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スイッチの Internet Small Computer System
Interface （iSCSI）トラフィックを最適化して下
さい 

目標
 

小型 コンピュータ システム インターフェイス （SCSI）は、記憶装置のようなコンピュー
タと周辺装置入出力（I/O）デバイス間の接続およびデータの転送のための規格です。 SCSI
はクライエント サーバ アーキテクチャで構築され、SCSI クライアントである、とターゲ
ット起こります通信は発信側の間で SCSI サーバまたは記憶装置である。 開始プログラム
は実行されるコマンドを要求するデバイスです。 ターゲットはコマンドを遂行するデバイ
スです。 通常、コンピュータは発信側であり、データ 記憶 デバイスはターゲットです。
 
インターネットSCSI （iSCSI）は SCSIコマンドがローカル エリア ネットワーク
（LAN）、Wide Area Network （WAN）、またはインターネットに送信 されるようにしま
す。 iSCSI はアプリケーション層観点からのローカル記憶域で見られるべきリモートマシ
ンに常駐するディスクを有効に します。 ISCSI Protocol はデータ転送のために
Transmission Control Protocol/Internet Protocol （TCP/IP）を使用し、簡単なイーサネット
インターフェイスだけ必要とします。
 
iSCSI 発信側は次が iSCSI ターゲットとの iSCSI セッションを設定するように要求します:
 

IP アドレス
TCPポート番号
iSCSI ターゲット ネーム情報
 

iSCSI トラフィック 最適化はデバイスのインターフェイスで受け取った iSCSI フローに特
定のサービス プロファイルを適用します。 iSCSI フローは iSCSI ターゲットが要求をおよ
びオプションでまた iSCSI ターゲット IPv4 アドレスによって受信する TCPポートによって
識別されます。 よく知られている な TCP ポート 3260 および 860 が付いている 2 つの
IPv4 iSCSI フローはデバイスでデフォルトで定義されます。 iSCSI フロー 最適化は双方向
です、つまり両方向のストリームに適用されることを意味します: ターゲットからおよびに
。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの iSCSI トラフィックを最適化する提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx350XG シリーズ
Sx550X シリーズ
SG550XG シリーズ
  

[Software Version]
 

2.2.5.68
 



スイッチの最適化する iSCSI トラフィック
 

iSCSI 最適化はデバイスでグローバルに 有効に することができます。 デフォルトで、この
機能は無効になっています。 iSCSI フロー 識別のための 8 つまでのルールを定義できます
。 ルールは受信ターゲット TCPポートおよびオプションでまた IP アドレスに基づいていま
す。
 
iSCSI フローに割り当てるためにグローバルに Virtual Local Area Network （VLAN; バーチ
ャル LAN） プライオリティ タグ（VPT）、Differentiated Services Code Point （DSCP）お
よびキューを定義できます。 デフォルトで、フローの VPT および DSCP は変わらずにに
設定 され、7.を並べるためにフローは割り当てられます。
  

iSCSI ネットワーク セキュリティ メモ
 

重要： iSCSI がグローバルに 有効に なる場合、デバイスのすべてのインターフェイスに影
響を与えます。 Access Control List （ACL）がインターフェイスで結合 され、フレームが
iSCSI および ACL ルールに両方とも一致させれば、iSCSI ルールだけこのフレームに適用
されます。 従って、機能を加える前に、他のメカニズムを iSCSI フローにおいての可能性
のある セキュリティ上の問題に対処するのに使用するように確かめて下さい。
  

iSCSI 設定を設定して下さい
 

ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインは表示 モードでそれから『
Advanced』 を選択 します。
 

 
ステップ 2. > 一般 > iSCSI Quality of Service（QoS）選択して下さい。
 

 
ステップ 3 デバイスの iSCSI トラフィックを処理することを有効に するためにイネーブル 
iSCSI Status チェックボックスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 4 VPT 割り当て エリアで、パケットにオリジナル VPT 値を残すためにどちらか
の不変を選択するかまたは割当て直されたフィールドで New 値を入力して下さい。 iSCSI
によってタグ付けされる帯が割り当てられること VPT の値を規定できます。 値の範囲は 0
～ 7 です。
 
注: VPT がローカル エリア ネットワーク （LAN）ブリッジおよびスイッチを含むためにサ
ーバを越えるプライオリティ キューイングの機能を拡張するのに使用されています。
 

 
注: この例では、Reassigned 選択され、使用される VPT 値は 5.です。
 
ステップ 5 DSCP 割り当て エリアで、パケットにオリジナル DSCP 値を残すためにどちら
かの不変を選択するかまたは割当て直されたフィールドで値を入力して下さい。 iSCSI 帯
が割り当てられること DSCP を規定できます。 範囲は 0 から 63 です。
 
注: DSCP がまたは高優先順位 ベストエフォート デリバリのようなトラフィックのために
、要求されるサービス レベルを規定 するのに使用することができます。
 

 
注: この例では、Reassigned 選択され、使用される DSCP 値は 6.です。
 
ステップ 6. iSCSI 帯がキュー 割り当て フィールドで送信 される 発信 キューを入力して下
さい。 デフォルトで、7.を並べることを割り当てます。 範囲は 1 から 8.です。
 

 



ステップ 7.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 8. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルの設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
今スイッチの iSCSI 設定を行う必要があります。
  

iSCSI フローを追加して下さい
 

iSCSI フロー 表は定義されたさまざまな iSCSI フローを表示するものです。 よく知られて
いる な TCP ポート 3260 および 860 が付いている 2 つの iSCSI フローは表示する。
 
新しいフローを追加するために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1： iSCSI フロー 表の下で、『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 2. TCPポート フィールドで TCPポートを入力して下さい。 これは iSCSI ターゲ
ットが要求を受信する TCPポート番号です。 スイッチの 8 つまでのターゲット TCP ポー
トを設定できます。
 



 
注: この例では、64535 は使用されます。
 
ステップ 3 ターゲットIP アドレス エリアで、TCPポート パラメータに従ってフローを定義
するために選択するかまたはユーザが定義するフィールドで特定のターゲットアドレスを定
義するために IP アドレスを入力して下さい。 これは iSCSI トラフィックの iSCSI ターゲッ
トおよびまた出典の IP アドレスを規定 します。
 

 
注: ユーザが定義するこの例では選択され、使用される IP アドレスは 192.168.1.128 です。
 
ステップ 4.設定を保存するために『Apply』 をクリック しそして『Close』 をクリック し
て下さい。
 

 
ステップ 5. （オプションの）はデフォルト フローを復元するためにデフォルト フローを『
Restore』 をクリック します。
 

 
ステップ 6. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルの設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 



 
今 iSCSI フロー 表の新しいフローを追加する必要があります。
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