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概要

この資料は Cisco Unified Computing System （UCS） Cシリーズ ネットワークアダプタ 14XX が
使用されるときだけ利用可能 な プロシージャを記述したものです。

シナリオ UCSM の 1. VIC 14XX 統合

インプリメンテーションの詳細:

VIC 14xx's に 4 つのポートがあります。 port-channel が有効に なれば、ポート 1-2 は別のスイッ
チ FI 同じ switch/FI およびポート 3-4 にに行くことができます行く必要があります。

ポート チャネル モード変更は独立方式でだけサポートされます（UCSM モードで
enabled（default）である常の port-channel 必要はそれ故にそこにモードを変更するオプション
ではないです。

UCS ファブリック相互接続にダイレクト接続



単一ネットワークは UCS ファブリック相互接続に接続します



独立方式のシナリオ 2. VIC 14XX

インプリメンテーションの詳細:

ポート チャネル モード変更は独立方式でだけサポートされます。

強調表示されたチェックボックスのチェックを外すか、または独立方式のポートチャンネルモー
ドを無効に するか、または有効に するためにチェックして下さい。

PC を有効に されます *When: アップリンクポート フィールドの下で vNIC を作成するために、2
インターフェイスかアップリンクだけ示されます。

Po1 –物理ポート 1 および 2 と…組み込まれます

Po2 –物理ポート 3 および 4 と…組み込まれます

PC を無効に されます *When: アップリンクポート フィールドの下で vNICs を作成するために、
4 つのイーサネットインターフェイス（Eth 0,1,2,3）はアクティブであるはずです。

注: ポートチャネルの設定を変更するとき、すべての以前に作成された vNICs および
vHBAs は削除され、設定は工場出荷時状態に復元する。



CIMC コマンド・ラインによる設定 ポート チャネル モード 

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

portchannel モード スイッチの後で、vNIC コンフィギュレーションは失われ、新しいデフォルト
vNICs は作成されます。
続けたいと思いますか。[y|N] y
警告： portchannel モードを変更して下さい

すべての vnic 設定は工場出荷時状態にリセットされます。●

新しい VNIC アダプタ設定は次のサーバ リセットされた時に実施されます。●

親切にそれ以上の構成をする前にリセットされるサーバをして下さい。●



Port-channel の独立方式のシナリオ 3. VIC 14XX – LACP の…

そして LACP を有効に したいと思えばこのイメージで強調表示されるようにスイッチは
VPC/MC-LAG モードにある必要があります

VPC のない***、アップストリーム スイッチで設定される静的な port-channel （モード）がある
必要があります。

別の重要なキー テイクアウェイ:

LACP は ESXi の標準スイッチでサポートされません。 LACP をサポートする DVS スイッチを持
つ顧客のニーズ

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

転送エラー訂正（FEC）モードについての詳細:

https://kb.vmware.com/s/article/1001938


FEC モードは 25G リンク速度/リンク スピードにだけ適当です。 14xx アダプタで、アダプタで
設定 される FEC モードはスイッチの FEC モードを一致する必要があります。 さもなければ、
リンクはアップしません。

デフォルト値はオートです

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

    MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

    Link State: LinkDown

    Encapsulation Mode: CE

    Admin Speed: Auto

    Operating Speed: -

    Link Training: N/A

    Admin FEC Mode: cl74

    Operating FEC Mode: Off

    Connector Present: NO

    Connector Supported: N/A

    Connector Type: N/A

    Connector Vendor: N/A

    Connector Part Number: N/A

    Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

既知の障害: VIC 14xx アダプタの CSCvp97248 オート FEC モードは挿入されるトランシーバに
基づいて変更する必要があります

関連情報

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp97248


0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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