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概要

このドキュメントでは、ユニファイド コンピューティング システム（UCS）の概要を示します
。

前提条件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco UCS / UCS Manager●

要件

Cisco UCS Mini のみをサポートする UCS Manager ソフトウェア リリース 3.0●

Cisco UCS Manager グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）は Java ベースのアプリ
ケーションで、Java Runtime Environment（JRE）のバージョン 1.6 cmx または 1.7 x が必要
です。

●

Cisco UCS Manager では、次の Web ブラウザがサポートされます。●

Microsoft Internet Explorer 9.0 以上

Mozilla Firefox 7.0 以降



Google Chrome 14.0 以降

一部の機能には、Adobe Flash Player 10 以降が必要です。●

Cisco UCS Manager は、次のオペレーティング システムでサポートされます。●

最小で 4.0 GB のメモリを備えた Microsoft Windows 7

最小で 4.0 GB のメモリを備えた Red Hat Enterprise Linux 5.0 以降

Cisco UCS Manager リリース 3.0 で使用するには、Cisco UCS Central リリース 1.2 以降が
必要です。

●

設定

Cisco UCS Mini により、より小規模なドメイン向けの要件を持つ環境にも Cisco UCS アーキテ
クチャが拡張されます。

UCS Mini では、ファブリック インターコネクト（FI）6324 が IO モジュール フォーム ファクタ
に折りたたまれています。

ファブリック インターコネクト 6324 には、使用可能な 10G ポートが 24 個あります。

16 個はサーバ側（内部）で、それぞれ 8 個のハーフ幅ブレード スロット専用として 2 つの 10G
インターフェイスがあります。

残りの 8 つのインターフェイスは、1/10G 拡張 Small Form-Factor Pluggable（SFP+）インター
フェイス 4 つ、およびライセンス ポートである「スケーラビリティ ポート」と呼ばれる 40G
Quad Small Form-factor Pluggable（QSFP）インターフェイス 1 つからなるグループに分けられ
ます。

シャーシに入出力（IO）モジュールを挿入する代わりに、ファブリック インターコネクトを挿入
します。



4 x 10Gbit ケーブルに変換されるブレークアウト ケーブルで、40Gbit インターフェイス（スケー
ラビリティ ポート）を使用できます。



ブレークアウト ケーブルを次に示します。

6200 シリーズと同様に、6324 にもユニファイド ポートがあります。
ただし、4 つの固定ポートのみが統合されており、ファイバーチャネルまたはイーサネット ポー
トとして設定可能です。

40Gbit インターフェイスをサーバ接続とストレージ接続に使用でき、UCS Manager でもスケー
ラビリティ ポートと呼ばれます。



Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトではブレード サーバ シャーシ内に接続が組み込
まれており、最大 15 個のサーバ（8 つのブレード サーバおよび最大 7 つの直接接続ラック サー
バ）からなる小規模なドメインを実現します。



注： UCSM リリース 3.0 は UCS Mini 向けであり、B200 M3、C220-M3、および C240-M3 のみ
がサポートされます。

サポートされている機能

UCSM 2.2.1 でサポートされているすべての機能は、次の例外を除き、3.0 でもサポートされます
。

サポートされない機能：

イーサネット スイッチング モード●



ファイバ チャネル（FC）エンド ホスト モード●

プライベート VLAN●

ポート セキュリティ●

キーボード、ビデオ、マウス（KVM）の仮想化●

新機能：

デュアル回線 PSU●

ユニバーサル シリアル バス（USB）のサポート●

QSFP+（スケーラビリティ ポート）ブレークアウトのサポート●

HTML5 GUI（Java GUI サポートは継続） ●

ユニファイド ポート（4*10G ポート）の設定

すべての FC ポートは連続している必要があります。●

すべてのイーサネット ポートは連続している必要があります。●

順序 [1 ～ 4] で FC ポートがイーサネット ポートより前になる必要がありますあります●

注： 上記の設定で明確に示されるように、イーサネットと FC を入れ替えることはできません。

最初の 2 つのポートを FC、残りの 2 つをイーサネットとする設定例を次に示します



ユニファイド ポートには Eth 1/1 ～ 4 の番号が付きます。

スケーラビリティ ポートにはブレークアウト イーサネット（Br-Eth）1/5/1 ～ 1/5/4 の番号が付
きます。

FI 切り替え

a. 有効な切り替え

FI-A を同じシャーシ上の FI-B と切り替えることができます●



 該当する FI-A および FI-B の両方を、別のシャーシ上の FI-A および FI-B と切り替えること
ができます

●

 該当する FI-A および FI-B を、別のシャーシ上の FI-A および FI-B とクロス入れ替えするこ
とができます

●



注： 上記のすべてのケースでクラスタ インスタンス ID が一致するため、上記の切り替えはすべ
て有効です。

b. 無効な切り替え

該当するシャーシの FI-A だけを別のシャーシの FI-A と切り替えることはできません●

該当するシャーシの FI-A だけを別のシャーシの FI-B と切り替えることはできません●



 上記のいずれのケースでもクラスタ インスタンス ID が一致しないため、上記の切り替えは無効
です。

復元するには

切り替えを元に戻す（または）●

一方の側の設定を削除し、再びクラスタ設定する●

サポートされるトポロジ

a.  IP ベースの接続

次に示すように、通常のポート チャネル、独立したリンク、または VPC 経由で UCS Mini をア
ップストリーム スイッチに接続できます。 



b.  ダイレクト アタッチト ストレージ

iSCSI/FC/FCoE ダイレクト アタッチド ストレージがサポートされます。 

スケーラビリティ ポートでは、FCoE ストレージのみがサポートされ、FC はサポートされませ
ん。

NPV モードは 3.0 リリースではサポートされないため、スイッチ モードで稼働しているサード
パーティ製 FC スイッチの接続はサポートされません。 



ダイレクト アタッチド ストレージとともに UCS Mini を使用する方法を示す他のいくつかのトポ
ロジを、次に示します。



USB サポート

USB ポートは FI（6324）で提供されます●

USB キーの挿入/取り外しが検出されるまでに 1 分ほどかかることがあります。●

Cisco USB キーを別途購入する必要があります。●

サードパーティ USB キーも使用できますが、サポート対象外です。●

USB が挿入先の FI 上のセクションに挿入されると、緑の四角形がハイライト表示されます。 

[Remote File System] オプション ボタンを選択すると、[USB a/b] オプション ボタンが表示され
ます。

注： USB a と USB b はどちら側でもかまいません。どちらでもファームウェアをダウンロード
できます。



HTML5 ユーザ インターフェイス

ブラウザ ベースのテクノロジに移行することにより、JRE デスクトップ バージョンのメンテナ
ンスの煩雑さを解消するために、これが導入されました（たとえば過去の java アップグレードの
結果として UCSM が起動しないことがありました）。

 次の画面は UCSM のスプラッシュ ページを示しており、HTML に加えて Java は依然としてオ
プションです。



HTML5 でサポートされるブラウザ バージョンは次のとおりです。

Internet Explorer - 10 以上

Firefox - 25 以上

Chrome - 30、31、32

Safari 7 以上

Opera 19 以上

UCSM および KVM Launch Manager の HTML5 ユーザ インターフェイスは次のとおりです。
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