージャ（Storage Enclosures）]：このシャーシに関連付けられたストレー
ジ エンクロージャの全体的なステータスおよび設定がエンクロージャ別またはスロット別に
表示されます。
• [ストレージ（Storage）]：選択したサーバ内のストレージのリストが表示されます。 ディス
クを選択すると、現在の全体的ステータス、ハードウェアの詳細、およびコントローラの詳
細が表示されます。
• [ファン（Fans）]：シャーシ内のファンのリストが表示されます。 ファンを選択すると、そ
のモジュールに関する情報、全体的ステータス、およびハードウェア詳細が表示されます。
• [PSU（PSUs）]：シャーシ内のすべての PSU のリストが表示されます。PSU を選択すると、
その障害サマリーに関する情報、全体的ステータス、およびその他のプロパティ詳細が表示
されます。
また、次のタスクも実行できます。
• シャーシの確認と解放。
• シャーシのロケータ LED の点灯または消灯。
• 選択したシャーシのディスカバリ ポリシーの変更。
• 特定のCisco UCSドメインのCisco UCS Managerを起動します。

Cisco UCS Central ストレージ管理ガイド、リリース 1.5
58

シャーシ プロファイルとテンプレート
シャーシ プロファイル設定ステータスの表示

（注）

• 使用するブラウザでポップアップが有効にされている必要があります。
• Cisco UCS Managerリリース3.1(2)以降の場合、HTML5 GUIが起動します。
Cisco UCS ManagerのクレデンシャルがCisco UCS Centralログインのクレ
デンシャルと一致する場合、ログイン情報を求られることなくCisco UCS
Manager GUIに自動的にログインされます。
• Cisco UCS Managerリリース3.1(1)以前の場合、JavaベースのGUIが起動し
ます。

シャーシ プロファイル設定ステータスの表示
手順
ステップ 1

テーブルの参照アイコンをクリックして、[プロファイル] を選択します。

ステップ 2

[シャーシ プロファイル] をクリックします。

ステップ 3

設定ステータスを表示するシャーシ プロファイルを選択します。

ステップ 4

選択した詳細ビュー ページで、[アラート] アイコンをクリックして、[設定ステータス] を選択し
ます。
[設定ステータス] ページが表示されます。

ステップ 5

[閉じる] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

シャーシ プロファイルの障害
シャーシ プロファイルおよび関連付けられたシャーシの両方で生じた障害をまとめて確認するに
は、シャーシ プロファイルのページで、[アラート（Alerts）] アイコンをクリックして、[障害
（Faults）] を選択します。次の情報が表示されます。
• [フィルタ（Filters）]：テーブルのデータを重大度、障害タイプ、タイムスタンプでフィルタ
リングします。
• [コード（Code）]：障害に関連付けられた固有識別子。
• [タイムスタンプ（Timestamp）]：障害が発生した日付と時刻。
• [原因（Cause）]：障害の原因の簡単な説明。
• [影響を受けるオブジェクト（Affected Object）]：この問題の影響を受けるコンポーネントの
名前および場所とそのコンポーネントが見つかったドメイン。
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• [障害の詳細（Fault Details）]：ログ メッセージに関する詳細情報。
• [重大度（Severity）]：障害の重大度を示すアイコン表示。 テーブルの下にアイコン キーが
表示されます。
• [アクション（Action）]：障害に必要なアクション。

シャーシ プロファイル インベントリの障害
シャーシ プロファイルに関連付けられた各シャーシで生じた障害を確認できます。シャーシ障害
を表示するには、[シャーシ プロファイル（Chassis Profile）] 詳細ページの [シャーシ障害サマリー
（Chassis Fault Summary）] セクションで [障害（Faults）] アイコンをクリックします。[障害ログ
（Faults Logs）] ページに、障害のタイプと重大度レベルに関する情報が表示され、ユーザによる
障害のモニタおよび確認ができるようになります。
• [フィルタ（Filters）]：テーブルのデータを重大度、障害タイプ、タイムスタンプでフィルタ
リングします。
• [コード（Code）]：障害に関連付けられた固有識別子。
• [タイムスタンプ（Timestamp）]：障害が発生した日付と時刻。
• [原因（Cause）]：障害の原因の簡単な説明。
• [影響を受けるオブジェクト（Affected Object）]：この問題の影響を受けるコンポーネントの
名前および場所とそのコンポーネントが見つかったドメイン。
• [障害の詳細（Fault Details）]：ログ メッセージに関する詳細情報。
• [重大度（Severity）]：障害の重大度を示すアイコン表示。 テーブルの下にアイコン キーが
表示されます。
• [アクション（Action）]：ユーザの確認が必要かどうか。

シャーシ ディスカバリ ポリシー
シャーシ ディスカバリ ポリシーは、シャーシ ディスカバリ後に特定のシャーシをファブリック
ポートチャネルに含めるかどうかを決定します。これにより、ファブリックインターコネクトご
とに異なるシャーシ接続モードが利用できます。デフォルトでは、シャーシ ディスカバリ ポリ
シーはグローバルに設定されます。これにより、接続制御は、シャーシが新しく検出されたとき
に、ドメイン グループ システム ポリシーのシャーシ/FEX リンク グルーピング ポリシーに設定さ
れた内容を使用して設定されます。ドメイングループの装置ポリシー設定に応じて、シャーシリ
ンクはすべて同じポート チャネルに設定されるか、または複数の単一リンクに設定されます。
シャーシのシャーシ ディスカバリ ポリシーの手動設定には、次のオプションがあります。
• [なし（None）]：すべてのリンクは単一リンクとして機能します。
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• [ポート チャネル（Port Channel）]：すべてのリンクは 1 つのポート チャネルとして機能しま
す。
• [グローバル（Global）]：すべてのリンクで、ドメイン グループ全体の装置ポリシー設定が
使用されます。
詳細については、『 Managing Equipment Policies in the Cisco UCS Central Administration Guide』
を参照してください。

（注）

シャーシ ディスカバリ ポリシーが適用できるのは、ハードウェア構成としてファブリック
ポート チャネルがサポートされており、シャーシがファブリック インターコネクトに直接接
続されている場合だけです。

シャーシ ディスカバリ ポリシーの設定
手順
ステップ 1

テーブルの参照アイコンをクリックして、[シャーシ] を選択します。

ステップ 2

シャーシをクリックします。

ステップ 3

シャーシのページで[タスク（Tasks）]アイコンをクリックして、[ディスカバリポリシー（Discovery
Policy）] を選択します。

ステップ 4

グローバル ドメイン グループ ポリシーを使用するか、すべてのリンクを 1 つのポート チャネル
として機能させるか、またはすべてのリンクを単一リンクとして機能させるかを選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

シャーシメンテナンスポリシー
シャーシメンテナンスポリシーでは、シャーシプロファイルに変更が行われたときにシャーシを
いつリブートするのかを決定します。デフォルトでは、シャーシメンテナンスポリシーは、再起
動する前に必ずユーザに変更の確認を求めます。

シャーシメンテナンスポリシーの作成または編集
すべてのシャーシメンテナンスポリシーは、どのメンテナンス関連設定をシャーシに適用する場
合でも、その前にユーザの承認を必要とします。
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手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 アクションバーで、「メンテナンスポリシーの作
成」と入力して、Enterキーを押します。

ステップ 2

[メンテナンスポリシー作成]ダイアログボックスで、[シャーシ]を選択します。

ステップ 3

ポリシーを作成する[組織]を選択し、[名前]と、オプションで[説明]を入力します。
この名前では大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4

[評価]をクリックして、ポリシーの影響を表示します。

ステップ 5

[作成（Create）] をクリックします。

シャーシファームウェアパッケージポリシー
[シャーシファームウェアパッケージポリシー]ページには、個々のシャーシファームウェアパッ
ケージポリシーに関する詳細が表示されます。このページから、ポリシーを編集したり、ポリシー
が関連付けられているシャーシを確認できます。

シャーシ ファームウェア パッケージ ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 で、「Create Chassis Firmware Package Policy」と入
力して、Enter キーを押します。

ステップ 2

[シャーシ ファームウェア パッケージ ポリシー（Chassis Firmware Package Policy）] ダイアログ
ボックスで、[基本（Basic）] をクリックし、ポリシーを作成する[組織（Organization）] を選択し
ます。

ステップ 3

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。
ポリシー名は大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4

環境の要件に応じて、ファームウェアの [シャーシ バージョン（Chassis Version）] を選択します。
（注）
Cisco UCS Manager バージョン 3.1(2) 以降の C バンドルのみサポートされていま
す。

ステップ 5

[コンポーネント（Components）] タブで、[追加（Add）] をクリックし、ファームウェア アップ
デートから除外するコンポーネントを選択します。
アップデートに含められるコンポーネントとアップデートから除外されるコンポーネントが表示
されます。除外できるコンポーネントは次のものです。
• シャーシ アダプタ
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• シャーシ ボード コントローラ
• シャーシ管理コントローラ
• ローカル ディスク
• SAS エクスパンダ
• ストレージ コントローラ
a) すべてのコンポーネントを除外するには、[除外コンポーネント（Excluded Components）] をク
リックします。
b) 除外コンポーネントを削除するには、[削除（Delete）] をクリックします。
ステップ 6

[作成（Create）] をクリックします。
（注）
ポリシーの影響を確認するには、[評価（Evaluate）] をクリックしま
す。

ディスクゾーン分割ポリシー
ディスクゾーン分割ポリシーでは、シャーシプロファイルに関連付けられているシャーシサーバ
上のディスクを管理できます。ディスクゾーン分割ポリシーを作成した後は、ディスクゾーン分
割ポリシー ページで、そのポリシー内の情報を確認できます。
ストレージコントローラに応じて、ディスクゾーン分割ポリシーでサポートされるディスクタイ
プが異なる場合があります。
ストレージ コントローラ

サポートされるディスクタイプ

UCSC-C3X60-R1GB

未割り当てディスク、専用ディスク、およびシャーシスペアディス
クをサポートします。

UCS-C3K-M4RAID

UCSC-C3K-M4SRBサーバのみの未割り当てディスク、専用ディス
ク、およびシャーシスペアディスクをサポートします。

UCSC-C3X60-HBA

データストレージ操作の共有ディスクのみをサポートします。LUN
は共有ディスクで作成できません。
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ディスクゾーン分割ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 Create Disk Zoning Policyと入力し、Enterキーを押
します。

ステップ 2

[基本]タブで、[名前]とオプションで[説明]を入力します。

ステップ 3

[設定を保存する]を有効にするかどうかを選択します。
有効にすると、シャーシに設定されているディスクゾーン分割は、シャーシがシャーシプロファ
イルに関連付けられているときの状態のまま残ります。無効にする場合は、[ディスクスロット]タ
ブにディスクゾーン分割の設定を入力します。

ステップ 4

[ディスクスロット]で、次のとおりにディスクを割り当てます。
• [未割り当て]：ディスクはサーバに表示されず、専用、共有、またはシャーシのホットスペ
アとして割り当てることができます。
• [専用]：ディスクは指定されたコントローラに割り当てられ、シャーシ内の他のコントロー
ラに表示されません。
• [共有]：ディスクは複数のサーバとコントローラに表示され、ディスクフェールオーバーに
使用できます。 各ディスクスロットには2つのコントローラが割り当てられている必要があ
ります。
• [シャーシグローバルホットスペア]：コントローラのホットスペアを使用できない場合にディ
スクがコントローラで使用可能になります。

ステップ 5

[作成（Create）] をクリックします。

システム IO 設定ステータスの表示
手順
ステップ 1

テーブルの参照アイコンをクリックして、[シャーシ] を選択します。

ステップ 2

ストレージ シャーシをクリックします。

ステップ 3

[ストレージ シャーシ] ページで、[システム I/O コントローラ] をクリックします。

ステップ 4

システム I/O コントローラをクリックして展開します。

ステップ 5

[ツール] アイコンをクリックして、[設定ステータス] を選択します。

ステップ 6

[ストレージ シャーシ] ページで、[システム I/O コントローラ] をクリックします。
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[システム I/O コントローラ] ダイアログボックスには、SIOC、CMC、およびシャーシ ディスカバ
リ設定ステータスが表示されます。
ステップ 7

[閉じる（Close）] をクリックします。
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第

8

章

ストレージ プロファイル
この章は、次の項で構成されています。
• ストレージ プロファイル, 67 ページ
• ディスク グループおよびディスク グループ設定ポリシー, 74 ページ

ストレージ プロファイル
ストレージプロファイルを作成して使用することで、ストレージディスクの数、これらのディス
クのロールと用途、およびその他のストレージパラメータを柔軟に定義できます。ストレージプ
ロファイルには、1 つ以上のサービス プロファイルのストレージ要件がカプセル化されます。ス
トレージ プロファイルで設定された LUN は、ブート LUN またはデータ LUN として使用でき、
また特定のサーバ専用にすることができます。さらに、ローカル LUN をブート デバイスとして
指定することも可能です。

（注）

Cisco UCSのラックとブレードサーバのストレージプロファイルは、Cisco UCS Managerリリー
ス2.2.7以降、およびCisco UCS Managerリリース3.1.1以降でサポートされます。
Cisco UCS M シリーズ モジュラ サーバはすでに廃止されているため、Cisco UCS Central リリー
ス 1.4 で作成されたブート順序のストレージ プロファイルは Cisco UCS Central リリース 1.5 で
はサポートされていません。
ストレージ プロファイルを使用すれば、次の操作を実行できます。
• 複数の仮想ドライブを設定して、仮想ドライブで使用される物理ドライブを選択する。
• 仮想ドライブのストレージ容量を設定する。
• ディスク グループ内のディスクの台数、タイプ、および役割を設定する。
• サービス プロファイルとストレージ プロファイルを関連付ける。
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（注）

LUNのサイズ変更はサポートされていません。

仮想ドライブ
1 つのディスク グループは、複数の仮想ドライブにパーティション分割できます。その場合、オ
ペレーティング システムには各仮想ドライブが個別の物理デバイスとして表されます。
ディスク グループのすべての仮想ドライブは、同じ 1 つのディスク グループ ポリシーを使用し
て管理する必要があります。
設定状態
[設定状態（Configuration States）] には、仮想ドライブの設定状態が示されます。仮想ドライブの
設定状態は次のいずれかになります。
• [適用中（Applying）]：仮想ドライブを作成中です。
• [適用済み（Applied）]：仮想ドライブの作成が完了したか、仮想ディスク ポリシーの変更が
設定されて正常に適用されました。
• [適用失敗（Failed to apply）]：基礎となるストレージ サブシステムで発生したエラーにより、
仮想ドライブの作成、削除、または名前変更が失敗しました。
• [孤立]: この仮想ドライブを含むサービス プロファイルが削除されているか、またはサービス
プロファイルとストレージ プロファイルとの関連付けが解除されています。
• [未使用（Not in use）]：この仮想ドライブが含まれていたサービス プロファイルが関連付け
解除状態になっています。
展開状態
[展開状態（Deployment States）] には、仮想ドライブで実行中のアクションが示されます。仮想ド
ライブの展開状態は次のいずれかになります。
• [アクションなし（No action）]：仮想ドライブに対して保留中の作業項目はありません。
• [作成中（Creating）]：仮想ドライブを作成中です。
• [削除中（Deleting）]：仮想ドライブを削除中です。
• [変更中（Modifying）]：仮想ドライブを変更中です。
• [適用失敗（Apply-Failed）]：仮想ドライブの作成または変更が失敗しました。
動作状態
[動作状態（Operability States）] には、仮想ドライブの動作状態が示されます。仮想ドライブの動
作状態は次のいずれかになります。
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• [最適（Optimal）]：仮想ドライブの動作状態は正常です。設定されているすべてのドライブ
がオンラインです。
• [縮退（Degraded）]：仮想ドライブの動作状態は最適ではありません。設定されたドライブ
のいずれかに障害が発生したか、オフラインの状態です。
• [キャッシュデグレード]: 仮想ドライブは Write Back Good BBU モードのキャッシュ書き込み
ポリシーを使用して作成されましたが、BBUに障害が発生したか、BBUがありません。

（注）

Always Write Backモードを選択した場合は、この状態になりません。

• [部分的に縮退（Partially degraded）]：RAID 6 仮想ドライブの動作状態が最適ではありませ
ん。設定されたドライブのいずれかに障害が発生したか、オフラインの状態です。RAID 6
は、最大 2 件のドライブ障害を許容できます。
• [オフライン（Offline）]：仮想ドライブが、RAID コントローラで使用できません。これは実
質的に障害状態です。
• [不明（Unknown）]：仮想ドライブの状態は不明です。
プレゼンス状態
[プレゼンス状態（Presence States）] には、仮想ドライブ コンポーネントのプレゼンスが示されま
す。仮想ドライブのプレゼンス状態は次のいずれになります。
• [実装済み（Equipped）]：仮想ドライブを利用できます。
• [不一致（Mismatched）]：仮想ドライブの展開状態が、その仮想ドライブに設定されている
状態と異なります。
• [欠落（Missing）]：仮想ドライブがありません。

仮想ドライブの命名
Cisco UCS Centralを使用して仮想ドライブを作成すると、Cisco UCS Centralがその仮想ドライブに
固有IDを割り当てます。以降の操作では、このIDを使用して確実に仮想ドライブを識別できます。
Cisco UCS Centralでは、サービスプロファイルを関連付ける時点で仮想ドライブに柔軟に名前を付
けられるようにもなっています。サービス プロファイルまたはサーバによって参照されていない
仮想ドライブは、いずれも孤立した仮想ドライブとしてマークされます。
固有 ID に加え、名前がドライブに割り当てられます。名前は、次の 2 つの方法で割り当てられま
す。
• 仮想ドライブを設定する際に、ストレージ プロファイルで参照できる名前を、ユーザが明示
的に割り当てることができます。
• ユーザが仮想ドライブの名前をプロビジョニングしなかった場合、Cisco UCS Centralが仮想
ドライブの一意の名前を生成します。
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サービス プロファイルまたはサーバによって参照されていない仮想ドライブの名前は変更するこ
とができます。

RAID レベル
ディスク グループの RAID レベルは、可用性、データの冗長性、および I/O パフォーマンスの確
保を目的とした、ディスク グループでのデータの編成方法を表します。
RAID により、次の機能が提供されます。
• ストライピング：複数の物理デバイスでデータをセグメント化します。これにより、デバイ
スの同時アクセスが可能になり、スループットが向上するため、パフォーマンスが向上しま
す。
• ミラーリング：同じデータを複数のデバイスに書き込むことで、データの冗長性を確保しま
す。
• パリティ：デバイスで障害が発生した場合にエラーを修正できるよう、追加のデバイスに冗
長データを保管します。パリティによって完全な冗長性が実現されることはありませんが、
シナリオによってはエラー リカバリが可能になります。
• スパニング：複数のドライブを 1 つの大容量ドライブとして使用できます。たとえば、4 台
の 20 GB ドライブを結合して、1 台の 80 GB ドライブのように扱うことができます。
サポートされている RAID レベルは次のとおりです。
• RAID 0 ストライピング：データはアレイのすべてのディスクにストライピングされ、高速ス
ループットを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生する
と、すべてのデータが失われます。RAID 0には少なくとも1台のディスクが必要です。
• RAID 1 ミラーリング：データが 2 つのディスクに書き込まれ、1 つのディスクで障害が発生
した場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイ サイズは、2 つのドライブの小さ
い方の空き容量に等しくなります。RAID 1には少なくとも2台のディスクが必要です。
• RAID 5 パリティ付きストライピング：データはアレイのすべてのディスクにストライピング
されます。各ディスクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用でき
るパリティ情報が格納されます。RAID 5 は、高い読み取り要求レートで、アプリケーション
に適切なデータ スループットを提供します。
RAID 5 は、RAID-5 グループに属する複数のディスクにパリティ データ ブロックを配分しま
す。RAID 5 には、3 台以上のディスクが必要です。
• RAID 6 デュアル パリティ付きストライピング：データをアレイのすべてのディスクにスト
ライピングし、2 つのパリティ データ セットを使用することで、最大 2 台の物理ディスクを
障害から保護します。データ ブロックの各行に、2 セットのパリティ データが格納されま
す。
2 つ目のパリティ ブロックが追加される点を除けば、RAID 6 は RAID 5 と同じ機能です。
RAID 6 には 4 台以上のディスクが必要です。
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• RAID 10 ミラーリングおよびストライピング：RAID 10 はミラーリングされたディスクのペ
アを使用して完全なデータ冗長性を提供し、ブロック レベルのストライピングによって高い
スループット レートを実現します。RAID 10 は、パリティおよびブロック レベルのストライ
ピングを使用しないミラーリングを行います。RAID 10 には 4 台以上のディスクが必要です。
• RAID 50 Striped Parity and Striped: データが複数のストライプ化されたパリティディスクセッ
トにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク故障耐性を提供します。RAID
50には6台以上のディスクが必要です。
• RAID 60 Striped Dual Parity and Striped: データが複数のストライプ化されたパリティディスク
セットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク故障耐性を提供します。
RAID 60には8台以上のディスクが必要です。

サポートされている LUN の変更
LUN が関連付けられたサーバにすでに展開されているとしても、LUN 設定に対する一部の変更は
サポートされます。
次のタイプの変更を行うことができます。
• 新しい仮想ドライブの作成。
• 孤立した状態にある既存の仮想ドライブの削除。
• 既存の仮想ドライブに対する、再構成を伴わない変更。次の変更は、データ損失やパフォー
マンスの低下を伴わずに既存の仮想ドライブに対して行うことができます。
• ポリシー変更。たとえば、キャッシュ書き込みポリシーを変更するなどです。
• ブート パラメータの変更。
LUN を削除すると、警告が表示されます。データ損失を回避するための措置を取ってください。

サポートされていない LUN の変更
既存の LUN に対する変更の中には、元の仮想ドライブを破棄して新しい仮想ドライブ作成しなけ
れば適用できない変更があります。その場合はすべてのデータが失われるため、そのような変更
はサポートされていません。
再構成を伴う既存の仮想ドライブに対する変更はサポートされていません。サポートされていな
い、再構成を伴う変更は次のとおりです。
• 再構成を通して可能となる、サポートされている任意の RAID レベルの変更。たとえば、
RAID0 から RAID1 への変更。
• 再構成を通した仮想ドライブのサイズ増加。
• 再構成を通したディスクの追加および削除。
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破壊的変更もサポートされていません。サポートされていない破壊的変更は次のとおりです。
• 再構成をサポートしない RAID レベルの変更。たとえば、RAID5 から RAID1 への変更。
• 仮想ドライブのサイズ縮小。
• 同じドライブ グループに他の仮想ドライブが存在する状況における、再構成をサポートする
RAID レベルの変更。
• ディスク グループに仮想ドライブを収容するだけのスペースが残っていない場合のディスク
の削除。
• 仮想ドライブで使用しているディスク セットの明示的変更。

LUN の参照解除
LUN を使用するサービス プロファイルがなくなると、LUN の参照は解除されます。LUN の参照
解除は、次のシナリオの一環として行われる場合があります。
• LUN がストレージ プロファイルから参照されなくなった。
• ストレージ プロファイルがサービス プロファイルから参照されなくなった。
• サーバの関連付けがサービス プロファイルから解除された。
• サーバが稼働停止された。
LUN が参照されなくなっても、サーバがまだ関連付けられている場合は、再関連付けが行われま
す。LUN が含まれていたサービス プロファイルの関連付けが解除されると、LUN の状態は「未
使用」に変更されます。LUN が含まれていたサービス プロファイルが削除されると、LUN の状
態は [孤立（Orphaned）] に変更されます。サーバを解放すると、サーバに関連付けられていた
LUN はすべて「未使用」または「孤立」状態に変更されます。ただし、実際の LUN を削除する
処理は実行されません。

（注）

孤立状態になった LUN は共有ストレージに残り、コンテンツはそのまま保持されます。孤立
LUN を再利用してデータを取得し、新しいサービス プロファイルに LUN を関連付けることが
できます。
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ストレージ プロファイルの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 Create Storage Profileと入力して、Enterキーを押し
ます。

ステップ 2

[ストレージプロファイル]ダイアログボックスで、[基本]をクリックして、ストレージプロファイ
ルを作成する[組織]を選択します。

ステップ 3

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。
この名前では大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4

ストレージプロファイルを適用する予定のサーバタイプを選択します。

ステップ 5

[ローカルLUN]で、[追加]をクリックして、新しいローカルLUNを追加します。

ステップ 6

[基本]をクリックして新しいLUNを追加するか、または[要求モード]をクリックして以前に孤立し
たLUNを再要求します。
要求モードでローカルLUNを作成すると、ストレージプロファイルが関連付けられたサービスプ
ロファイルに適用されるときに、孤立したLUNが要求されます。

ステップ 7

[基本]タブで、次の操作を行います。
a) サイズをGB単位で入力します。
サイズは1 GB～10240 GBにする必要があります。
b) ローカルLUNの自動展開を有効にするかどうかを選択します。
c) このLUNを使用可能なディスクグループ全体で使用するように展開できるようにするかどうか
を選択します。各サービスプロファイルで、1つのLUNのみがこのオプションを使用できます。

ステップ 8

[ディスクグループ]タブで、適用する[ディスクグループ設定ポリシー]を選択します。

ステップ 9

[コントローラDef]で、[追加]をクリックします。

ステップ 10

このローカルディスクポリシーを使用するサービスプロファイルが異なる物理ディスク設定のサー
バに関連付けられることを防ぐには、設定保護を有効にします。
サービスプロファイルに設定保護が有効なローカルディスクポリシーが含まれていて、そのサー
ビスプロファイルが異なるローカルディスク設定のディスクが含まれているサーバに関連付けら
れようとすると、その関連付けは設定不一致エラーでただちに失敗します。
注意

ローカルディスクに存在する可能性があるデータをすべて保持できるように、設定保護を
有効にすることを推奨します。無効にすると、ローカルディスク設定ポリシーに一致しな
い既存のボリュームは削除されます。

ステップ 11

RAIDレベルを設定します。
さまざまなレベルの詳細については、RAID レベル, （70 ページ）を参照してください。

ステップ 12

[作成（Create）] をクリックします。
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ディスクグループおよびディスクグループ設定ポリシー
シャーシ内のサーバは、そのシャーシ内で集中管理されたストレージを使用することができます。
ストレージに使用するディスクを選択して設定できます。これらの物理ディスクの論理集合は
「ディスク グループ」と呼ばれます。ディスク グループを使用すれば、ローカル ディスクを整
理できます。ストレージ コントローラは、ディスク グループの作成と設定を制御します。
ディスク グループ設定ポリシーは、ディスク グループの作成方法と設定方法を定義したもので
す。このポリシーで、ディスク グループに使用する RAID レベルを指定します。また、ディスク
グループのディスクの手動選択または自動選択とディスクのロールも指定します。1 つのディス
ク グループ ポリシーを使用して、複数のディスク グループを管理できます。ただし、1 つのディ
スク グループを複数のディスク グループ ポリシーで管理することはできません。

ディスク グループ設定ポリシーの作成または編集
手順
ステップ 1

[アクション]バーで、次のように入力します。 で、「ディスクグループ設定ポリシー」と入力し
て、Enterキーを押します。

ステップ 2

[ディスクグループ設定ポリシー]ダイアログボックスで、[基本]をクリックし、ディスクグループ
設定ポリシーを作成する[組織]を選択します。

ステップ 3

[名前（Name）] とオプションの [説明（Description）] を入力します。
この名前では大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4

[RAID レベル（Raid Level）] を選択します。
次のいずれかになります。
• プラットフォームのデフォルト
• シンプル
• RAID
• RAID 0 ストライピング
• RAID 1 ミラーリング
• RAID 5 パリティ付きストライピング
• RAID 6 デュアルパリティ付きストライピング
• RAID 10 ミラーリングおよびストライピング
• RAID 50 パリティ付きストライピングおよびストライピング
• RAID 60 デュアル パリティ付きストライピングおよびストライピング
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ステップ 5

[ディスクグループ]で、次のいずれかを選択します。
• [自動]: [ドライブのタイプ]を選択して、ドライブ情報の値を入力し、残りのディスクを使用
するかどうかを選択します。
• [手動]: ディスクスロット IDを追加し、スロットのSPANおよびディスク ロールを選択しま
す。

ステップ 6

[仮想ドライブ（Virtual Drive）] アイコンで、必要に応じてフィールドに値を入力します。

ステップ 7

[作成（Create）] をクリックします。
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