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新機能および変更された機能に関する情報
Cisco DCNM Release 5.2 以降は、Cisco Fabric Manager と Cisco Data Center Network Manager for
LAN が、LAN 環境と SAN 環境の両方を管理できる Cisco Data Center Network Manager（DCNM）
という 1 つの製品に統合されています。この製品統合の一環として、Cisco Fabric Manager という名前
は Cisco DCNM for SAN に変更されました。
次の文書変更によって、統合された Cisco DCNM 製品がサポートされます。

• Cisco DCNM Release 5.2 に対応する Cisco DCNM 製品のマニュアルのタイトルが、Cisco DCNM
for LAN に変更されました。
• Cisco DCNM Release 5.2 に対応する Cisco Fabric Manager 製品のマニュアルのタイトルが、Cisco
DCNM for SAN に変更されました。
• Cisco DCNM for SAN 製品のマニュアルが、次の URL にある Cisco.com の Data Center Network
Manager リスト ページで公開されました。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_configure.html
この URL は、Cisco DCNM for LAN 製品マニュアルのリスト ページと同じです。

• Cisco DCNM Release 5.2 以前のソフトウェア リリースに対応する Cisco Fabric Manager のマニュ
アルは、Cisco Fabric Manager という名前を使用し続けており、次の URL にある現在の
Cisco.com リスト ページで入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10495/tsd_products_support_configure.html

Cisco DCNM Release 5.2 以前のリリースの Cisco Fabric Manager ソフトウェアを使用する場合は、
引き続き、Cisco Fabric Manager のマニュアルを使用する必要があります。
• DCNM-SAN という名前は、Cisco Data Center Network Manager のユーザ インターフェイスで、
Cisco DCNM for SAN の代わりに使用されます。同様に、DCNM-LAN という名前は、ユーザ イ
ンターフェイスで、Cisco DCNM for LAN の代わりに使用されます。ユーザ インターフェイスと
合わせるために、製品マニュアルでも DCNM-SAN および DCNM-LAN という名前を使用します。
• 次の新しい資料では、Cisco DCNM for LAN と DCNM for SAN の両方をサポートし、新しいライ
センス モデル、新しいインストール手順、および Cisco DCNM の新機能を取り扱います。
– 『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide』
– 『Cisco DCNM Release Notes』
• Cisco DCNM のマニュアルの全リストについては、「はじめに」の「関連資料」を参照してください。
このマニュアルについて
新しい『Cisco Fabric Manager IP Services Configuration Guide』に記載された情報は、従来、
『Cisco
MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide』の「Part 6: IP Services」に記載されていた
ものです。
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新機能および変更された機能に関する情報

表 1 に、このガイドで取り上げる MDS NX-OS Release 4.2(1) 以降の新機能および変更された機能を示
します。

表 1

機能

新機能および変更された機能

追加または変更された内容

変更されたリリース

参照先

Fabric Manager のすべて DCNM for SAN
の記述を DCNM for
SAN に変更

5.2(1)

新機能および変更された機能に関す
る情報

FCIP の設定

5.0(1a)

第 2 章「FCIP の設定」

FCIP 圧縮
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はじめに
ここでは、『IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN』の対象読者、構成、
および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

対象読者
このマニュアルは、マルチレイヤ ディレクタおよびファブリック スイッチの Cisco MDS 9000 ファミ
リの設定および保守を担当する、経験豊富なネットワーク管理者を対象にしています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。
章

タイトル

説明

第1章

「IP サービスの概要」

Cisco MDS 9000 NX-OS ソフトウェアでサ
ポートされるインテリジェント ストレージ
サービスの概要を説明します。

第2章

「FCIP の設定」

IP ホストが iSCSI プロトコルを使用してファ
イバ チャネル ストレージにアクセスできるよ
うにするためのスイッチの設定について説明
します。

第3章

「SAN Extension Tuner の設定」

第4章

「iSCSI の設定」

Cisco MDS 9200 スイッチまたは Cisco MDS
9500 ディレクタで使用可能な IPS モジュール
固有の iSCSI 機能について説明します。

第5章

「IP サービスの設定」

IP over Fibre Channel（IPFC）サービスにつ
いて詳述するとともに、IPFC、仮想ルータ、
および DNS サーバの設定情報を示します。

第6章

「IP ストレージの設定」

FCIP を使用し、IP ネットワークを通じて別個
の SAN アイランドを接続することによって
ファイバ チャネル SAN の到達範囲を拡大する
方法、および IP ホストが iSCSI プロトコルを
使用して FC ストレージにアクセスできるよう
にする方法について詳述します。

FCIP 性能を最適化する SAN Extension Tuner
（SET）機能について説明します。
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章
第7章
第8章

タイトル

説明

「ギガビット イーサネット インター
フェイスでの IPv4 の設定」

Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチによる IPv4

「ギガビット イーサネット インター
フェイスでの IPv6 の設定」

Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチによる IPv6

プロトコル サポートについて説明します。
プロトコル サポートについて説明します。

表記法
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。
太字

コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体
[ ]

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[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。

角カッコの中の要素は、省略可能です。

出力例では、次の表記法を使用しています。
screen フォント

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示し
ています。

太字の screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示して
います。

イタリック体の screen
フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示してい
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。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（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。

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。

関連資料
Cisco MDS 9000 ファミリのマニュアル セットには次のマニュアルが含まれます。オンラインでドキュメン
トを検索するには、次の Web サイトにある Cisco MDS NX-OS Documentation Locator を使用してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/storage/san_switches/mds9000/roadmaps/doclocater.htm
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
• 『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定すること
もできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポート
しています。
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C H A P T E R

1

IP サービスの概要
Cisco MDS 9000 NX-OS ソフトウェアは、FCIP、Storage Area Network（SAN; ストレージ エリア
ネットワーク）拡張チューナ、iSCSI、IP ストレージ、IPv4、および IPv6 などの機能を単一プラット
フォームに搭載しています。これらの IP サービスは、ストレージ ネットワーク内の全スイッチに設定
情報を配信することによって、SAN プロビジョニングを簡素化します。Virtual Routing Redundancy
Protocol（VRRP; 仮想ルータ冗長プロトコル）は、あるポートから別のポートへの接続のフェール
オーバーを可能にすることによって、iSCSI および FCIP 接続の IP ネットワークの可用性を増大させま
す。IP ネットワークの可用性の増大により、ある IP サービス ポートから、ローカルまたは別の Cisco
MDS 9000 スイッチにある別の IP サービス ポートへ、iSCSI ボリュームのフェールオーバーを容易に
行うことができます。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「FCIP」（P.1-1）
• 「SAN 拡張チューナー」（P.1-2）
• 「iSCSI」（P.1-2）
• 「IP サービス」（P.1-2）
• 「IP ストレージ」（P.1-2）
• 「IPv4 and IPv6」（P.1-2）

FCIP
Fibre Channel over IP Protocol（FCIP）は、ローカル ストレージ エリア ネットワーク（SAN）からリ
モート SAN（SAN アイランド）にファイバ チャネル データを転送することによって、リモート SAN
アイランドを透過的に接続します。FCIP 接続の IP ネットワーク可用性は、仮想ルータ冗長プロトコル
（VRRP）や Quality of Service（QoS）などの機能を使用することによって増大させることができます。
FCIP は、順序が乱れた配信の問題への対応、ジャンボ フレームのサポート、トラフィック シェーピン
グの実行、TCP 最適化の実行を行う拡張を通じて、ワイヤ パフォーマンスに対して最適化することが
できます。
FCIP の設定の詳細については、第 2 章「FCIP の設定」を参照してください。
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第1章

IP サービスの概要

SAN 拡張チューナー

SAN 拡張チューナー
SAN Extension Tuner（SET; SAN 拡張チューナー）機能は、Small Computer System Interface
（SCSI）入出力コマンドを生成しトラフィックを特定の仮想ターゲットに振り分けることにより、
FCIP パフォーマンスの最適化を図ります。SET は、入出力 / 秒および入出力遅延の結果を報告します。
この情報は、最大限の FCIP スループットを達成するために必要な同時入出力数を決定するのに役立ち
ます。
SAN 拡張チューナの設定の詳細については、第 3 章「SAN Extension Tuner の設定」を参照してくだ
さい。

iSCSI
iSCSI 機能により、IP ホストがファイバ チャネル ストレージにアクセスすることができます。この機
能を使用して、IP ネットワーク内の iSCSI ホストとファイバ チャネル SAN 内のファイバ チャネル ス
トレージ装置との間の iSCSI 要求および応答をルーティングすることができます。ファイバ チャネル
ストレージ装置は、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチのファイバ チャネル インターフェイスからア
クセス可能です。
iSCSI の設定の詳細については、第 4 章「iSCSI の設定」を参照してください。

IP サービス
IP サービス モジュールにより、イーサネット インフラストラクチャを使用してストレージ ネットワー
クを拡張できます。Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチは、イーサネットおよびファイバ チャネル イ
ンターフェイス間の IP トラフィックをルーティングします。IP スタティック ルーティング機能は、
VSAN 間のトラフィックをルーティングするのに使用されます。この章では、DCNM for SAN および
Device Manager を使用した IP ルートの設定手順についても説明します。NX-OS リリース 4.2(1) 以
降、新規 IP ルート作成中の選択に CPP インターフェイスも使用できます。
IP サービスの設定の詳細については、第 5 章「IP サービスの設定」を参照してください。

IP ストレージ
IP ストレージ（IPS）サービス モジュールにより、オープン規格の FCIP プロトコルを使用して、超長
距離の SAN アイランドの相互接続が可能になります。IPS モジュールおよび MPS-14/2 モジュールに
より、FCIP および iSCSI 機能が使用できるようになります。両方のモジュールは、Cisco MDS 9000
ファミリにシームレスに統合され、VSAN、セキュリティ、トラフィック管理など、他のスイッチング
モジュールで使用可能なフルレンジの機能をサポートしています。

IP ストレージの設定の詳細については、第 6 章「IP ストレージの設定」を参照してください。

IPv4 and IPv6
Cisco MDS 9000 NX-OS ソフトウェアは、ギガビット イーサネット インターフェイス上で IP バー
ジョン 4（IPv4）および IP バージョン 6（IPv6）プロトコルをサポートしています。IPv6 のアーキテ
クチャは、エンドツーエンドのセキュリティ、Quality of Service（QoS）、グローバル ユニーク アドレ
スなどのサービスを提供しながら、既存の IPv4 ユーザが簡単に IPv6 に移行することができるように設計
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第1章

IP サービスの概要
IPv4 and IPv6

されました。IPv4 および IPv6 のデュアル スタック方法により、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチは旧
来の IP ネットワーク、両バージョンの移行期のネットワーク、および IPv6 データ ネットワークに接続
することができます。
ギガビット イーサネット インターフェイス用の IPv4 設定の詳細については、第 7 章「ギガビット
イーサネット インターフェイスでの IPv4 の設定」を参照してください。
ギガビット イーサネット インターフェイス用の IPv6 設定の詳細については、第 8 章「ギガビット
イーサネット インターフェイスでの IPv6 の設定」を参照してください。
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OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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2

FCIP の設定
Cisco MDS 9000 ファミリの IP ストレージ（IPS）サービスは、オープン規格の IP ベース テクノロ
ジーを使用することによって、ファイバ チャネル SAN の到達距離を延長します。スイッチは Fibre
Channel over IP （FCIP）を使用して、別々の SAN アイランドを接続できます。
（注）

FCIP は、MDS 9222i スイッチ、MSM-18/4 モジュール、MDS 9216i スイッチ、MPS-14/2 モジュー
ル、16 ポート ストレージ サービス ノード（SSN-16）、および MDS 9200 シリーズ ディレクトリの
IPS モジュールでサポートされています。
この章では、次の事項について説明します。

• 「FCIP について」（P.2-1）
• 「デフォルト設定」（P.2-20）
• 「FCIP の設定」（P.2-21）
• 「FCIP の設定の確認」（P.2-31）
• 「FCIP のフィールドに関する説明」（P.2-31）
• 「その他の関連資料」（P.2-36）
• 「FCIP 機能の履歴」（P.2-37）

FCIP について
Fibre Channel over IP プロトコル（FCIP）は、地理的に分散したファイバ チャネル ストレージ エリア
ネットワーク（SAN）（SAN アイランド）を IP ローカル エリア ネットワーク（LAN）、メトロポリタ
ン エリア ネットワーク（MAN）、およびワイドエリア ネットワーク（WAN）を介して透過的に接続
するトンネリング プロトコルです。スイッチは Fibre Channel over IP（FCIP）を使用して、別々の
SAN アイランドを接続できます（図 2-1 を参照）。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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図 2-1

FCIP によって接続されたファイバ チャネル SAN
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IP ࡞࠲

FCIP はネットワーク層トランスポートとして TCP を使用します。TCP ヘッダーに DF ビットが設定さ
れます。

（注）

FCIP プロトコルの詳細については、http://www.ietf.org にアクセスして IP ストレージに関する IETF
規格を参照してください。さらに、http://www.t11.org にアクセスして、スイッチ バックボーン接続に
関するファイバ チャネル規格を参照してください（FC-BB-2 を参照）。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「FCIP の概念」（P.2-2）
• 「FCIP ハイ アベイラビリティ ソリューション」（P.2-5）
• 「イーサネット ポートチャネルおよびファイバ チャネル ポートチャネル」（P.2-8）
• 「FCIP プロファイルの設定」（P.2-9）
• 「ピア」（P.2-9）
• 「Quality of Service」（P.2-11）
• 「E ポート」（P.2-12）
• 「FCIP 書き込みアクセラレーション」（P.2-12）
• 「FCIP テープ アクセラレーション」（P.2-14）
• 「FCIP 圧縮」（P.2-19）

FCIP の概念
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールで FCIP を設定するには、次の概念について基礎知識が必
要です。

• 「FCIP および VE ポート」（P.2-2）
• 「FCIP リンク」（P.2-3）
• 「FCIP Profiles」（P.2-33）
• 「FCIP インターフェイス」（P.2-5）

FCIP および VE ポート
図 2-2 に、ファイバ チャネル スイッチ間リンク（ISL）およびシスコの拡張 ISL（EISL）に関する
FCIP の内部モデルを示します。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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FCIP 仮想 E（VE）ポートは、ファイバ チャネルではなく FCIP を介して転送される点を除き、標準
ファイバ チャネル E ポートとまったく同様に機能します。唯一の要件は、VE ポートの他端を別の VE
ポートにすることです。
仮想 ISL は FCIP リンクを介して確立され、ファイバ チャネル トラフィックを転送します。対応する
各仮想 ISL は、両端に E ポートまたは TE ポートが接続されたファイバ チャネル ISL と似ています
（図 2-2 を参照）。
図 2-2

FCIP リンクおよび仮想 ISL

ࠬࠗ࠶࠴ A
F
FC

ࠬࠗ࠶࠴ C

FC

F

F
E

IP

GE

FC

VE
F

FC

FC
ࠬࠗ࠶࠴ B

FCIP ࡦࠢ

VE GE
FC

E
F

ᗐ ISL
91557

FC

詳細については、「B ポートの設定」（P.2-29）を参照してください。

FCIP リンク
FCIP リンクは、2 つの FCIP リンク エンドポイントを結ぶ 1 つまたは複数の TCP 接続で構成されま
す。各リンクはカプセル化されたファイバ チャネル フレームを伝達します。

FCIP リンクが起動すると、FCIP リンクの両端の VE ポートは仮想ファイバ チャネル（E）ISL を作成
し、E ポート プロトコルを開始して（E）ISL を起動します。
デフォルトでは、どの Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチの FCIP 機能も、FCIP リンクごとに TCP 接
続を 2 つ作成します。

• 一方の接続はデータ フレーム用です。
• もう一方の接続はファイバ チャネル制御フレーム、つまりスイッチ / スイッチ プロトコル フレー
ム（すべてクラス F）専用です。これにより、すべての制御フレームの遅延が軽減されます。

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールで FCIP をイネーブルにするには、FCIP プロファイルお
よび FCIP インターフェイス（インターフェイス FCIP）を設定する必要があります。
2 つのピア間に FCIP リンクが確立されます。VE ポート初期化動作は、通常の E ポートと同じです。
この動作はリンクが FCIP であるか、または純粋なファイバ チャネルであるかに関係なく、E ポート検
出プロセス（ELP、ESC）に基づいて決まります。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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FCIP リンクが確立されると、すべてのスイッチ間通信（ドメイン管理、ゾーン、VSAN など）で、
VE ポートの動作が E ポートの動作と同じになります。ファイバ チャネル レイヤでは、VE および E
ポートの動作はすべて同じです。

FCIP リンクのエンドポイントを 2 つ作成すると、2 つの IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュール
間に FCIP リンクが確立されます。FCIP リンクを作成するには、FCIP インターフェイスにプロファイ
ルを割り当て、ピア情報を設定します。ピア IP スイッチ情報によって、そのピア スイッチへの FCIP
リンクが開始（作成）されます（図 2-3 を参照）。
図 2-3

各ギガビット イーサネット インターフェイスへのプロファイルの割り当て
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FCIP プロファイル
FCIP プロファイルには、ローカル IP アドレスおよび TCP パラメータに関する情報が含まれます。プ
ロファイルで定義される情報は、次のとおりです。

• ローカル接続ポイント（IP アドレスおよび TCP ポート番号）
• このプロファイルを使用するすべての FCIP リンクの基礎となる TCP 接続の動作

FCIP リンクが終端するギガビット イーサネット ポートは、FCIP プロファイルのローカル IP アドレス
によって決まります（図 2-4 を参照）。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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図 2-4

FCIP プロファイルおよび FCIP リンク
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FCIP プロファイルを作成するには、ギガビット イーサネット インターフェイスまたはサブインター
フェイスのローカル IP アドレスを FCIP プロファイルに割り当てる必要があります。インターフェイ
スには IPv4 または IPv6 のアドレスを割り当てることができます。図 2-5 に設定例を示します。
図 2-5

各ギガビット イーサネット インターフェイスへのプロファイルの割り当て
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FCIP インターフェイス
FCIP インターフェイスは FCIP リンクおよび VE ポート インターフェイスのローカル エンドポイント
です。すべての FCIP および E ポート パラメータは、FCIP インターフェイスに対するコンテキスト内
で設定されます。
FCIP パラメータの構成は次のとおりです。
• FCIP プロファイル：FCIP リンクを開始するギガビット イーサネット ポートを判別し、TCP 接続
動作を定義します。

• ピア情報。
• FCIP リンクの TCP 接続数。
• E ポート パラメータ：トランキング モードおよびトランク許可 VSAN リスト。

FCIP ハイ アベイラビリティ ソリューション
FCIP 設定で使用できるハイ アベイラビリティ ソリューションは、次のとおりです。
• 「ファイバ チャネル ポートチャネル」（P.2-6）
• 「FSPF」（P.2-6）
• 「VRRP」（P.2-7）
• 「イーサネット ポートチャネル」（P.2-7）

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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ファイバ チャネル ポートチャネル
図 2-6 に、ポートチャネルベースのロード バランシング設定例を示します。この設定を実行するには、
SAN アイランドごとに 2 つの IP アドレスが必要です。このソリューションにより、リンク障害が解決
されます。
ポートチャネルベースのロード バランシング
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図 2-6
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PortChannel

ファイバ チャネル ポートチャネル ソリューションは、次の特性によって他のソリューションから区別
されます。

• バンドル全体が 1 つの論理（E）ISL リンクになります。
• ポートチャネル内のすべての FCIP リンクが、2 つの同じスイッチ間に配置されている必要があり
ます。

• ファイバ チャネル トラフィックはポートチャネル内の FCIP リンク間でロード バランシングされ
ます。

FSPF
図 2-7 に、FPSF ベースのロード バランシング設定例を示します。この設定では、 SAN アイランドご
とに 2 つの IP アドレスが必要です。この設定により、IP および FCIP リンクの障害が解決されます。
図 2-7

FSPF ベースのロード バランシング
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PortChannel

FSPF ソリューションは、次の特性によって他のソリューションから区別されます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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• 各 FCIP リンクは、それぞれ異なる（E）ISL です。
• FCIP リンクは、2 つの SAN アイランド間の複数のスイッチに接続できます。
• ファイバ チャネル トラフィックは FCIP リンク間でロード バランシングされます。

VRRP
図 2-8 に、V 仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）ベースのハイ アベイラビリティ FCIP 設定例を示し
ます。この設定では、VRRP を使用してハイ アベイラビリティを確保する必要があるアイランドの
イーサネット スイッチに対して、少なくとも 2 つの物理ギガビット イーサネット ポートを接続する必
要があります。
図 2-8

VRRP ベースのハイ アベイラビリティ
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VRRP ソリューションは、次の特性によってその他のソリューションから区別されます。
• アクティブ VRRP ポートに障害が発生すると、スタンバイ VRRP ポートが VRRP IP アドレスを引
き継ぎます。

• VRRP スイッチオーバーが発生すると、FCIP リンクは自動的に切断されて、再接続されます。
• この設定では、FCIP（E）ISL リンクを 1 つだけ使用します。

イーサネット ポートチャネル
図 2-9 に、イーサネット PortChannel ベースのハイ アベイラビリティ FCIP の例を示します。このソ
リューションは、各ギガビット イーサネット リンク障害によって引き起こされる問題を解決します。
図 2-9

イーサネット ポートチャネルベースのハイ アベイラビリティ
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イーサネット ポートチャネル ソリューションは、次の特性によってその他のソリューションから区別
されます。

• ギガビット イーサネット リンク レベルの冗長性により、ギガビット イーサネット リンクの 1 つに
障害が発生した場合も、透過的なフェールオーバーが実現します。

• イーサネット ポートチャネル上の 2 つのギガビット イーサネット ポートが、論理的な 1 つのギガ
ビット イーサネット リンクのように表示されます。

• フェールオーバー中、FCIP リンクはアップ状態のままです。

イーサネット ポートチャネルおよびファイバ チャネル ポートチャネル
イーサネット ポートチャネルは、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチのギガビット イーサネット ポート
と、それに接続しているイーサネット スイッチ間にリンクの冗長性をもたらします。ファイバ チャネル
ポートチャネルも、ファイバ チャネルスイッチ間に（E）ISL リンクの冗長性をもたらします。FCIP は
（E）ISL リンクであり、ファイバ チャネル ポートチャネルにかぎって適用されます。FCIP レベルの下
で、FCIP リンクはイーサネット ポートチャネルの上で動作するか、または 1 つのギガビット イーサネッ
ト ポート上で動作できます。リンクはファイバ チャネル レイヤに対して完全に透過的です。
イーサネット PortChannel の制約により、1 つのイーサネット PortChannel 内で組み合わせて使用でき
る IPS ポートは、連続する 2 つのポート（ポート 1 ～ 2 や 3 ～ 4）です（詳細については第 6 章「IP
ストレージの設定」を参照してください）。この制約を受けるのは、イーサネット ポートチャネルにか
ぎられます。（FCIP リンクを組み込むことのできる）ファイバ チャネル ポートチャネルの場合、互換
性チェックに合格するかぎり、ファイバ チャネル ポートチャネルで結合できる（E）ISL リンクに関し
て制約はありません。ファイバ チャネル ポートチャネルに組み込むことのできるファイバ チャネル
ポートの最大数は 16 です（図 2-10 を参照）。
図 2-10

ファイバ チャネルおよびイーサネット レベルのポートチャネル
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ࠗࠨࡀ࠶࠻ PortChannel

ファイバ チャネル ポートチャネルを設定するには、
『Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for
SAN』を参照してください。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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イーサネット ポートチャネルを設定するには、『High Availability and Redundancy Configuration
Guide,Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

FCIP プロファイルの設定
FCIP の基本設定では、ローカル IP アドレスを使用して FCIP プロファイルを設定します。FCIP プロ
ファイルの設定の一部として、ローカル IP アドレスおよびローカル ポート以外に、その他の TCP パ
ラメータを指定できます。

ピア
すべての FCIP および E ポート パラメータは、FCIP インターフェイスに対するコンテキスト内で設定
されます。FCIP リンクを作成するには、FCIP インターフェイスにプロファイルを割り当て、ピア情
報を設定します。ピア IP スイッチ情報によって、そのピア スイッチへの FCIP リンクが開始（作成）
されます。FCIP の基本設定では、ピア IP アドレスを使用してピア情報を設定します。ピアとの FCIP
リンクを確立するには、ピア IP アドレス オプションを使用できます。このオプションは、 FCIP リン
クの両端を設定します。IP アドレスとともに、ピア TCP ポートを使用することもできます。
ピアとの FCIP リンクを確立するには、ピア IP アドレス オプションを使用できます。このオプション
は、FCIP リンクの両端を設定します。IP アドレスとともに、ピア TCP ポートを使用することもでき
ます。
ピア接続を確立するには、まず FCIP インターフェイスを作成し、config-if サブモードを開始します。

FCIP B ポート相互運用性モード
通常、E ポートはファイバ チャネル スイッチと相互接続します。一方、シスコ製 PA-FC-1G ファイバ
チャネル ポート アダプタ、SN 5428-2 ストレージ ルータなど、一部の SAN エクステンダ デバイスは、
地理的に分散したファブリックを接続するためのブリッジ ポート モデルを実装しています。このモデ
ルは、T11 Standard FC-BB-2 に記載されているとおりに B ポートを使用します。図 2-11 は、IP ネッ
トワークによる一般的な SAN 拡張を表しています。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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図 2-11

FCIP B ポートおよびファイバ チャネル E ポート
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B ポートは、ローカル E ポートからリモート E ポートにファイバ チャネル トラフィックをブリッジし
ます。主要スイッチの選定、ドメイン ID の割り当て、およびファイバ チャネル Fabric Shortest Path
First（FSPF）ルーティングなど、ファブリック関連アクティビティには関与しません。たとえば、
SAN エクステンダに入るクラス F トラフィックは、B ポートと相互作用しません。このトラフィック
は WAN インターフェイスを介して透過的に伝播（ブリッジ）され、その後、リモート B ポートから
送信されます。このブリッジにより、両方の E ポートでクラス F 情報が交換され、最終的に、ファブ
リック統合およびルーティングなどの通常の ISL 動作が実行されます。
B ポート SAN エクステンダ間の FCIP リンクでは、E ポート間の FCIP リンクと同じ情報が交換されな
いため、互換性がありません。このことは、FC-BB-2 で次のように表現されています。VE ポートでは
FCIP リンクを使用して仮想 ISL を確立しますが、B ポートでは B アクセス ISL を使用します。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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IPS モジュールおよび MPS-14/2 モジュールは、ギガビット イーサネット インターフェイス上で B ア
クセス ISL プロトコルを実装して、B ポート SAN エクステンダ デバイスから接続された FCIP リンク
をサポートします。対応する仮想 B ポートと仮想 E ポートは内部的に接続されているため、エンド
ツーエンドの E ポート接続要件が満たされています（図 2-12 を参照）。
図 2-12

B ポート モードでの FCIP リンク終端
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IPS モジュールおよび MPS-14/2 モジュールの B ポート機能を使用すると、リモート B ポート SAN エ
クステンダは Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチと直接通信できるため、ローカル ブリッジ デバイス
が不要になります。

Quality of Service
Quality of Service（QoS）パラメータでは、すべての IP パケットをマーク付けする DiffServ コード ポ
イント（DSCP）値を指定します（タイプ オブ サービス：IP ヘッダーの TOS フィールド）。
• 制御 DSCP 値は、制御 TCP 接続のすべての FCIP フレームに適用されます。
• データ DSCP 値は、データ接続のすべての FCIP フレームに適用されます。

FCIP リンクの TCP 接続が 1 つだけの場合は、その接続のすべてのパケットにデータ DSCP 値が適用
されます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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E ポート
E ポートは、FCIP インターフェイスを設定する場合と同様に設定できます。FCIP インターフェイス
では、次の機能も使用できます。

• FCIP インターフェイスは任意の VSAN のメンバーにすることができます。
• トランク モードおよびトランク許可 VSAN
• ポートチャネル
• FSPF
• ファイバ チャネル ドメイン（fcdomains）
• 隣接スイッチからのゾーン データベースのインポートとエクスポート

E ポートは、FCIP インターフェイスを設定する場合と同様に設定できます。FCIP インターフェイス
では、次の機能も使用できます。

• FCIP インターフェイスは任意の VSAN のメンバーにすることができます。
『Fabric Configuration Guide,Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

• トランク モードおよびトランク許可 VSAN
『Interfaces Configuration Guide,Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

• ポートチャネル
– 複数の FCIP リンクを 1 つのファイバ チャネル ポートチャネルにバンドルできます。
– FCIP リンクおよびファイバ チャネル リンクを 1 つのポートチャネルには結合できません。
『Security Configuration Guide,Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

• FSPF
『Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

• ファイバ チャネル ドメイン（fcdomains）
『System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

• 隣接スイッチからのゾーン データベースのインポートとエクスポート
『System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

FCIP 書き込みアクセラレーション
FCIP 書き込みアクセラレーション機能によって、FCIP を使用して WAN 上でストレージ トラフィッ
クをルーティングする場合のアプリケーション書き込みパフォーマンスを大幅に改善できます。FCIP
書き込みアクセラレーションがイネーブルの場合、書き込み処理に関する WAN 遅延の影響を最小限に
抑えることによって、WAN スループットが最大化されます。
（注）

書き込みアクセラレーション機能はデフォルトでディセーブルであり、 FCIP リンクの両側でイネーブ
ルにする必要があります。FCIP トンネルの片側だけでイネーブルにした場合、書き込みアクセラレー
ション機能は処理時にオフになります。

（注）

IBM ピアツーピア リモート コピー（PPRC）は、FCIP 書き込みアクセラレーションではサポートされ
ません。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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書き込みアクセラレーションを使用しないで WRITE コマンド（図 2-13 を参照）を実行する場合は、
Round-Trip Transfer（RTT）が 2 つ必要ですが、書き込みアクセラレーションを使用して WRITE コマ
ンドを実行する場合に必要な RTT は 1 つだけです。最大サイズの Transfer Ready が FCIP リンクのホ
スト側からホストに戻されたあとで、WRITE コマンドがターゲットに到達します。これにより、ホス
トは FCIP リンク上で WRITE コマンドおよび Transfer Ready を長時間待機しなくても、書き込みデー
タ送信を開始できます。また、FCIP リンクを経由して交換する場合には複数の Transfer Ready が必要
ですが、これによる遅延もなくなります。
図 2-13

FCIP リンク書き込みアクセラレーション
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ヒント

チャネル モードをアクティブに設定したダイナミック ポートチャネルに FCIP トンネルが含まれてい
る場合、複数の FCIP トンネルに対して FCIP 書き込みアクセラレーションをイネーブルにできます。
発信側とターゲット ポート間に重みの等しい、複数の非ポートチャネル ISL が存在している場合、
FCIP 書き込みアクセラレーションは機能しません。このような設定では、SCSI 検出に失敗したり、
WRITE または READ 処理が失敗したりすることがあります。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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ヒント

（注）

書き込みアクセラレーションが設定された FCIP インターフェイス上では、タイムスタンプ制御をイ
ネーブルにしないでください。

FCIP 環境における複数の FSPF 等コスト パスにわたって書き込みアクセラレーションを使用すること
はできません。ネイティブ ファイバ チャネル書き込みアクセラレーションは、ポートチャネルで使用
できます。チャネル モードがアクティブに設定されたポートチャネル、またはポートチャネル プロト
コル（PCP）で構成されたポート チャネルでも、FCIP 書き込みアクセラレーションを使用できます。

注意

Cisco MDS SAN-OS リリース 2.0(1b) 以降および NX-OS リリース 4.x では、PortChannel に属す
る FCIP ポートに対応した FCIP 書き込みアクセラレーションとそれ以前の FCIP 書き込みアクセラ
レーションは、互換性がありません。

FCIP テープ アクセラレーション
FCIP 書き込みアクセラレーション機能によって、FCIP を使用して WAN 上でストレージ トラフィッ
クをルーティングする場合のアプリケーション書き込みパフォーマンスを大幅に改善できます。FCIP
書き込みアクセラレーションがイネーブルの場合、書き込み処理に関する WAN 遅延の影響を最小限に
抑えることによって、WAN スループットが最大化されます。書き込みアクセラレーション機能はデ
フォルトでディセーブルであり、FCIP リンクの両側でイネーブルにする必要があります。テープは
ユーザ データを順番に格納して検索するストレージ デバイスです。Cisco MDS NX-OS は、テープ書
き込みアクセラレーションと読み取りアクセラレーションの両方を提供します。
テープ デバイスにアクセスするアプリケーションでは通常、未処理状態になる SCSI WRITE または
READ 動作は 1 つだけです。このシングル コマンド プロセスにより、長距離 WAN リンク上で FCIP
トンネルを使用する場合は、テープ アクセラレーション機能の利点が制限されます。ホストがテープ
ドライブから正常なステータス応答を受信しないかぎり、各 SCSI WRITE または READ 処理が完了し
ないため、バックアップ、アーカイブ、および復元のパフォーマンスが低下します。FCIP テープ アク
セラレーション機能は、この問題の解消に有効です。この機能はホストとテープ ドライバ間で、WAN
リンクを介して送信されるデータ ストリーミングを高速化することにより、テープのバックアップ、
アーカイブ、および復元処理を改善します。
書き込み処理に関するテープ アクセラレーションの例では、バックアップ サーバ（図 2-14 を参照）が
テープ ライブラリのドライブに書き込み処理を発行します。ローカル Cisco MDS スイッチはリモート
テープ ドライブのプロキシとして動作することにより、 Transfer Ready を代行し、ホストにデータ送
信の開始を伝えます。すべてのデータを受信してから、ローカル Cisco MDS スイッチは SCSI WRITE
処理の正常完了を代行して通知します。この応答により、ホストは次の SCSI WRITE 処理を開始でき
ます。このプロキシ方式を使用すると、プロキシを使用しないでデータを送信する場合に比べて、同じ
期間内に FCIP トンネルを介して多くのデータを送信できます。プロキシ方式により、 WAN リンクの
パフォーマンスが向上します。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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図 2-14

FCIP リンクのテープ アクセラレーション（書き込み処理の場合）
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FCIP トンネルのテープ側にあるもう片方の Cisco MDS スイッチでは、受信したコマンドおよびデー
タをバッファに格納します。その後、テープ ドライブからの Transfer Ready を待ち受けてデータを転
送することにより、テープ ドライブのバックアップ サーバとして機能します。

（注）

制御 LUN またはメディア チェンジャが LUN 0 として、テープ ドライブがその他の LUN としてエク
スポートされるテープ ライブラリ環境において、リンクのアップ / ダウンが短時間で繰り返されるよう
な状況（FCIP リンク、Server/Tape Port リンク）では、テープ アクセラレーションでテープ セッショ
ンが検出されず、これらのセッションが高速化されない可能性があります。リンクをイネーブルにする
前に数分間、FCIP リンクをディセーブルにする必要があります。これは、テープ ドライブが直接 FC
接続されているか、LUN 0 としてエクスポートされたテープ環境には適用されません。

Cisco NX-OS は、WAN 上の TCP/IP によって、リモート テープ ドライブに確実にデータを配信しま
す。プロキシに頼らずにエンドツーエンドで WRITE FILEMARKS 処理を完了させることによって、
書き込みデータの完全性が維持されます。 WRITE FILEMARKS 処理は、テープ ライブラリ データと
バッファ データの同期を通知します。テープ メディア エラーがエラー処理のためにバックアップ サー
バに戻されると、Cisco NX-OS ソフトウェアが自動的にテープ ビジー エラーを再試行します。
読み取り処理に関するテープ アクセラレーションの例では、リストア サーバ（図 2-15 を参照）がテー
プ ライブラリのドライブに読み取り処理を発行します。復元プロセスでは、テープ側のリモート Cisco
MDS スイッチは、ホストからさらに SCSI 読み取り処理が要求されることを予測して、テープ ドライ
ブに SCSI 読み取り処理を独自に送信します。先取りの読み取りデータはローカル Cisco MDS スイッ
チでキャッシュに格納されます。ホストから SCSI 読み取り処理を受信したローカル Cisco MDS ス
イッチは、キャッシュのデータを送信します。この方式を使用すると、テープに読み取りアクセラレー
ションを使用しないでデータを送信する場合に比べて、同じ期間内に FCIP トンネルを介して多くの
データを送信できます。その結果、WAN リンク上でのテープ読み取りパフォーマンスが向上します。
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図 2-15

FCIP リンクのテープ アクセラレーション（読み取り処理の場合）
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Cisco NX-OS は、WAN 上の TCP/IP によって、復元アプリケーションに確実にデータを配信します。
読み取り処理中のテープ メディア エラーは、エラー処理のためにリストア サーバに戻されますが、そ
れ以外のエラーは Cisco NX-OS ソフトウェアで回復されます。

（注）

FCIP テープ アクセラレーション機能はデフォルトでディセーブルであり、FCIP リンクの両側でイ
ネーブルにする必要があります。FCIP トンネルの片側だけでイネーブルにした場合、テープ アクセラ
レーション機能は処理時にオフになります。

ヒント

注意

FCIP ポートがポートチャネルに属す場合、または発信側ポートとターゲット ポートの間に複数のパス
が存在する場合、FCIP テープ アクセラレーションは機能しません。このような設定では、 SCSI 検出
に失敗したり、読み書き処理が中断されたりすることがあります。

FCIP インターフェイスでテープ アクセラレーションがイネーブルの場合、このインターフェイス
では FICON VSAN をイネーブルにできません。同様に、FICON VSAN で FCIP インターフェイス
が起動している場合は、このインターフェイス上でテープ アクセラレーションをイネーブルにでき
ません。

（注）

FCIP トンネルに対してテープ アクセラレーション機能をイネーブルにすると、トンネルが再初期化さ
れ、書き込みおよび読み取りアクセラレーション機能も自動的にイネーブルになります。
書き込みのテープ アクセラレーションでは、リモート Cisco MDS スイッチで一定量のデータがバッ
ファに格納されたあとで、Transfer Ready の代行によってではなく、ローカル Cisco MDS スイッチに
よって、ホストからの書き込み処理がフロー制御されます。書き込み処理が完了し、一部のデータ
バッファが解放されると、ローカル Cisco MDS スイッチがプロキシ処理を再開します。同様に、読み
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取りのテープ アクセラレーションでは、ローカル Cisco MDS スイッチで一定量のデータがバッファに
格納されたあとで、さらに読み取りを発行するのではなく、リモート Cisco MDS スイッチによって、
テープ ドライブへの読み取り処理がフロー制御されます。書き込み処理が完了し、一部のデータ バッ
ファが解放されると、リモート Cisco MDS スイッチが読み取りの発行を再開します。
デフォルトのフロー制御バッファリングでは、automatic オプションを使用します。このオプションで
は、WAN 遅延およびテープ速度を考慮して、最適なパフォーマンスが確保されます。ユーザ側でフ
ロー制御バッファ サイズを指定することもできます（最大バッファ サイズは 12 MB）。

ヒント

フロー制御バッファリングには、デフォルト オプションの使用を推奨します。

ヒント

テープ アクセラレーションが設定された FCIP インターフェイス上では、タイムスタンプ制御をイネー
ブルにしないでください。

（注）

FCIP トンネルの片側が Cisco MDS SAN OS リリース 3.0(1) 以降および NX-OS リリース 4.x を実行
し、もう一方の側が Cisco MDS SAN OS リリース 2.x を実行している場合、テープ アクセラレーショ
ンをイネーブルにすると、FCIP トンネルはテープ書き込みアクセラレーションだけを実行しますが、
テープ読み取りアクセラレーションは実行しません。

（注）

Cisco MDS NX-OS リリース 4.2(1) では、FCIP テープ アクセラレーション機能は、MDS スイッチ間
の FCIP バックツーバック接続でサポートされていません。

FCIP テープ アクセラレーションに関するテープ ライブラリ LUN マッピング
テープ ライブラリが論理ユニット（LU）マッピングを行い、FCIP テープ アクセラレーションがイ
ネーブルの場合は、ターゲット ポートからアクセスできる各物理テープ ドライブに、固有の論理ユ
ニット番号（LUN）を割り当てる必要があります。
図 2-16 に、単一ターゲット ポートからスイッチ 2 に接続されたテープ ドライブを示します。テープ
ライブラリが LUN マッピングを行う場合は、4 つすべてのテープ ドライブに固有の LUN を割り当て
る必要があります。
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図 2-16

FCIP LUN マッピング例
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180106

࠼ࠗࡉ 3

表 2-1 および表 2-2 に示したマッピングの場合、ホスト 1 はドライブ 1 およびドライブ 2 に、ホスト 2
はドライブ 3 およびドライブ 4 にアクセスできます。
表 2-1 に、有効なテープ ライブラリ LUN マッピングを示します。
表 2-1

ホスト
ホスト 1
ホスト 2

単一ホスト アクセスで有効な LUN マッピングの例

LUN マッピング
LUN 1

ドライブ

LUN 2

ドライブ 2

LUN 3

ドライブ 3

LUN 4

ドライブ 4

ドライブ 1

表 2-2 に、無効なテープ ライブラリ LUN マッピングを示します。
表 2-2

ホスト
ホスト 1
ホスト 2

単一ホスト アクセスで無効な LUN マッピングの例

LUN マッピング
LUN 1

ドライブ

LUN 2

ドライブ 2

LUN 1

ドライブ 3

LUN 2

ドライブ 4

ドライブ 1

次に、1 つのテープ ポートを介して、複数のホストでテープ ドライブを共有する場合の設定例を示し
ます。この例では、ホスト 1 がドライブ 1 およびドライブ 2 にアクセスでき、ホスト 2 がドライブ 2、
ドライブ 3、およびドライブ 4 にアクセスできます。表 2-3 に、この設定で有効な LUN マッピングを
示します。
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表 2-3

複数のホスト アクセスで有効な論理 LUN マッピングの例

ホスト
ホスト 1
ホスト 2

LUN マッピング
LUN 1

ドライブ

LUN 2

ドライブ 2

LUN 2

ドライブ 2

LUN 3

ドライブ 3

LUN 4

ドライブ 4

ドライブ 1

FCIP 圧縮
FCIP 圧縮機能を使用すると、FCIP リンク上でこの機能がイネーブルの場合に、そのリンク上で IP パ
ケットを圧縮できます。デフォルトでは、 FCIP 圧縮はディセーブルです。イネーブルの場合、ソフト
ウェアはデフォルトで auto モードを使用します（モードが指定されていない場合）。
（注）

auto モード（デフォルト）では、カード タイプおよびリンクの帯域幅（FCIP プロファイルの TCP パ
ラメータに設定されているリンクの帯域幅）に基づいて適切な圧縮方式が選択されます。
表 2-4 に、それぞれのカードで使用されるモードを示します。
表 2-4

MSM-18/4/MDS 9222i/SSN-16

モード 1

IPS カード
SW

MPS 14/2 カード
HW

HW

モード 2

SW

SW

HW

モード 3

SW

SW

HW

モード

（注）

アルゴリズムの分類

SAN-OS リリース 3.3(1) 以降および NX-OS リリース 4.x では、MDS 9222i スイッチおよび
MSM-18/4 モジュールのすべての圧縮オプションはハードウェア圧縮を意味します。リリース 4.2(1)
より、自動圧縮およびモード 2 圧縮だけが MDS 9222i スイッチ、MSM-18/4 モジュール、および
SSN-16 モジュールでサポートされています。
表 2-5 に、各カードのパフォーマンス設定を示します。
表 2-5

パフォーマンス設定

MSM-18/4/MDS 9222i/SSN-16

任意

IPS カード
-

MPS 14/2 カード
-

auto

25 Mbps 以上

モード 1

モード 1

auto

10 ～ 25 Mbps
10 Mbps

モード 2

モード 2

auto

モード 3

モード 3

auto

帯域幅
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（注）

注意

ヒント

Cisco MDS 9216i および 9222i スイッチは、IP 圧縮機能もサポートします。統合型スーパーバイザ モ
ジュールには、MPS-14/2 モジュールと同じハードウェア コンポーネントが搭載されています。

Cisco SAN-OS リリース 2.0(1b) 以降および NX-OS リリース 4.x の圧縮モードは、Cisco SAN-OS
リリース 1.3(1) 以前の圧縮モードと互換性がありません。

Cisco SAN OS リリース 1.x から Cisco SAN OS リリース 2.0(1b) 以降または NX-OS リリース 4.x に
アップグレードする場合、アップグレードする前に圧縮をディセーブルにして、アップグレードが完了
してから必要な圧縮モードをイネーブルにすることを推奨します。
FCIP リンクの両側で Cisco SAN OS リリース 2.0(1b) 以降および NX-OS リリース 4.x が使用されてい
て、FCIP トンネルの一方の側で圧縮をイネーブルにする場合には、必ずリンクのもう一方の側でも圧
縮をイネーブルにします。

デフォルト設定
表 2-6 に、FCIP パラメータのデフォルト設定を示します。
表 2-6

デフォルトの FCIP パラメータ

パラメータ

デフォルト

FCIP に対応するデフォルトの TCP ポート 3225
minimum-retransmit-time
200 ミリ秒
キープアライブ タイムアウト

60 秒

最大再送信回数

4回

PMTU ディスカバリ
pmtu-enable reset-timeout

イネーブル

3600 秒

SACK

イネーブル

max-bandwidth

1 Gbps

min-available-bandwidth

500 Mbps

round-trip-time

1 ミリ秒
0 KB

バッファ サイズ
制御 TCP およびデータ接続

パケットの送信なし

TCP 輻輳ウィンドウ モニタリング

イネーブル

バースト サイズ

50 KB

TCP 接続モード
special-frame

アクティブ モードがイネーブル

FCIP タイムスタンプ

ディセーブル

パケットを受け入れる acceptable-diff 範
囲

+/- 2000 ミリ秒

ディセーブル
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表 2-6

デフォルトの FCIP パラメータ （続き）

パラメータ

デフォルト

B ポート キープアライブ応答

ディセーブル

書き込みアクセラレーション

ディセーブル

テープ アクセラレーション

ディセーブル

FCIP の設定
ここでは、FCIP の設定方法について説明します。

• 「FCIP のイネーブル化」（P.2-21）
• FCIP リンクの変更
• 「FCIP プロファイルの作成」（P.2-23）
• 「トランク ステータスの確認」（P.2-24）
• 「Cisco Transport Controller の起動」（P.2-24）
• 「TCP パラメータの設定」（P.2-24）
• 「ピア IP アドレスの割り当て」（P.2-27）
• 「アクティブ接続の設定」（P.2-28）
• 「タイム スタンプ制御の有効化」（P.2-29）
• 「B ポートの設定」（P.2-29）
• 「FCIP 書き込みアクセラレーションの設定」（P.2-30）
• 「FCIP テープ アクセラレーションの設定」（P.2-30）

FCIP のイネーブル化
手順の詳細

（注）

Cisco MDS SAN-OS リリース 2.0 以降および NX-OS リリース 4.x は、既存のファブリックの一部では
ないスイッチにログインするための追加のログイン プロントがあります。

DCNM-SAN を使用して FCIP リンクを作成したり、管理したりするには、FCIP Wizard を使用しま
す。必要とする Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチに IP サービス モジュールが搭載されていること、
およびこれらのスイッチのギガビット イーサネット インターフェイスが接続されていることを確認し
てから、その接続性を確認します。FCIP Wizard を使用して FCIP リンクを作成するには、次の手順に
従います。
• エンドポイントを選択します。
• インターフェイスの IP アドレスを選択します。
• リンク属性を指定します。
• （任意）FCIP 書き込みアクセラレーションまたは FCIP 圧縮をイネーブルにします。

FCIP Wizard を使用して FCIP リンクを作成する手順は、次のとおりです。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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ステップ 1

DCNM-SAN ツールバーで [FCIP Wizard] アイコンをクリックします（図 2-17 を参照）。
図 2-17

FCIP Wizard

ステップ 2

FCIP リンクのエンドポイントとして動作するスイッチを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 3

FCIP リンクを形成するスイッチごとに、ギガビット イーサネット ポートを選択します。

ステップ 4

両方のギガビット イーサネット ポートが MPS-14/2 モジュールに含まれている場合は、[Enforce
IPSEC Security] チェックボックスをオンにして、[IKE Auth Key] を設定します。IPsec および IKE の
詳細については、『Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

2300 というジャンボ サイズのフレームを使用するために、[Use Large MTU Size (Jumbo Frames)] オ
プションを選択します。ファイバ チャネルのフレームは 2112 であるため、このオプションを使用する
ことを推奨します。ボックスの選択を解除した場合、FCIP Wizard は MTU サイズを設定しません。し
たがって、デフォルト値の 1500 に設定されます。
（注）

ステップ 5

Cisco MDS 9000 SAN-OS、Release 3.0(3) の場合、デフォルトでは [Use Large MTU Size
(Jumbo Frames)] オプションは選択されません。

[Next] をクリックします。
[IP Address/Route] 入力画面が表示されます。

ステップ 6

IP ルートを追加する場合、[Add IP Route] を選択します。選択しない場合、デフォルトのままになり
ます。

ステップ 7

[Next] をクリックします。
TCP 接続の特性が表示されます。

ステップ 8

FCIP リンク上の TCP 接続の最小および最大帯域幅、および往復時間を設定します。
ギガビット イーサネットのエンドポイント間の往復時間は、[Measure] ボタンをクリックすると測定で
きます。

ステップ 9

[Write Acceleration] チェックボックスをオンにして、FCIP リンク上の FCIP 書き込みアクセラレー
ションをイネーブルにします。
「FCIP 書き込みアクセラレーション」（P.2-12）を参照してください。

ステップ 10

[Enable Optimum Compression] チェックボックスをオンにして、FCIP リンク上の IP 圧縮をイネーブ
ルにします。
「FCIP 圧縮」（P.2-19）を参照してください。

ステップ 11

[Enable XRC Emulator] チェックボックスをオンにして、この FCIP リンクの XRC エミュレータをイ
ネーブルにします。

XRC エミュレータの詳細については、『Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照し
てください。
ステップ 12

[Next] をクリックします。

ステップ 13

[Port VSAN] を設定して、この FCIP リンクの [Trunk Mode] オプション ボタンをクリックします
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ステップ 14

[Finish] をクリックして、この FCIP リンクを作成します。

FCIP リンクの変更
FCIP Wizard を使用して FCIP リンクを作成したあと、これらのリンクのパラメータを変更することが
必要となる場合があります。変更が必要なのは、 FCIP プロファイル、FCIP リンク パラメータなどで
す。各ギガビット イーサネット インターフェイスには、アクティブな FCIP リンクを一度に 3 つ設定
できます。

FCIP リンクを変更するには、両方のスイッチで次の手順を実行します。
ステップ 1

ギガビット イーサネット インターフェイスを設定します。

ステップ 2

FCIP プロファイルを作成し、ギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスをプロファイ
ルに割り当てます。

ステップ 3

FCIP インターフェイスを作成し、インターフェイスにプロファイルを割り当てます。

ステップ 4

FCIP インターフェイスのピア IP アドレスを設定します。

ステップ 5

インターフェイスをイネーブルにします。

FCIP プロファイルの作成
手順の詳細
スイッチ 1 の FCIP プロファイルを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

IPS モジュールが搭載されたスイッチに接続していることを確認します。

ステップ 2

DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [ISLs] > [FCIP] を選択します。Device
Manager の [IP] メニューで、[FCIP] を選択します。

ステップ 3

新しいプロファイルを追加するには、DCNM-SAN で [Create Row] ボタンをクリックします。Device
Manager の場合は、[Create] ボタンをクリックします。

ステップ 4

[ProfileId] フィールドにプロファイル ID を入力します。

ステップ 5

プロファイルをバインドするインターフェイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 6

必要に応じて、オプションの TCP パラメータを変更します。これらのフィールドの説明については、
DCNM for SAN のオンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 7

（任意）[Tunnels] タブをクリックして、リンク先エンドポイントの [Remote IPAddress] フィールドの
リモート IP アドレスを変更します。

ステップ 8

必要に応じて、オプション パラメータを入力します。

FCIP プロファイル情報を表示する場合の詳細については、「FCIP プロファイル」（P.2-4）を参照して
ください。
ステップ 9

[Apply Changes] アイコンをクリックして、変更を保存します。
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トランク ステータスの確認
デフォルトでは、トランク モードは、すべてのファイバ チャネル インターフェイスでイネーブルで
す。ただし、トランク モード設定は E ポート モードでしか有効になりません。トランク モードを on
（イネーブル）、off（ディセーブル）、または auto（自動）に設定できます。デフォルトのトランク
モードは on です。2 つのスイッチ間での ISL の両端のトランク モード設定により、リンクのトランキ
ング状態および両端のポート モードが決まります。

手順の詳細

Device Manager で FCIP インターフェイスのトランク ステータスを確認する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

IPS モジュールが搭載されたスイッチに接続していることを確認します。

ステップ 2

[IP] メニューで [FCIP] を選択します。

ステップ 3

[Trunk Config] タブが選択されていない場合は、クリックします。[FCIP Trunk Config] ダイアログ
ボックスが表示されます。このダイアログには、インターフェイスのステータスが表示されます。

ステップ 4

[Trunk Failures] タブが選択されていない場合は、クリックします。[FCIP Trunk Failures] ダイアログ
ボックスが表示されます。

Cisco Transport Controller の起動
Cisco Transport Controller（CTC）は、ネットワーク要素のインストール、プロビジョニング、および
メンテナンスに使用するタスク型ツールです。NE 障害が発生した場合のトラブルシューティングおよ
び修復にも使用します。

手順の詳細

CTC を起動する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

ファブリックで光トラフィックを伝送している ISL を右クリックします。

ステップ 2

[Element Manager] をクリックします。

ステップ 3

Cisco Transport Controller の URL を入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

TCP パラメータの設定
このセクションで説明された TCP パラメータを設定することにより、スイッチ内の TCP 動作を制御で
きます。

（注）

FCIP を WAN リンクを介して伝送する場合、デフォルトの TCP 設定が適さないことがあります。この
ような場合は、TCP パラメータ（具体的には、帯域幅、往復時間、および CWM バースト サイズ）を
変更することによって、FCIP WAN リンクを調整することを推奨します。
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ここでは、次の内容について説明します。

• 「最小再送信タイムアウトの設定」（P.2-25）
• 「キープアライブ タイムアウトの設定」（P.2-25）
• 「最大再送信回数の設定」（P.2-25）
• 「パス MTU の設定」（P.2-25）
• 「選択的確認応答の設定」（P.2-25）
• 「ウィンドウ管理の設定」（P.2-26）
• 「輻輳の監視の設定」（P.2-26）
• 「最大ジッタの推定の設定」（P.2-27）
• 「バッファ サイズの設定」（P.2-27）
最小再送信タイムアウトの設定
再送信を行うまでに TCP が待機する最小時間を制御できます。この値はデフォルトで 200 ミリ秒
（msec）です。

キープアライブ タイムアウトの設定

FCIP リンクが動作しているかどうかを TCP 接続で確認するインターバルを設定できます。この確認に
よって、トラフィックがない場合でも、FCIP リンク障害が迅速に検出されます。
接続のアイドル状態が続く最初のインターバルを設定できます（ 60 秒がデフォルト）。設定されたイン
ターバルの間、接続がアイドル状態だった場合は、8 つのキープアライブ プローブが 1 秒間隔で送信さ
れます。8 つのプローブに応答がなく、その間も接続のアイドル状態が続いた場合は、FCIP リンクが
自動的に終了します。

（注）

変更できるのは、（接続がアイドル状態である）最初のインターバルだけです。

最大再送信回数の設定

TCP が接続終了を決定するまでに、パケットを再送信する最大回数を指定できます。
パス MTU の設定

Path MTU（PMTU）は、IP ネットワークにおける FCIP リンクの 2 つのエンドポイント間の最小
MTU です。PMTU ディスカバリは、TCP が PMTU をダイナミックに学習し、最大 TCP セグメントを
相応に調整するメカニズムです（RFC 1191）。
デフォルトでは、PMTU ディスカバリはすべてのスイッチでイネーブルになり、タイムアウトは 3600
秒です。PMTU の変更によって TCP の最大セグメント サイズを引き下げる場合は、時間がどれだけ経
過したら TCP が元の MTU を試行するのか、その時間を reset-timeout で指定します。

選択的確認応答の設定

1 つのウィンドウ内で複数のパケットが失われると、TCP のパフォーマンスが低下する可能性がありま
す。累積確認応答から取得できる情報は限定されているため、TCP の送信側が学習できるのは、1 往復
について 1 つの消失パケットに関する情報だけになります。選択的確認応答（SACK 答）メカニズム
によって、TCP 伝送時の複数の消失パケットに伴う制限を克服できます。
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受信側 TCP は、送信側に SACK アドバタイズメントを送り返します。送信側はその後、欠落したデー
タ セグメントだけを再送信できます。Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ上では、SACK はデフォル
トでイネーブルです。

ウィンドウ管理の設定
最大帯域幅パラメータ、最小使用可能帯域幅パラメータ、および動的に測定されるラウンドトリップ時
間（RTT）を使用して、最適な TCP ウィンドウ サイズが自動的に計算されます。

（注）

設定された round-trip-time パラメータによって、TCP 接続のウィンドウ倍率が決まります。このパ
ラメータは、近似値にすぎません。計測された RTT 値によって、ウィンドウ管理の往復時間パラメー
タが上書きされます。設定された round-trip-time が計測された RTT に対して小さすぎる場合は、
ウィンドウ倍率が小さすぎるために、リンクがフルに利用されていない可能性があります。

min-available-bandwidth パラメータと計測された RTT の組み合わせに基づいてしきい値が決定さ
れ、このしきい値を下回ると、最小限利用可能な帯域幅で送信できるだけのウィンドウ サイズを TCP
が積極的に維持します。
max-bandwidth-mbps パラメータと計測された RTT の組み合わせによって、最大ウィンドウ サイズ
が決まります。

（注）

物理リンクで最悪の場合に利用可能な帯域幅と一致するよう最大帯域幅を設定します。このリンクを通
過する他のトラフィック（たとえば、他の FCIP トンネル、WAN 制限）に注意してください。最大帯
域幅とは、総帯域幅からこのリンクを通過する他のトラフィックを引いたものです。

輻輳の監視の設定

Congestion Window Monitoring （CWM; 輻輳ウィンドウ モニタリング）パラメータをイネーブルにす
ると、各アイドル期間経過後の輻輳が TCP によって監視されるようにできます。CWM パラメータに
よって、アイドル期間経過後の最大許容バースト サイズも決まります。このパラメータはデフォルト
でイネーブルになり、バースト サイズは 50 KB です。
次に、帯域幅パラメータと CWM の相互作用、および結果としての TCP 動作について簡単に説明します。

• 前の RTT におけるファイバ チャネル トラフィックの平均レートが min-available-bandwidth に
RTT を乗じた値に満たない場合、TCP ドロップが発生しないかぎり、バースト全体が
min-available-bandwidth レートでただちに送信されます。
• ファイバ チャネル トラフィックの平均レートが min-available-bandwidth に RTT を乗じた値より
も大きく、max-bandwidth に RTT を乗じた値よりも小さい場合で、かつ、ファイバ チャネル トラ
フィックが設定された CWM 値よりも小さいバースト サイズで伝送される場合、バースト全体が
FCIP によって max-bandwidth レートでただちに送信されます。
• ファイバ チャネル トラフィックの平均レートが min-available-bandwidth に RTT を乗じた値より
も大きく、バースト サイズが CWM 値より大きい場合は、バーストの一部分だけが即時送信され
ます。残りは次の RTT で送信されます。
ソフトウェアでは標準の TCP ルールを使用して、min-available-bandwidth の維持に必要な値よりウィ
ンドウを拡大し、max-bandwidth に近づけます。

（注）

デフォルトのバースト サイズは 50 KB です。
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ヒント

最適なパフォーマンスを実現するために、この機能はイネーブルのままにしておくことを推奨します。
CWM バースト サイズを大きくすると、IP ネットワークでのパケット ドロップが増え、TCP パフォー
マンスが影響を受ける可能性があります。 IP ネットワークに十分なバッファリングがある場合にかぎ
り、CWM バースト サイズをデフォルトより大きくして、送信遅延の軽減を図ってください。

最大ジッタの推定の設定
ジッタは、受信パケットの遅延変動として定義されます。送信側では、パケットはパケット間隔が均一
な連続ストリームとして送信されます。ネットワークの輻輳、不適切なキューイング、または設定エ
ラーが原因で、この安定したストリームにむらが生じたり、各パケットの遅延が一定ではなく、ばらつ
きが生じたりすることがあります。
パケット送信側に基づく最大推定ジッタをマイクロ秒単位で設定できます。推定変動には、ネットワー
ク キューイング遅延は含まれません。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールが搭載されている
Cisco MDS スイッチでは、このパラメータはデフォルトでイネーブルです。
デフォルト値は FCIP インターフェイスの場合、1000 マイクロ秒です。

バッファ サイズの設定

FCIP インターフェイスに対するスイッチの出力パスをフロー制御するまでに、TCP で許容される必要
な追加バッファリング（標準送信ウィンドウ サイズを上回る）を定義できます。デフォルトの FCIP
バッファ サイズは 0 KB です。
（注）

FCIP トラフィックがハイ スループットの WAN リンクを通過する場合は、デフォルト値を使用してく
ださい。ファイバ チャネル リンクと WAN リンク間で速度が一致していないと、DMA ブリッジでタ
イムスタンプ エラーが生じます。このような場合は、バッファ サイズを増やすことによって、タイム
スタンプ エラーを回避できます。

ピア IP アドレスの割り当て
FCIP の基本設定では、ピア IP アドレスを使用してピア情報を設定します。ピアのポート番号を指定し
て、ピア情報を設定することもできます。ポートを指定しなかった場合は、接続を確立するためにデ
フォルトの 3225 ポート番号が使用されます。IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定できます。
手順の詳細

IPv4 アドレスおよびポート番号に基づいてピア情報を割り当てる手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで [ISLs] を展開し、[FCIP] を選択します。
[Information] ペインに FCIP プロファイルおよびリンクが表示されます。
Device Manager で、[IP] > [FCIP] を選択します。
[FCIP] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Tunnels] タブをクリックします。FCIP リンク情報が表示されます。

ステップ 3

DCNM-SAN で [Create Row] アイコンをクリックするか、または Device Manager で [Create] ボタン
をクリックします。

[FCIP Tunnels] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 4

[ProfileID] および [TunnelID] フィールドを設定します。

ステップ 5

設定中のピア IP アドレスの [RemoteIPAddress] および [RemoteTCPPort] フィールドを設定します。

ステップ 6

このリンク端で TCP 接続を開始しない場合は、[PassiveMode] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

（任意）[NumTCPCon] フィールドに、現在の FCIP リンクからの TCP 接続数を設定します。

ステップ 8

（任意）[Time Stamp] セクションの [Enable] チェックボックスをオンにし、[Tolerance] フィールドを
設定します。

ステップ 9

（任意）このダイアログボックスのその他のフィールドを設定し、[Create] をクリックして、この FCIP
リンクを作成します。

IPv6 アドレスおよびポート番号に基づいてピア情報を割り当てる手順は、次のとおりです。
ステップ 1

DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[ISLs] > [FCIP] を選択します。
[Information] ペインに FCIP プロファイルおよびリンクが表示されます。
Device Manager で、[IP] > [FCIP] を選択します。[FCIP] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Tunnels] タブをクリックします。FCIP リンク情報が表示されます。

ステップ 3

DCNM- SAN で [Create Row] アイコンをクリックするか、または Device Manager で [Create] ボタン
をクリックします。

[FCIP Tunnels] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 4

[ProfileID] および [TunnelID] フィールドを設定します。

ステップ 5

設定中のピア IP アドレスの [RemoteIPAddress] および [RemoteTCPPort] フィールドを設定します。

ステップ 6

このリンク端で TCP 接続を開始しない場合は、[PassiveMode] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

（任意）[NumTCPCon] フィールドに、現在の FCIP リンクからの TCP 接続数を設定します。

ステップ 8

（任意）[Time Stamp] セクションの [Enable] チェックボックスをオンにし、[Tolerance] フィールドを
設定します。

ステップ 9

（任意）このダイアログボックスのその他のフィールドを設定し、[Create] をクリックして、この FCIP
リンクを作成します。

アクティブ接続の設定
TCP 接続を開始するために必要なモードを設定できます。IP 接続を能動的に試行するアクティブ モー
ドは、デフォルトでイネーブルです。パッシブ モードをイネーブルにする場合、スイッチは TCP 接続
を開始せず、ピアが接続してくるのを待機します。デフォルトで、スイッチは各 FCIP リンクに対して
2 つの TCP 接続を試行します。
（注）

FCIP リンクの両端をパッシブ モードに設定しないでください。両端がパッシブに設定されていると、
接続は開始されません。
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タイム スタンプ制御の有効化
指定期間外のパケットを廃棄するように、スイッチに指示できます。イネーブルの場合、この機能はパ
ケットが受け入れられる期間を指定します。このオプションで指定された期間内に着信したパケット
は、受け入れられます。そうでない場合、パケットはドロップされます。
デフォルトでは、タイムスタンプ制御は Cisco MDS 9000 ファミリのすべてのスイッチでディセーブル
です。ネットワーク時刻から 2000 ミリ秒のインターバル内（+ または -2000 ミリ秒）で着信したパ
ケットは、受け付けられます。

（注）

ヒント

パケットを受け入れるデフォルト値は 2000 マイクロ秒です。time-stamp オプションがイネーブルの
場合は、両方のスイッチに NTP が設定されていることを確認してください（詳細については、『Cisco
NX-OS Fundamentals Configuration Guide』を参照してください）。

テープ アクセラレーションまたは書き込みアクセラレーションが設定されている FCIP インターフェイ
スでは、タイムスタンプ制御をイネーブルにしないでください。

B ポートの設定
通常、E ポートはファイバ チャネル スイッチと相互接続します。一方、シスコ製 PA-FC-1G ファイバ
チャネル ポート アダプタ、SN 5428-2 ストレージ ルータなど、一部の SAN エクステンダ デバイスは、
地理的に分散したファブリックを接続するためのブリッジ ポート モデルを実装しています。このモデ
ルは、T11 Standard FC-BB-2 に記載されているとおりに B ポートを使用します。B ポートは、ローカ
ル E ポートからリモート E ポートにファイバ チャネル トラフィックをブリッジします。主要スイッチ
の選定、ドメイン ID の割り当て、およびファイバ チャネル Fabric Shortest Path First（FSPF）ルー
ティングなど、ファブリック関連アクティビティには関与しません。IPS モジュールおよび MPS-14/2
モジュールは、ギガビット イーサネット インターフェイス上で B アクセス ISL プロトコルを実装し
て、B ポート SAN エクステンダ デバイスから接続された FCIP リンクをサポートします。

FCIP ピアがファイバ チャネル B ポートだけをサポートする SAN エクステンダ デバイスの場合、
FCIP リンクに対して B ポート モードをイネーブルにする必要があります。B ポートがイネーブルにさ
れている場合、E ポート機能もイネーブルにされ、共存します。B ポートをディセーブルにしても、E
ポート機能はイネーブルのままです。

手順の詳細

B ポート モードをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[ISLs] > [FCIP] を選択します。
[Information] ペインに FCIP プロファイルおよびリンクが表示されます。
Device Manager で、[IP] > [FCIP] を選択します。[FCIP] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Tunnels] タブをクリックします。
FCIP リンク情報が表示されます。

ステップ 3

DCNM-SAN で [Create Row] アイコンをクリックするか、または Device Manager で [Create] ボタン
をクリックします。

[FCIP Tunnels] ダイアログボックスが表示されます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

2-29

第2章

FCIP の設定

FCIP の設定

ステップ 4

[ProfileID] および [TunnelID] フィールドを設定します。

ステップ 5

設定中のピア IP アドレスの [RemoteIPAddress] および [RemoteTCPPort] フィールドを設定します。

ステップ 6

このリンク端で TCP 接続を開始しない場合は、[PassiveMode] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

（任意）[NumTCPCon] フィールドに、現在の FCIP リンクからの TCP 接続数を設定します。

ステップ 8

ダイアログボックスの [B Port] セクションの [Enable] チェックボックスをオンにします。任意に、
FCIP ピアから受信した ELS エコー フレームに応答を送信する場合は、[KeepAlive] チェックボックス
をオンにします。

ステップ 9

（任意）このダイアログボックスのその他のフィールドを設定し、[Create] をクリックして、この FCIP
リンクを作成します。

FCIP 書き込みアクセラレーションの設定
FCIP 書き込みアクセラレーションをイネーブルにできるのは、FCIP Wizard を使用して FCIP リンク
を作成する場合です。
手順の詳細
既存の FCIP リンク上で書き込みアクセラレーションをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[ISLs] > [FCIP] を選択します。
[Information] ペインに FCIP プロファイルおよびリンクが表示されます。
Device Manager で、[IP] > [FCIP] を選択します。
[FCIP] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Tunnels（Advanced）] タブをクリックします。
FCIP リンク情報が表示されます。

ステップ 3

[Write Accelerator] チェックボックスをオンまたはオフにします。

ステップ 4

[IP Compression] ドロップダウン リストから適切な圧縮率を選択します。

ステップ 5

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

FCIP テープ アクセラレーションの設定
手順の詳細

FCIP テープ アクセラレーションをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[ISLs] > [FCIP] を選択します。
[Information] ペインに FCIP プロファイルおよびリンクが表示されます。
Device Manager で、[IP] > [FCIP] を選択します。
[FCIP] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2

[Tunnels] タブをクリックします。FCIP リンク情報が表示されます。

ステップ 3

DCNM-SAN で [Create Row] アイコンをクリックするか、または Device Manager で [Create] ボタン
をクリックします。

[FCIP Tunnels] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 4

[ProfileID] フィールドでプロファイル ID を設定し、[TunnelID] フィールドでトンネル ID を設定します。

ステップ 5

設定中のピア IP アドレスの [RemoteIPAddress] および [RemoteTCPPort] フィールドを設定します。

ステップ 6

[TapeAccelerator] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

（任意）このダイアログボックスのその他のフィールドを設定し、[Create] をクリックして、この FCIP
リンクを作成します。

FCIP の設定の確認
Device Manager で FCIP インターフェイスおよび Extended Link Protocol（ELP）を確認する手順は、
次のとおりです。
ステップ 1

IPS モジュールが搭載されたスイッチに接続していることを確認します。

ステップ 2

[Interface] メニューで [FCIP] を選択します。

ステップ 3

[Interfaces] タブが選択されていない場合は、クリックします。[FCIP Interfaces] ダイアログボックス
が表示されます。

ステップ 4

[ELP] タブが選択されていない場合は、クリックします。[FCIP ELP] ダイアログボックスが表示され
ます。

FCIP のフィールドに関する説明
ここでは、FCIP のフィールドについて説明します。

FCIP Monitor
フィールド

説明

C3 Rx Bytes

データ トラフィックの着信バイト数。

C3 Tx Bytes

データ トラフィックの発信バイト数。

CF Rx Bytes

制御トラフィックの着信バイト数。

CF Tx Bytes

制御トラフィックの発信バイト数。

Rx Error

エラーを含むために上位層のプロトコルに配信不可能だった着信フ
レームの数。

Tx Error

エラーのために送信できなかった発信フレームの数。
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フィールド

説明

RxDiscard

エラーが検出されなかったにもかかわらず、上位層プロトコルに配信
されないようにするために廃棄することが選択された着信フレームの
数。

TxDiscard

エラーが検出されなかったにもかかわらず、送信されないようにする
ために廃棄することが選択された発信フレームの数。

FCIP Interfaces
フィールド

説明

Description

ネットワーク マネージャによって指定されたインターフェイスのエイ
リアス名。

PortVsan

このインターフェイスが静的に割り当てられている VSAN ID。

Oper

ポートの現在の動作モード。

AutoChannelCreate

選択すると、ポートチャネルを自動的に作成します。

Admin

インターフェイスの適切な状態。

Oper

インターフェイスの現在の動作状態。

FailureCause

ポートの現在の動作状態の原因。

LastChange

インターフェイスが現在の動作状態にいつ移行したか。ローカル ネッ
トワーク管理サブシステムの前回の初期化以前に現在の状態に移行し
た場合、この値は N/A です。

FICON Address

このポートの FICON ポート アドレス。

FCIP Interfaces Trunk Failures
フィールド

説明

FailureCause

指定された VSAN のトランク ステータスにエラーがある場合、この
テーブルにエントリが表示されます。

FCIP FICON Configuration
フィールド

説明

Interface

このリンクに関連する FCIP デバイスのインターフェイスを識別す
る一意の値。

VSAN List Admin

FICON テープ アクセラレーションが設定される VSAN（1 ～ 2047
の範囲）のリスト。存在する CISCO-FICON-MIB の
cficonVsanEntry がある VSAN のみ、FICON テープ アクセラレー

VSAN List Oper

FICON テープ アクセラレーションの動作がオンになっている
VSAN（1 ～ 2047 の範囲）のリスト。

ション用に設定できます。
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FCIP Profiles
フィールド

説明

IP Address

このエンティティのインターネット アドレス。

Port

FCIP エンティティが新しい TCP 接続要求を待ち受ける、FCIP の既知
のポート番号以外の TCP ポート。

SACK

TCP 選択的受信確認オプションをイネーブルにし、受信側が複数の損
失フレームを 1 つの ACK で確認応答し、高速な回復を可能にするかど
うか。

KeepAlive (s)

このエンティティ内部のすべてのリンクの TCP キープアライブ タイム
アウト。

ReTrans MinTimeout (ms)

このエンティティ内部のすべてのリンクに対する TCP 最小再送信タイ
ムアウト。

ReTrans Max

TCP 接続で同じデータ項目を再送信する最大回数。この再送信回数後
に配信の確認応答がなかった場合、その接続は終了されます。

Send BufSize (KB)

このエンティティ内部のすべてのリンクのすべての TCP 接続に対す
る、集約 TCP 送信ウィンドウ。この値は出力フロー制御に使用されま
す。このエンティティ内部のすべての接続でキューに入れられたデー
タの合計がこの値に達すると、出力側でフロー制御が行われます。

Bandwidth Max (Kb)

アドバタイズする TCP 受信ウィンドウを算出するための、B-D 乗算に
使用されるネットワーク パイプの推定帯域幅。

Bandwidth Min (Kb)

このエンティティ内部のリンクの TCP 接続に使用可能な最小帯域幅。

Est Round Trip Time (us)

アドバタイズする TCP 受信ウィンドウを算出するための、B-D 乗算に
使用されるネットワーク パイプの推定ラウンドトリップ遅延。

PMTU Enable

パス MTU ディスカバリ。

PMTU ResetTimeout (sec)

MSS がネゴシエーションされた TCP 値に戻るまで、探索されたパス
MTU が有効となっている期間。

CWM Enable

True の場合、輻輳ウィンドウ モニタリングがイネーブルされます。

CWM BurstSize (KB)

TCP 送信側の待機時間後に送信される最大バースト。

Max Jitter

このインターフェイスの TCP 接続で発生する可能性のある最大遅延変
動（輻輳が原因ではないもの）。

FCIP Tunnels
フィールド

説明

Interface

このリンクが関連するこの FCIP デバイスのインターフェイスを識別し
ます。

Attached

この FCIP リンクが開始されたインターフェイス。

B Port Enable

True の場合、ローカル FCIP リンクで B ポート モードがイネーブルに
なります。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

2-33

第2章

FCIP の設定

FCIP のフィールドに関する説明

フィールド

説明

B Port KeepAlive

True の場合、ピアから受信した（ファイバ チャネルの）ELS エコー フ
レームに対してメッセージが送信されます。一部の B ポート実装では、
リンク キープアライブとして ELS エコー要求 / 応答フレームが使用さ
れます。

Remote IP Address

リモート FCIP エンティティのインターネット アドレス。

Remote TCP Port

ローカル FCIP エンティティによってこのリンクの TCP 接続設定が開
始された場合に、その FCIP エンティティの接続先となるリモート
TCP ポート。

Spc Frames Enable

True の場合、TCP アクティブ オープナが FCIP 特殊フレームを開始
し、TCP パッシブ オープナがその FCIP 特殊フレームに応答するよう
になります。False に設定すると、FCIP 特殊フレームは生成されず、
応答もされません。

Spc Frames RemoteWWN

リモート FC ファブリック エンティティの World Wide Name。長さゼロ
の文字列となっている場合は、このリンクがすべてのリモート エンティ
ティからの接続を受け付けます。WWN が指定されると、このリンクは
その WWN を持つリモート エンティティからの接続を受け付けます。

Spc Frames Remote Profile
Id

リモート FCIP エンティティの ID。

FCIP Tunnels (Advanced)
フィールド

説明

Interface

この FCIP リンクが開始されたインターフェイス。

Timestamp Enable

True の場合、FCIP ヘッダーのタイムスタンプが確認されます。

Timestamp Tolerance

ローカル時刻と、FCIP ヘッダーで受信したタイムスタンプ値の間で許容
される時間差。デフォルトでは、この値が EDTOV/2 になります。
EDTOV とは、エラー状態を検出するためのタイムアウト値としてファ
イバ チャネル ポートで使用される Error_Detect_Timeout Value です。

Number Connections

このリンクで許可される TCP 接続の最大数。

Passive

False の場合、このリンク エンドポイントはピアへの接続をアクティブ
に試行します。True の場合、このリンク エンドポイントはピアからの
接続を待ちます。

QoS Control

TCP 制御接続用として IP ヘッダーの ToS フィールドに設定する値。

QoS Data

TCP データ接続用として IP ヘッダーの ToS フィールドに設定する値。

IP Compression

圧縮する場合に使用するアルゴリズム。

Write Accelerator

書き込みアクセラレータを使用すると SCSI 書き込みパフォーマンスを
向上できます。

Tape Accelerator

True の場合、テープ アクセラレータ（テープの書き込みパフォーマン
スを向上可能）がイネーブルになります。

Tape Accelerator Oper

FCIP リンクの書き込みアクセラレーションをイネーブルにします。

TapeRead Accelerator Oper

テープ アクセラレータ動作を有効にすると自動的にイネーブルになり
ます。
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フィールド

説明

FlowCtrlBufSize Tape (KB) フロー制御バッファのサイズ（64 K ～ 32 MB）。0 に設定すると、フ
ロー制御バッファのサイズがスイッチによって自動的に計算されます。

IPSec

このリンクで IP セキュリティがオンとオフのどちらになっているかを
示します。

XRC Emulator

オンにすると、XRC エミュレータがイネーブルになります。この機能
はデフォルトではディセーブルになっています。

XRC Emulator Oper

XRC エミュレータの動作状態を示します。

FCIP Tunnels (FICON TA)
フィールド

説明

Interface

このリンクが関連する FCIP デバイスのインターフェイスを識別する一
意の値。

VSAN List Admin

FICON テープ アクセラレーションが設定される VSAN のリスト。

VSAN List Oper

FICON テープ アクセラレーションが動作する VSAN のリスト。

FCIP Tunnels Statistics
フィールド

説明

Interface

このリンクが関連する FCIP デバイスのインターフェイスを識別する一
意の値。

Rx IPCompRatio

FCIP デバイスで受信したパケットの IP 圧縮比。このオブジェクトの
値は、小数点以下 2 桁までの浮動小数点数で示されます。

Tx IPCompRatio

FCIP デバイスで送信したパケットの IP 圧縮比。このオブジェクトの
値は、小数点以下 2 桁までの浮動小数点数で示されます。

FCIP XRC Statistics
フィールド

説明

ProfileId

プロファイルの固有 ID。

Interface

インターフェイスの名前。

RRSAccelerated

アクセラレーションされた読み取りレコード セット IU の数。

RRSForwarded

転送された読み取りレコード セット IU の数。

BusyStatus

コントロール ユニットから受信したビジー状態のインスタンスの数。

UnitCheckStatus

コントロール ユニットから受信したユニット チェック状態のインスタ
ンスの数。
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フィールド

説明

cfmFcipLinkExtXRCEStats
SelReset

処理された選択的リセットの数。

BufferAllocErrors

バッファ割り当てエラーの数。

その他の関連資料
FCIP の実装に関する詳細情報については、次の各セクションを参照してください。
• 「関連資料」（P.2-36）
• 「標準」（P.2-36）
• 「RFC」（P.2-36）
• 「MIB」（P.2-36）

関連資料
関連項目

参照先

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 5.0(1a)』

標準
標準

タイトル

この機能によってサポートされる新しい標準または変
更された標準はありません。またこの機能による既存
標準のサポートに変更はありません。

–

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。また既存 RFC のサ
ポートに変更はありません。

–

MIB
MIB

MIB リンク

• CISCO-FCIP-MGMT-EXT-MIB
• CISCO-FCIP-MGMT-MIB
• CISCO-FEATURE-CONTROL-MIB

MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/dc-os/mibs
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FCIP 機能の履歴
表 2-7 は、この機能のリリースの履歴です。5.0(1a) 以降のリリースで追加または変更された機能だけ
が、表に示されています。
表 2-7

FCIP 機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

FCIP の設定

5.0(1a)

FCIP 圧縮
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C H A P T E R

3

SAN Extension Tuner の設定
SAN Extension Tuner（SET）は、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ固有の機能です。この機能は、
直接アクセス（磁気ディスク）または順次アクセス（磁気テープ）SCSI 入出力コマンドを生成し、こ
れらのトラフィックを特定の仮想ターゲットに振り分けることによって、FCIP パフォーマンスの最適
化を図ります。テスト用入出力転送のサイズ、テスト中に生成する並行またはシリアル入出力の数を指
定できます。SET からは、I/O Per Second（IOPS; 入出力 / 秒）および入出力遅延の結果が報告されま
す。この情報は、FCIP スループットを最大にするために必要な、並行入出力の数を決定するときに役
立ちます。
この章では、次の事項について説明します。

• 「SAN Extension Tuner の概要」（P.3-1）
• 「SAN Extension Tuner のライセンス要件」（P.3-4）
• 「デフォルト設定」（P.3-4）
• 「SAN Extension Tuner の設定」（P.3-4）
• 「その他の関連資料」（P.3-7）

SAN Extension Tuner の概要
SAN Extension Tuner（SET）は、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ固有の機能です。この機能は、
直接アクセス（磁気ディスク）または順次アクセス（磁気テープ）SCSI 入出力コマンドを生成し、こ
れらのトラフィックを特定の仮想ターゲットに振り分けることによって、FCIP パフォーマンスの最適
化を図ります。リモート コピーおよびデータ バックアップなどのアプリケーションでは、IP ネット
ワーク上で FCIP を使用し、地理的に分散されている SAN を介して接続します。SET は IPS ポートで
実装されます。この機能がイネーブルの場合、この機能を使用して、設定されたオプションに基づい
て、仮想ターゲットに対する SCSI 入出力コマンド（read および write）を生成できます。

（注）

SAN 拡張チューナーは、HP c-Class Bladesystem 用シスコ ファブリック スイッチ、IBM BladeCenter
用シスコ ファブリック スイッチ、および 16 ポート ストレージ サービス ノード（SSN-16）ではサ
ポートされていません。

（注）

Cisco MDS SAN-OS Release 3.3(1a) では、SAN Extension Tuner は Multiservice Module（MSM; マ
ルチサービス モジュール）および Multiservice Modular スイッチでサポートされています。
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リモート コピーおよびデータ バックアップなどのアプリケーションでは、IP ネットワーク上で FCIP
を使用し、地理的に分散されている SAN を介して接続します。ファブリック全体で最大限のスルー
プット パフォーマンスを実現するために、次の設定パラメータを調整できます。

• FCIP プロファイルに関する TCP パラメータ。
• アプリケーションが生成する並行 SCSI 入出力の数
• FCIP リンク上でアプリケーションが使用する転送サイズ

SET は IPS ポートで実装されます。この機能がイネーブルの場合、この機能を使用して、設定された
オプションに基づいて、仮想ターゲットに対する SCSI 入出力コマンド（read および write）を生成で
きます（図 3-1 を参照）。
図 3-1

仮想ターゲットに対する SCSI コマンドの生成
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WAN/MAN

SET 機能は、さまざまな SCSI トラフィック負荷を生成することによって、調整を支援します。さら
に、FCIP リンク上の入出力ごとに、スループットおよび応答時間を測定します。
SAN ファブリックを調整する前に、次の注意事項を確認してください。
• 実装の詳細は次のとおりです。
– 調整後の設定に持続性はありません。
– 作成された仮想 N ポートはサポート対象の FC4 機能をネーム サーバに登録しません。これ
は、SAN に含まれるホストがこれらの N ポートを通常の発信側またはターゲットとして検出
しないようにするためです。

– SAN 内の他の発信側からのログイン要求は拒否されます。
– 仮想 N ポートは SCSI スイート全体を実装するのではなく、SCSI read および write コマンド
だけを実装します。

– チューナーの発信側が通信できるのは、チューナーのターゲットだけです。
• 物理層でギガビット イーサネット インターフェイスがアップであることを確認します（GBIC と
ケーブルが接続されている、IP アドレスは不要）。
• スイッチ上で iSCSI をイネーブルにします（他の iSCSI 設定は不要）。
• インターフェイスをイネーブルにします（その他の iSCSI インターフェイス設定は不要）。
詳細については、「iSCSI インターフェイスの作成」（P.4-37）を参照してください。

• ネットワークの必要性に応じて、別個の VSAN またはゾーンで仮想 N ポートを設定します。
• 仮想 N ポートだけからなる独立した VSAN は、必須ではありませんが推奨します。ターゲットへ
のログインが拒否された場合に、一部のレガシー HBA が失敗する可能性があるからです。
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• 同じギガビット イーサネット インターフェイスを使用して、仮想 N ポートと FCIP リンクを設定
しないでください。それぞれ異なるギガビット イーサネット インターフェイスを使用してくださ
い。これは必須ではありませんが、推奨します。仮想 N ポートによって発生したトラフィックが
FCIP リンクのパフォーマンスに悪影響を与えることがあるからです。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SAN Extension Tuner の設定」（P.3-3）
• 「データ パターン」（P.3-3）

SAN Extension Tuner の設定
図 3-2 に、スループットと遅延が測定される FCIP リンクには含まれないポート上で、仮想 N ポートを
作成する物理構成の例を示します。
N ポート調整の物理構成例

Cisco MDS ࠬࠗ࠶࠴
FCIP
ࡦࠢ

Cisco MDS ࠬࠗ࠶࠴
WAN ߹ߚߪ MAN

N ࡐ࠻
㧔ࠗ࠾ࠪࠛ࠲ߣߒߡേ㧕

FCIP
ࡦࠢ

N ࡐ࠻
㧔࠲ࠥ࠶࠻ߣߒߡേ㧕

120494

図 3-2

図 3-3 に、スループットと遅延が測定される FCIP リンクには含まれないポート上で、仮想 N ポートを
作成する論理構成の例を示します。
FCIP リンクに対応する N ポート調整の論理構成例

Cisco MDS ࠬࠗ࠶࠴

SAN ᒛ࠴ࡘ࠽
N ࡐ࠻

GE 2/4

GE 3/4

GE 3/3

Cisco MDS ࠬࠗ࠶࠴

FCIP
ࡦࠢ

GE 2/3
120495

図 3-3

データ パターン
デフォルトでは、仮想 N ポートが生成するデータのパターンとして、すべてゼロのパターンが使用さ
れます。オプションとして、3 つの保存場所（bootflash: ディレクトリ、volatile: ディレクトリ、また
は slot0: ディレクトリ）のいずれかにあるデータ パターン ファイルを選択すると、生成されるデータ
パターンとしてファイルを指定できます。このオプションは、FCIP リンク上での圧縮をテストする場
合に特に便利です。ベンチマーク目的で、 Canterbury 資料または人工資料ファイルも使用できます。
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SAN Extension Tuner のライセンス要件
SET を使用するには、SAN_EXTN_OVER_IP ライセンスが必要です（『Cisco Family NX-OS
Licensing Guide』を参照）。
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
ライセンス

ライセンスの説明

IPS-8 モジュール用 IP パッケージ ベースの SAN SAN Extension Tuner の機能を構成するもので
す。

拡張

• （SAN_EXTN_OVER_IP）

IPS-4 モジュール用 IP パッケージ ベースの SAN
拡張

• （SAN_EXTN_OVER_IP_IPS4）

MPS-14/2 モジュール用 IP パッケージ ベースの
SAN 拡張

この機能は MPS-14/2 モジュールおよび固定の
Cisco MDS 9216i スイッチ IP ポートに適用され
ます。

• （SAN_EXTN_OVER_IP_IPS2）

Cisco MDS 9500 シリーズの 1 つの MPS-18/4、1 この機能は MPS-18/4、MPS-18/4 FIPS、または
つの MPS-18/4 FIPS、または 1 つの SSN-16 エン SSN-16 モジュールに適用されます。
ジン用の IP パッケージ ベースの SAN 拡張
• （SAN_EXTN_OVER_IP_18_4 ）
• （SAN_EXTN_OVER_IP_SSN16）

デフォルト設定
表 3-1 に、調整パラメータのデフォルト設定を示します。
表 3-1

デフォルトの調整パラメータ

パラメータ

デフォルト

調整

ディセーブル

転送可能サイズ
未処理の入出力

SCSI write コマンドの転送サイズと同じ
1

トランザクション数

1

データ生成フォーマット

すべてゼロのフォーマット

SAN Extension Tuner の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「FCIP リンクの調整」（P.3-5）
• 「SAN Extension Tuner Wizard の使用方法」（P.3-5）
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FCIP リンクの調整
手順の詳細
所定の FCIP リンクを調整する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

スイッチ上の仮想 N ポートに nWWN を設定します。

ステップ 2

N ポートを作成するインターフェイス上で iSCSI をイネーブルにします。

ステップ 3

FCIP リンクの両側に仮想 N ポートを設定します。

ステップ 4

SAN 内の実発信側が仮想 N ポートを認識しないことを確認します。実際の発信側を分離するには、
ゾーン分割（『Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照）を使用します。仮想 N
ポートが相互に通信できるように、ゾーニング構成が設定されていることを確認します。

ステップ 5

SCSI の読み取りおよび書き込み入出力を開始します。

ステップ 6

必要に応じて、スイッチの他のギガビット イーサネット ポートに N ポートを追加し、最大限のスルー
プットが得られるようにします。N ポートの追加が必要な状況としては、FCIP ポートチャネルを使用
する場合などがあります。

SAN Extension Tuner Wizard の使用方法
SAN Extension Tuner Wizard を使用して、次の作業を行います。
• nWWN ポートの設定
• iSCSI のイネーブル化
• 仮想 N ポートの設定
• SCSI read および write CLI コマンドの割り当て
• SCSI tape read および write CLI コマンドの割り当て
• SCSI コマンドに対応するデータ パターンの設定
手順の詳細

Cisco DCNM-SAN の SAN Extension Tuner Wizard を使用して所定の FCIP リンクを調整する手順は、
次のとおりです。
ステップ 1

[Fabric] ペインで有効な FCIP リンクを右クリックし、ドロップダウン リストから [SAN Extension
Tuner] を選択します。リンクを強調表示して [Tools] > [Other] > [SAN Extension Tuner] を選択するこ
ともできます。

[Select Ethernet Port Pair] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

調整予定の FCIP リンクに対応するイーサネット ポート ペアを選択し、[Next] をクリックします。

（注）

選択したイーサネット ポートは down と表示されます。

[Specify Parameters] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 3

新しいゾーンを作成してアクティブにし、ゾーン作成ダイアログボックスで [Yes] をクリックして、
SAN 内の実発信側に仮想 N ポートが認識されないようにします。

ステップ 4

（任意）転送データ サイズおよび並行 SCSI read/write コマンドの数について、デフォルトの設定を変
更します。

a. [Transfer Size] を FCIP リンク上でアプリケーションが使用すると予想されるバイト数に設定します。
b. [Read I/O] を FCIP リンク上でアプリケーションが生成すると予想される並行 SCSI read コマンド
の数に設定します。

c. [Write I/O] を FCIP リンク上でアプリケーションが生成すると予想される並行未処理 SCSI write コ
マンドの数に設定します。

（注）

テープ動作をエミュレーションする仮想 N ポートに対しては、未処理の入出力は一時点で 1 つ
だけです。

d. [Use Pattern File] チェックボックスをオンにして、SAN Extension Tuner で生成されるデータ パター
ンの設定に使用するファイルを選択します。「データ パターン」（P.3-3）を参照してください。
ステップ 5

[Next] をクリックします。
[Results] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[Start] をクリックしてチューナーを起動します。チューナーは、[Stop] がクリックされるまでトラ
フィックの連続ストリームを送信します。

ステップ 7

[Show] をクリックして最新の調整統計情報を表示します。これは、チューナーの動作中でも、停止後
でも選択できます。

ステップ 8

[Stop] をクリックして SAN Extension Tuner を停止します。
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その他の関連資料
FCIP の実装に関する詳細情報については、次の各セクションを参照してください。
• 「関連資料」（P.3-7）
• 「標準」（P.3-7）
• 「RFC」（P.3-7）
• 「MIB」（P.3-7）

関連資料
関連項目
『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』

参照先
『Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 5.0(1a)』

標準
標準

タイトル

この機能によってサポートされる新しい標準または変
更された標準はありません。またこの機能による既存
標準のサポートに変更はありません。

–

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。また既存 RFC のサ
ポートに変更はありません。

–

MIB
MIB

MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または
変更された MIB はありません。また既存 MIB のサ
ポートに変更はありません。

MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/dc-os/mibs
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4

iSCSI の設定
Cisco MDS 9000 ファミリの IP ストレージ（IPS）サービスは、オープン規格の IP ベース テクノロ
ジーを使用することによって、ファイバ チャネル SAN の到達距離を延長します。IP ホストは iSCSI
プロトコルを使用して、ファイバ チャネル ストレージにアクセスできます。

（注）

iSCSI 機能は、Cisco MDS 9200 スイッチまたは Cisco MDS 9500 ディレクタで使用可能な IPS モ
ジュール固有の機能です。
Cisco MDS 9216i スイッチと 14/2 Multiprotocol Services（MPS-14/2）モジュールでは、ファイバ
チャネル、FCIP、および iSCSI 機能も使用できます。MPS-14/2 モジュールは、Cisco MDS 9200 シ
リーズまたは Cisco MDS 9500 シリーズのすべてのスイッチで使用できます。

（注）

ギガビット イーサネット インターフェイスの設定については、「ギガビット イーサネット インター
フェイスの設定」（P.7-5）を参照してください。
この章では、次の事項について説明します。

• 「iSCSI について」（P.4-2）
• 「iSCSI のライセンス要件」（P.4-34）
• 「注意事項と制限」（P.4-34）
• 「デフォルト設定」（P.4-34）
• 「iSCSI の設定」（P.4-35）
• 「iSLB の設定」（P.4-48）
• 「CFS を使用した iSLB 設定の配信」（P.4-53）
• 「iSCSI 認証の設定」（P.4-56）
• 「iSNS クライアント プロファイルの作成」（P.4-59）
• 「iSNS クラウド検出の設定」（P.4-62）
• 「iSCSI の設定例」（P.4-63）
• 「iSCSI のフィールドに関する説明」（P.4-76）
• 「その他の関連資料」（P.4-83）
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iSCSI について
Cisco MDS 9000 ファミリの IP ストレージ（IPS）サービスは、オープン規格の IP ベース テクノロジー
を使用することによって、ファイバ チャネル SAN の到達距離を延長します。iSCSI 機能は、IP ネット
ワーク内の iSCSI ホストと、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチの任意のファイバ チャネル インター
フェイスからアクセス可能なファイバ チャネル SAN のファイバ チャネル ストレージ デバイス間で、
iSCSI 要求および応答をルーティングします。iSCSI プロトコルを使用して、iSCSI ドライバは、iSCSI
ホストからの SCSI の要求と応答を IP ネットワークを介して転送できます。iSCSI 機能を使用するには、
ファブリック内の目的のスイッチ上で iSCSI を明示的にイネーブルにする必要があります。
（注）

iSCSI 機能は、Cisco Fabric Switch for HP c-Class Bladesystem および Cisco Fabric Switch for IBM
BladeCenter ではサポートされません。
iSCSI 機能は、IP ネットワーク内の iSCSI ホストと、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチの任意の
ファイバ チャネル インターフェイスからアクセス可能なファイバ チャネル SAN のファイバ チャネル
ストレージ デバイス間で、iSCSI 要求および応答をルーティングします（図 4-1 を参照）。
iSCSI 要求および応答の転送（透過型 iSCSI ルーティングの場合）

iscsi
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図 4-1

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールを介してストレージにアクセスする必要がある各 iSCSI ホ
ストには、互換性のある iSCSI ドライバをインストールしておく必要があります iSCSI プロトコルを
使用して、iSCSI ドライバは、iSCSI ホストからの SCSI の要求と応答を IP ネットワークを介して転送
できます。ホストのオペレーティング システムの観点から、iSCSI ドライバは、ホスト内にファイバ
チャネル ドライバに似た SCSI 転送ドライバであるように見えます。
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、透過型 SCSI ルーティングを実行します。iSCSI プロ
トコルを使用する IP ホストは、ファイバ チャネル ネットワーク上のターゲットに透過的にアクセスで
きます。図 4-1 に IP ネットワークを介して IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールに接続し、
ファイバ チャネル SAN 上のファイバ チャネル ストレージにアクセスする、iSCSI ホストの一般的な
設定例を示します。

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、独立した iSCSI SAN ビューおよびファイバ チャネル
SAN ビューを作成します。iSCSI SAN ビューの場合、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールが
iSCSI 仮想ターゲットを作成し、それをファイバ チャネル SAN で使用できる物理ファイバ チャネル
ターゲットに対応付けます。これらのモジュールは、物理 iSCSI ターゲットが IP ネットワークに接続
されているかのように、ファイバ チャネル ターゲットを IP ホストに提示します（図 4-2 を参照）。
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図 4-2

iSCSI SAN ビュー：iSCSI 仮想ターゲット
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ファイバ チャネル SAN ビューの場合、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールが仮想ファイバ
チャネル ホストとして iSCSI ホストを提示します。ストレージ デバイスは、実ファイバ チャネル ホス
トで実行される通信と同様に、仮想ファイバ チャネル ホストと通信します（図 4-3 を参照）。
図 4-3

ファイバ チャネル SAN ビュー：HBA としての iSCSI ホスト
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IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、iSCSI 仮想ターゲットと仮想ファイバ チャネル ホス
ト間で、コマンドを透過的にマッピングします（図 4-4 を参照）。
図 4-4

iSCSI から FCP（ファイバ チャネル）へのルーティング

MDS

iSCSI ߆ࠄ FCP㧔FC㧕߳ߩ
࡞࠹ࠖࡦࠣ
FC
࠶࡚ࠪࡦ

IP ࡎࠬ࠻ A
IP ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

iqn.host A

iSCSI

iSCSI ᗐ
࠲ࠥ࠶࠻ iqn.T1

iSCSI
࠶࡚ࠪࡦ

FC ᗐ
ࡎࠬ࠻ pwwn-A

SCSI ࡞࠹ࠖࡦࠣ

FC ࠲ࠥ࠶࠻ T1
pwwn-T1
120744

iSCSI

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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IP ホストからファイバ チャネル ストレージ デバイスへのルーティングでは、主に次の処理が実行され
ます。

• IP ネットワークを介して、ホストと IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュール間で iSCSI 要求
および応答が転送されます。

• IP ネットワーク上のホストとファイバ チャネル ストレージ デバイス間で、SCSI 要求および応答
がルーティングされます（iSCSI を FCP に変換したり、その逆の変換を行ったりします）。IPS モ
ジュールまたは MPS-14/2 モジュールで、この変換とルーティングを実行します。
• IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールとファイバ チャネル ストレージ デバイス間で、FCP
要求または応答が転送されます。

（注）

FCP（ファイバ チャネルの iSCSI 同等機能）は、ファイバ チャネル SAN 上で SCSI コマンドを伝送し
ます。

iSCSI プロトコルの詳細については、http://www.ietf.org にアクセスして IP ストレージに関する IETF
規格を参照してください。

iSCSI の設定限度
iSCSI の設定に関しては、次の限度があります。
• ファブリックでサポートされる iSCSI および iSLB 発信側の最大数は 2000 です。
• サポートされる iSCSI および iSLB 発信側の最大数はポートごとに 200 です。
• 透過型またはプロキシ イニシエータ モードで IPS ポートがサポートする iSCSI および iSLB セッ
ションの最大数は 500 です。
• スイッチがサポートする iSCSI および iSLB セッションの最大数は 5000 です。
• ファブリックでサポートされる iSCSI および iSLB ターゲットの最大数は 6000 です。

iSCSI ターゲットとしてのファイバ チャネル ターゲットの提示
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、物理ファイバ チャネル ターゲットを iSCSI 仮想ター
ゲットとして提示し、iSCSI ホストからこれらへのアクセスを許可します。このモジュールは、これら
のターゲットを次の 2 つのうちいずれかの方法で示します。
• ダイナミック マッピング：すべてのファイバ チャネル ターゲット デバイスまたはポートを iSCSI
デバイスとして、自動的に対応付けます。このマッピングを使用して、自動 iSCSI ターゲット名が
作成されます。

• スタティック マッピング：手動で iSCSI ターゲット デバイスを作成し、ファイバ チャネル ター
ゲット ポート全体またはファイバ チャネル LUN のサブセットに対応付けます。このマッピングの
場合は、ユーザ側で一意の iSCSI ターゲット名を指定する必要があります。
スタティック マッピングは、iSCSI ホストをファイバ チャネル ターゲット内の LU のサブセット
に限定する必要がある場合、iSCSI アクセス コントロールが必要な場合、またはその両方が当ては
まる場合に使用します（「iSCSI のアクセス コントロール」（P.4-12）を参照）。また、スタティッ
ク マッピングを使用すると、冗長ファイバ チャネル ポートがファイバ チャネル ターゲットの LU
に到達可能な場合、透過的なフェールオーバーを設定できます（「透過型ターゲット フェールオー
バー」（P.4-25）を参照）。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN

4-4

OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

第4章

iSCSI の設定
iSCSI について

（注）

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールはデフォルトで、iSCSI にファイバ チャネル ターゲット
をインポートしません。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールで iSCSI 発信側からファイバ
チャネル ターゲットを使用できるようにするには、ダイナミック マッピングまたはスタティック マッ
ピングを設定しておく必要があります。

ダイナミック マッピング
ダイナミック マッピングを設定すると、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールはすべてのファイ
バ チャネル ターゲットを iSCSI ドメインにインポートし、各物理ファイバ チャネル ターゲット ポー
トを 1 つの iSCSI ターゲットとしてマッピングします。つまり、物理ストレージ ターゲット ポートを
介してアクセス可能なすべての LU は、物理ファイバ チャネル ターゲット ポートの場合と同じ論理ユ
ニット番号（LUN）を持つ iSCSI LU として使用できます。

iSCSI ターゲット ノード名は、iSCSI Qualified Name（IQN; iSCSI 修飾名）フォーマットを使用して、
自動的に作成されます。iSCSI 修飾名の長さは、最大 223、最小 16 の英数字に制限されています。
名前は SAN 内で一意である必要があるため、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールでは次の規
則に従って、IQN フォーマットの iSCSI ターゲット ノード名を作成します。

• 仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）グループまたはポートチャネルに属していない IPS ギガビッ
ト イーサネット ポートでは、次のフォーマットを使用します。
iqn.1987-05.com.cisco:05.<mgmt-ip-address>.<slot#>-<port#>-<sub-intf#>.<Target-pWWN>

• VRRP グループに属している IPS ポートでは、次のフォーマットを使用します。
iqn.1987-05.com.cisco:05.vrrp-<vrrp-ID#>-<vrrp-IP-addr>.<Target-pWWN>

• ポートチャネルに属しているポートでは、次のフォーマットを使用します。
iqn.1987-02.com.cisco:02.<mgmt-ip-address>.pc-<port-ch-sub-intf#>.<Target-pWWN>

（注）

スイッチ名が設定されている場合、スイッチ名は管理 IP アドレスの代わりに使用されます。スイッチ
名が設定されていない場合は、管理 IP アドレスが使用されます。

Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ内の各 IPS ポートはこの規則に従って、SAN 内の同じファイバ
チャネル ターゲット ポートに対して一意の iSCSI ターゲット ノード名を作成します。
たとえば、pWWN が 31:00:11:22:33:44:55:66 のファイバ チャネル ターゲット ポートに対して iSCSI
ターゲットが作成され、その pWWN に LUN 0、LUN 1、および LUN 2 が含まれる場合、これらの
LUN は、iSCSI ターゲット ノード名 iqn.1987-05.com.cisco:05.MDS_switch_management_IP_
address.01-01.3100112233445566 によって IP ホストから使用可能になります（図 4-5 を参照）。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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ダイナミック ターゲット マッピング

MDS-mgntIP

ᗐ iSCSI ࠲ࠥ࠶࠻

IP ࡎࠬ࠻ A
iSCSI

pwwn 31.00.11.22.33.44.55.66

IP ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

iSCSI
1/1

iqn.host A

LUN0

LUN0

LUN1

LUN1

LUN2

LUN2

iqn.1987-05.com.cisco:05.<mgnt-IPaddr>.01-01.3100112233445566

（注）

120780

図 4-5

設定されているアクセス コントロール メカニズムによっては、個々の iSCSI 発信側で一部のターゲッ
トにアクセスできない場合があります（「iSCSI のアクセス コントロール」（P.4-12）を参照）。

スタティック マッピング
ユーザが定義した一意の iSCSI ノード名を割り当てることによって、iSCSI ターゲットを手動で（スタ
ティックに）作成できます。iSCSI 修飾名の長さは、最小 16 文字、最大 223 文字に制限されています。
スタティック マッピングの iSCSI ターゲットでは、ファイバ チャネル ターゲット ポート全体をマッピ
ングすることも（ターゲット ポート内のすべての LU を iSCSI ターゲットにマッピング）、またはファ
イバ チャネル ターゲット ポートの 1 つまたは複数の LU を含めることもできます（図 4-6 を参照）。
図 4-6

スタティック マッピングの iSCSI ターゲット

MDS

࠲ࠥ࠶࠻ pwwn
31:00:11:22:33:44:55:66
ࡎࠬ࠻ B
IP
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

LUN 0

LUN 0

LUN 1

LUN 1

LUN 2

LUN 2

iSCSI ᗐ࠲ࠥ࠶࠻
iqn.iscsi-target-abc

120875

iSCSI

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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仮想ファイバ チャネル ホストとしての iSCSI ホストの提示
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、iSCSI ホストの代わりにファイバ チャネル ストレー
ジ デバイスに接続し、ストレージ デバイスにコマンドを送信し、ストレージ デバイスと相互にデータ
を転送します。これらのモジュールでは、仮想ファイバ チャネル N ポートを使用して、iSCSI ホスト
に代わってファイバ チャネル ストレージ デバイスにアクセスします。iSCSI ホストは、iSCSI
Qualified Name（IQN; iSCSI 修飾名）または IP アドレスで指定します。

発信側の識別
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールでは、次の方法で iSCSI ホストを識別できます。
• iSCSI Qualified Name（IQN; iSCSI 修飾名）

iSCSI ログイン時に使用された iSCSI ノード名に基づいて、iSCSI 発信側を識別します。このモー
ドは、iSCSI ホストに複数の IP アドレスがあり、ホストが使用する IP アドレスに関係なく、同じ
サービスを提供する場合に便利です。複数の IP アドレスが割り当てられた発信側（複数のネット
ワーク インターフェイス カード（NIC））には、ログインする IPS ポートごとに仮想 N ポートが 1
つずつあります。
• IP アドレス

iSCSI 発信側は iSCSI ホストの IP アドレスに基づいて特定されます。このモードは、iSCSI ホス
トに複数の IP アドレスがあり、ホストが使用する IP アドレスに基づいてさまざまなサービスを提
供する場合に便利です。また、iSCSI ノード名を取得するのに比べて、ホストの IP アドレスを取
得する方が簡単です。iSCSI ターゲットへのログインに使用される IP アドレスごとに、仮想 N
ポートが作成されます。1 つの IP アドレスを使用しているホストが複数の IPS ポートにログイン
した場合、IPS ポートごとにその IP アドレスに対応する仮想 N ポートを 1 つずつ作成します。

発信側提供モード
ファイバ チャネル ファブリックの iSCSI ホストは、透過型イニシエータ モードおよびプロキシ イニシ
エータ モードの 2 種類のモードで提供できます。

• 透過型イニシエータ モードでは、各 iSCSI ホストが 1 つの仮想ファイバ チャネル ホストとして提
供されます。トランスペアレント モードの利点は、ファイバ チャネル アクセス コントロールを
「実」ファイバ チャネル ホストを管理する場合と同様に、きめ細かく設定できることです。 iSCSI
からファイバ チャネルへの 1 対 1 のマッピングなので、ファイバ チャネル ストレージ デバイスに
関して、ホストごとに異なるゾーン分割または LUN アクセス コントロールを設定できます。

• プロキシ イニシエータ モードでは、1 つの IPS ポートに与えられる仮想ファイバ チャネル ホスト
は 1 つだけであり、すべての iSCSI ホストがその仮想ファイバ チャネル ホストを使用して、ファ
イバ チャネル ターゲットにアクセスします。ファイバ チャネル ストレージ デバイスでホストごと
に明示的な LUN アクセス コントロールを必要とするシナリオでは、iSCSI 発信側ごとのスタ
ティックな設定は大きな負担となる可能性があります。このような状況では、プロキシ イニシ
エータ モードを使用すると、設定が簡素化されます。

注意

iSLB VRRP グループに属している iSCSI インターフェイスについて、プロキシ イニシエータ モー
ドをイネーブルにすると、インターフェイスのロード バランシングが影響を受けます。「iSCSI イ
ンターフェイス パラメータの変更およびロード バランシングへの影響」（P.4-22）を参照してくだ
さい。

Cisco MDS スイッチは、次の iSCSI セッション限度をサポートします。
IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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• スイッチ上の最大 iSCSI セッション数は 5000 です。
• 透過型イニシエータ モードの場合、各 IPS ポートの最大 iSCSI セッション数は 500 です。
• プロキシ イニシエータ モードの場合、各 IPS ポートの最大 iSCSI セッション数は 500 です。
• IPS ポートで作成できる同時セッションの最大数は 5 です（サポート可能なセッションの合計数は
500）。

（注）

ポート上で 6 つ以上の iSCSI セッションを同時にアクティブにしようとすると、発信側に一時的なエ
ラーが伝えられ、あとでセッションの作成を再試行することになります。

透過型イニシエータ モード
個々の iSCSI ホストが、1 つの仮想ファイバ チャネル ホスト（つまり、1 つのファイバ チャネル N
ポート）として提供されます。トランスペアレント モードの利点は、ファイバ チャネル アクセス コン
トロールをきめ細かく設定できることです。iSCSI からファイバ チャネルへの 1 対 1 のマッピングなの
で、ファイバ チャネル ストレージ デバイスに関して、ホストごとに異なるゾーン分割または LUN ア
クセス コントロールを設定できます。

iSCSI ホストから IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールに接続すると、そのホスト用の仮想ホス
ト N ポート（HBA ポート）が作成されます（図 4-7 を参照）。ファイバ チャネル N ポートごとに、一
意の Node WWN および Port WWN が 1 つずつ必要です。
図 4-7

仮想ホスト HBA ポート

MDS
ࡎࠬ࠻ A
iSCSI

ᗐ
FC ࡎࠬ࠻ A

ࡎࠬ࠻ B
iSCSI

ࡎࠬ࠻ C

IP ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

ᗐ
FC ࡎࠬ࠻ B

࠲ࠥ࠶࠻
T-1

ᗐ
FC ࡎࠬ࠻ C

120876

iSCSI

WWN を指定して仮想 N ポートを作成したあとで、IPS ポートの仮想 iSCSI インターフェイスを介し
て Fabric Login（FLOGI; ファブリック ログイン）を行います。FLOGI の完了後、ファイバ チャネル
SAN で仮想 N ポートがオンラインになり、ファイバ チャネル ネーム サーバで仮想 N ポートが登録さ
れます。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、ファイバ チャネル ネーム サーバに次のエン
トリを登録します。
• ネーム サーバの IP-address フィールドに iSCSI ホストの IP アドレス
• ネーム サーバの symbolic-node-name フィールドに iSCSI ホストの IQN

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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• ネーム サーバの FC-4 type フィールドに SCSI_FCP
• ネーム サーバの FC-4 feature に発信側フラグ
• ネーム サーバの N ポート デバイスを iSCSI ゲートウェイ デバイスとして指定する FC-4 type
フィールドに、ベンダー固有の iSCSI GW フラグ

iSCSI ホストからのすべての iSCSI セッションが終了すると、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モ
ジュールが明示的な Fabric logout（FLOGO; ファブリック ログアウト）を実行し、ファイバ チャネル
SAN から仮想 N ポート デバイスを除去します（間接的に、ファイバ チャネル ネーム サーバからデバ
イスを登録解消することになります）。
ホストから iSCSI 仮想ターゲットへの iSCSI セッションごとに、実ファイバ チャネル ターゲットへの
対応するファイバ チャネル セッションが 1 つずつ存在します。3 つの iSCSI ホストがあり（図 4-7 を
参照）、そのすべてが同じファイバ チャネル ターゲットに接続しています。3 つの仮想ファイバ チャネ
ル ホストのそれぞれからターゲットに、ファイバ チャネル セッションが 1 つずつあります。

iSCSI 発信側への WWN の割り当て
iSCSI ホストは次のいずれかのメカニズムで、N ポートの WWN に対応付けられます。
• ダイナミック マッピング（デフォルト）
• スタティック マッピング
ダイナミック マッピング
ダイナミック マッピングの場合、iSCSI ホストはダイナミックに生成されたポート WWN（pWWN）
およびノード WWN（nWWN）に対応付けられます。iSCSI ホストは接続のたびに、異なる WWN に
対応付けられる可能性があります。このオプションは、ファイバ チャネル ターゲット デバイス上でア
クセス コントロールが不要な場合に使用します。ターゲット デバイスのアクセス コントロールは通
常、ホスト WWN を使用して設定するからです。

WWN は、MDS スイッチの WWN プールから割り当てられます。iSCSI ホストへの WWN マッピング
は、iSCSI ホストに IPS ポートとの iSCSI セッションが 1 つ以上あるかぎり維持されます。ホストから
のすべての iSCSI セッションが終了し、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールがホストの仮想 N
ポートに対して FLOGO を実行すると、WWN は解放されてスイッチのファイバ チャネル WWN プー
ルに戻ります。戻されたアドレスは、ファイバ チャネル ファブリックにアクセスする必要がある他の
iSCSI ホストに割り当てることができます。
次の 3 種類のダイナミック イニシエータ モードがサポートされます。

• iSCSI：ダイナミック発信側は iSCSI 発信側として扱われ、ダイナミック仮想ターゲットおよび設
定された iSCSI 仮想ターゲットにアクセスできます。
• iSLB：ダイナミック発信側は iSLB 発信側として扱われます。
• Deny：ダイナミック発信側は、MDS スイッチにログインできません。

iSCSI ダイナミック マッピングがデフォルトの動作モードです。この設定は、CFS を使用して配信さ
れます。

（注）

ダイナミック イニシエータ モードの設定がサポートされるのは、CLI を使用した場合だけです。
Device Manager または Cisco DCNM for SAN を使用した場合はサポートされません。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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スタティック マッピング
スタティック マッピングの場合、iSCSI ホストは特定の pWWN および nWWN に対応付けられます。
このマッピングは、永続ストレージで維持され、 iSCSI ホストが接続するたびに、同じ WWN マッピ
ングが使用されます。ターゲット デバイス上でアクセス コントロールを使用する場合は、このモード
が必要です。
スタティック マッピングは、次の 2 つの方法のいずれかで実装できます。

• ユーザ割り当て：設定プロセス中に、一意の WWN を独自に指定できます。
• システム割り当て：スイッチのファイバ チャネル WWN プールから WWN を提供し、スイッチ設
定でマッピングを維持することをスイッチに要求できます。

ヒント system-assign オプションの使用を推奨します。手動で WWN を割り当てる場合は、それが固
有の割り当てになるようにする必要があります（詳細については、『Fabric Configuration
Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください）。すでに割り当てられている WWN は使
用できません。

プロキシ イニシエータ モード
ファイバ チャネル ストレージ デバイスで、あらゆるホストに関して明示的な LUN アクセス コント
ロールが必要な場合、透過型イニシエータ モードを使用します（1 つの iSCSI ホストを 1 つのファイバ
チャネル ホストとして提供）。各 iSCSI ホストは静的に設定する必要があります。この場合、 iSCSI ホ
ストごとにいくつもの設定作業が必要です。明示的な LUN アクセス コントロールが必要ない場合、プ
ロキシ イニシエータ モードを使用すると、設定が簡略化されます。
このモードでは、作成される仮想ホスト N ポート（HBA ポート）は IPS ポートごとに 1 つだけです。
その IPS ポートに接続するすべての iSCSI ホストが同じ仮想ホスト N ポートを使用して多重化されま
す（図 4-8 を参照）。このモードを使用すると、WWN をスタティックにバインドする作業が簡単にな
ります。この IPS ポートを介して接続する各 iSCSI 発信側で使用されるすべての LUN について、プロ
キシ仮想 N ポートの pWWN からアクセスできるように、ファイバ チャネル ストレージ アレイ上の
LUN マッピングおよび割り当てを設定する必要があります。さらに、LUN マッピングおよび iSCSI ア
クセス コントロール（「スタティック マッピング」（P.4-6）を参照）を指定して iSCSI 仮想ターゲット
を設定することによって（「iSCSI のアクセス コントロール」（P.4-12）を参照）、各 iSCSI 発信側に
LUN が割り当てられます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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図 4-8

IPS ポートの多重化
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プロキシ イニシエータ モードは IP ポート単位で設定できますが、その場合、このモードになるのは、
その IPS ポートで終端する iSCSI 発信側だけです。
プロキシ イニシエータ モードで IPS ポートを設定した場合、IPS ポートの仮想 iSCSI インターフェイ
スを介して Fabric Login（FLOGI; ファブリック ログイン）を行います。FLOGI の完了後、ファイバ
チャネル ファブリックでプロキシ発信側仮想 N ポートがオンラインになり、ファイバ チャネル ネーム
サーバで仮想 N ポートが登録されます。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、ファイバ
チャネル ネーム サーバに次のエントリを登録します。

• ネーム サーバの symbolic-node-name フィールドに iSCSI インターフェイス名 iSCSI スロット /
ポート

• ネーム サーバの FC-4 type フィールドに SCSI_FCP
• ネーム サーバの FC-4 feature に発信側フラグ
• ネーム サーバの N ポート デバイスを iSCSI ゲートウェイ デバイスとして指定する FC-4 type
フィールドに、ベンダー固有のフラグ（iscsi-gw）
透過型イニシエータ モードと同様、ユーザは pWWN および nWWN を指定することも、またはプロキ
シ発信側 N ポートへの WWN 割り当てをシステムに要求することもできます。

注意

iSLB VRRP グループに属している iSCSI インターフェイスについて、プロキシ イニシエータ モー
ドをイネーブルにすると、インターフェイスのロード バランシングが影響を受けます。「iSCSI イ
ンターフェイス パラメータの変更およびロード バランシングへの影響」（P.4-22）を参照してくだ
さい。

iSCSI の VSAN メンバーシップ
iSCSI インターフェイスにはポート VSAN という VSAN メンバーシップを設定できます。このイン
ターフェイスに接続するすべての iSCSI デバイスは、VSAN 内で明示的に設定されていない場合には、
自動的にこの VSAN のメンバーになります。iSCSI インターフェイスのデフォルト ポート VSAN は、
VLAN 1 です。iSCSI デバイスもファイバ チャネル デバイスと同様、2 種類の方式で VSAN メンバー
シップを定義できます。

• iSCSI ホスト：iSCSI ホストに対する VSAN メンバーシップ（この方法は、iSCSI インターフェイ
スより優先して実行されます）。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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• iSCSI インターフェイス：iSCSI インターフェイスに対する VSAN メンバーシップ（ホストが
iSCSI ホストによる方法でどの VSAN にも設定されていない場合、この iSCSI インターフェイス
に接続するすべての iSCSI ホストがインターフェイス VSAN メンバーシップを継承します）。

iSCSI ホストの拡張 VSAN メンバーシップ
iSCSI ホストは、複数の VSAN のメンバーになることができます。この場合、iSCSI ホストがメン
バーになっている VSAN ごとに 1 つずつ仮想ファイバ チャネル ホストが複数作成されます。この設定
は、ファイバ チャネル テープ デバイスなどのリソースをさまざまな VSAN 間で共有しなければなら
ない場合に便利です。

iSCSI のアクセス コントロール
iSCSI デバイスでは 2 種類のアクセス コントロール方式を使用できます。ファイバ チャネル ファブ
リックに iSCSI ホストを提供するイニシエータ モードに応じて、一方または両方のアクセス コント
ロール方式を使用できます。

• ファイバ チャネル ゾーン分割ベースのアクセス コントロール：ファイバ チャネル ゾーン分割は、
iSCSI デバイスをサポートできるように拡張されました。この拡張により、SAN 全体にわたって、
統一された柔軟性の高いアクセス コントロール方式を使用する利点が得られます。 iSCSI の場合、
複数の iSCSI デバイスが iSCSI インターフェイスの背後に接続される可能性があります。イン
ターフェイスベースのゾーン分割は、インターフェイスの背後にあるすべての iSCSI デバイスが自
動的に同じゾーンに含まれるので、役に立たない場合があります。

• iSCSI ACL ベースのアクセス コントロール：iSCSI ベースのアクセス コントロールが適用される
のは、スタティック iSCSI 仮想ターゲットを作成した場合だけです。スタティック iSCSI ター
ゲットの場合は、ターゲットにアクセス可能な iSCSI 発信側のリストを設定できます。デフォルト
では、スタティック iSCSI 仮想ターゲットは iSCSI ホストにアクセスできません。
ファイバ チャネル ファブリックに iSCSI ホストを提供するイニシエータ モードに応じて、一方または
両方のアクセス コントロール方式を使用できます。
この章は、次の項で構成されています。

• 「ファイバ チャネル ゾーン分割ベースのアクセス コントロール」（P.4-12）
• 「iSCSI ベースのアクセス コントロール」（P.4-13）
• 「アクセス制御の実行」（P.4-14）

ファイバ チャネル ゾーン分割ベースのアクセス コントロール
Cisco SAN-OS リリース 3.x と NX-OS リリース 4.1(1b) の VSAN およびゾーン分割の概念は、ファイ
バ チャネル デバイスと iSCSI デバイスの両方を対象とするように拡張されました。ゾーン分割は、
ファイバ チャネル デバイスの標準アクセス コントロール方式であり、VSAN のコンテキストの中で適
用されます。ファイバ チャネル ゾーン分割は、iSCSI デバイスをサポートできるように拡張されまし
た。この拡張により、SAN 全体にわたって、統一された柔軟性の高いアクセス コントロール方式を使
用する利点が得られます。
ファイバ チャネル ゾーンのメンバーを識別する共通メカニズムは、次のとおりです。

• ファイバ チャネル デバイスの pWWN。
• インターフェイスおよびスイッチの WWN。そのインターフェイス経由で接続するデバイスはゾー
ン内にあります。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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ファイバ チャネル ゾーン分割の詳細については、
『Fabric Configuration Guide,Cisco DCNM for SAN』
を参照してください。

iSCSI の場合、複数の iSCSI デバイスが iSCSI インターフェイスの背後に接続される可能性がありま
す。インターフェイスベースのゾーン分割は、インターフェイスの背後にあるすべての iSCSI デバイ
スが自動的に同じゾーンに含まれるので、役に立たない場合があります。
透過型イニシエータ モード（「透過型イニシエータ モード」（P.4-8）で説明したとおり、iSCSI ホスト
ごとに 1 つずつファイバ チャネル仮想 N ポートが作成される）では、iSCSI ホストにスタティックな
WWN マッピングが設定されている場合に、標準のファイバ チャネル デバイス pWWN ベースのゾー
ン分割メンバーシップ メカニズムを使用できます。
ゾーン分割メンバーシップ メカニズムは、次の情報に基づいて iSCSI デバイスをゾーンに追加するよ
うに拡張されています。

• IPv4 アドレス / サブネット マスク
• IPv6 アドレス / プレフィクス長
• iSCSI Qualified Name（IQN; iSCSI 修飾名）
• symbolic-node-name（IQN）
スタティック WWN マッピングが設定されていない iSCSI ホストの場合、この機能を使用すると、
ゾーン メンバーとして IP アドレスまたは iSCSI ノード名を指定できます。スタティック WWN マッピ
ングが設定されている iSCSI ホストでも、これらの機能を使用できます。サブネット マスクを指定す
ることにより、1 つのコマンドで複数のデバイスを IP アドレス ベースのゾーン メンバーシップに指定
できます。

（注）

プロキシ イニシエータ モードでは、IPS ポートに接続するすべての iSCSI デバイスが、単一の仮想
ファイバ チャネル N ポート経由でファイバ チャネル ファブリックにアクセスできます。iSCSI ノード
名または IP アドレスに基づくゾーン分割を設定しても効果はありません。WWN ベースのゾーン分割
を使用した場合、その IPS ポートに接続するすべての iSCSI デバイスが同じゾーンに組み込まれます。
プロキシ イニシエータ モードで個別の発信側アクセス コントロールを実施するには、仮想ターゲット
に iSCSI ACL を設定します（「iSCSI ベースのアクセス コントロール」（P.4-13）を参照）。

iSCSI ベースのアクセス コントロール
iSCSI ベースのアクセス コントロールが適用されるのは、スタティック iSCSI 仮想ターゲットを作成
した場合だけです（「スタティック マッピング」
（P.4-6）を参照）。スタティック iSCSI ターゲットの場
合は、ターゲットにアクセス可能な iSCSI 発信側のリストを設定できます。
デフォルトでは、スタティック iSCSI 仮想ターゲットは iSCSI ホストにアクセスできません。すべて
のホストから iSCSI 仮想ターゲットにアクセスできるようにするには、アクセス可能性を明示的に設
定する必要があります。発信側アクセス リストには、発信側を 1 つまたは複数指定できます。iSCSI
発信側は、次のいずれかの方式で指定できます。

• iSCSI ノード名
• IPv4 アドレスおよびサブネット
• IPv6 アドレス

（注）

トランスペアレント モードの iSCSI 発信側で、ファイバ チャネル ゾーン分割と iSCSI ACL の両方を
使用する場合、iSCSI ホストにアクセス可能なスタティック iSCSI ターゲットごとに、発信側の仮想 N
ポートをファイバ チャネル ターゲットと同じファイバ チャネル ゾーンに含める必要があります。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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アクセス制御の実行
IPS モジュールおよび MPS-14/2 モジュールでは、iSCSI およびファイバ チャネル ゾーン分割ベース
の両方のアクセス コントロール リストを使用して、アクセス コントロールを実行します。アクセス コ
ントロールは、iSCSI 検出フェーズおよび iSCSI セッション作成フェーズの両方で実行されます。入出
力フェーズでは、アクセス コントロールの実行は不要です。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュー
ルが iSCSI トラフィックのファイバ チャネルへのルーティングを引き受けるためです。
• iSCSI 検出フェーズ：iSCSI ホストが iSCSI 検出セッションを作成し、すべての iSCSI ターゲット
にクエリーを送信すると、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは直前の項に記載されたア
クセス コントロール ポリシーに基づいて、この iSCSI ターゲットホストからアクセス可能な
iSCSI ターゲット リストだけを戻します。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、ファイ
バ チャネル ネーム サーバにクエリーを送信し、すべての VSAN で発信側と同じゾーンに含まれて
いるすべてのデバイスを要求することによって、これを実行します。さらに、FCNS エントリの
FC4-feature フィールドを調べることによって、発信側デバイスを除外します。（デバイスが
FC4-feature フィールドにイニシエータとしてもターゲットとしても登録していない場合、IPS モ
ジュールまたは MPS-14/2 モジュールはそれをアドバタイズします）。その後に iSCSI ホストに
ターゲットのリストを返します。各ターゲットには、ユーザが設定したスタティックな iSCSI ター
ゲット名または IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールによって作成されたダイナミックな
iSCSI ターゲット名が与えられます（「ダイナミック マッピング」（P.4-5）を参照）。
• iSCSI セッションの作成：IP ホスト発信側が iSCSI セッションを開始すると、IPS モジュールまた
は MPS-14/2 モジュールが、「iSCSI ベースのアクセス コントロール」（P.4-13）で説明した両方の
アクセス コントロール方式を使用して、
（セッション ログイン要求で）指定された iSCSI ターゲッ
トにアクセスが許可されているかどうかを検証します。

iSCSI ターゲットがスタティックに対応付けられたターゲットの場合、IPS モジュールまたは
MPS-14/2 モジュールは、iSCSI ターゲットのアクセス リスト内で、iSCSI ホストが許可されてい
るかどうかを検証します。IP ホストからアクセスできない場合は、ログインが拒否されます。
iSCSI ホストからアクセスできる場合は、iSCSI ホストが使用する仮想ファイバ チャネル N ポー
トと、スタティック仮想ターゲットに対応付けられたファイバ チャネル ターゲットが同じファイ
バ チャネル ゾーンに属しているかどうかが検証されます。

iSCSI ターゲットが自動生成の iSCSI ターゲットの場合、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モ
ジュールが iSCSI ターゲット名からファイバ チャネル ターゲットの WWN を抽出して、発信側と
ファイバ チャネル ターゲットが同じファイバ チャネル ゾーンに属しているかどうかを検証しま
す。属している場合は、アクセスが許可されます。

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールでは、iSCSI ホストのファイバ チャネル N ポートを使用
して、ゾーン適用ネーム サーバ クエリーによって、ファイバ チャネル ターゲット WWN を調べます。
FC ID がネーム サーバから戻された場合は、iSCSI セッションが許可されます。これ以外の場合、ログ
イン要求は拒否されます。

iSCSI セッション認証
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、ストレージ デバイスへのアクセスを要求する iSCSI
ホストを認証するための iSCSI 認証メカニズムをサポートします。デフォルトでは、IPS モジュールま
たは MPS-14/2 モジュールは、iSCSI 発信側に関する CHAP または None 認証を許可します。認証を必
ず使用する場合は、CHAP 認証だけが許可されるようにスイッチを設定する必要があります。
CHAP のユーザ名またはシークレット検証では、Cisco MDS AAA インフラストラクチャでサポートお
よび許可されている任意の方式を使用できます。 AAA 認証は、RADIUS、TACACS+、またはローカ
ル認証デバイスをサポートします。『Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照して
ください。
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iSCSI 即時データ機能および割り込みデータ機能
Cisco MDS スイッチは、ログイン ネゴシエーション フェーズで発信側が要求した場合に、iSCSI 即時
データ機能および割り込みデータ機能をサポートします。即時データは、iSCSI コマンド プロトコル
データ ユニット（PDU）のデータ セグメントに格納された iSCSI 書き込みデータで、1 つの PDU に
書き込みコマンドと書き込みデータが結合されたものなどです。割り込みデータは、発信側が MSD ス
イッチなどの iSCSI ターゲットに送信する iSCSI 書き込みデータで、ターゲットから明示的な Ready
To Transfer（R2T）PDU を受信する必要のない、iSCSI 送信データ PDU として送信されます。
この 2 つの機能は、発信側とターゲット間で R2T PDU の往復が 1 つ少なくなるため、小規模な書き込
みコマンドでは入出力時間の短縮に有効です。MSD スイッチは iSCSI ターゲットとして、1 つのコマ
ンドで最大 64 KB の割り込みデータを使用できます。これは、 iSCSI ログイン ネゴシエーション
フェーズで、FirstBurstLength パラメータによって制御されます。

iSCSI 発信側が即時データ機能および割り込みデータ機能をサポートする場合、MDS スイッチ上でこ
れらの機能が自動的にイネーブルになるので、設定は不要です。
Cisco MDS スイッチが iSCSI インターフェイスに関してサポートする拡張機能は、次のとおりです。
• 「iSCSI リスナー ポート」（P.4-15）
• 「TCP 調整パラメータ」（P.4-15）
• 「QoS 値の設定」（P.4-48）
• 「iSCSI ルーティング モード」（P.4-16）

iSCSI リスナー ポート
新しい TCP 接続を待ち受ける iSCSI インターフェイスの TCP ポート番号を設定できます。デフォルト
ポート番号は 3260 です。TCP ポート番号を変更すると、iSCSI ポートは以後、新しく設定されたポー
ト上の TCP 接続だけを許可します。

TCP 調整パラメータ
次の TCP パラメータを設定できます。

• 最小再送信タイムアウト
• キープアライブ タイムアウト
• 最大再送信回数（詳細については、「最大再送信回数の設定」（P.2-25）を参照してください）。
• Path MTU（詳細については、「パス MTU の設定」（P.2-25）を参照してください）。
• SACK（SACK は、iSCSI TCP 設定でデフォルトでイネーブルです）。
• ウィンドウ管理（iSCSI のデフォルトは、最大帯域幅 1 Gbps、最小使用可能帯域幅 70 Mbps、往
復時間 1 ミリ秒です）、（詳細については、「ウィンドウ管理の設定」（P.2-26）を参照してくださ
い）。

• バッファ サイズ（iSCSI のデフォルト送信バッファ サイズは 4096 KB です）、（詳細については、
「バッファ サイズの設定」（P.2-27）を参照してください）。
• ウィンドウ輻輳監視（デフォルトでイネーブルで、デフォルト バースト サイズは 50 KB）、（詳細
については、「輻輳の監視の設定」（P.2-26）を参照してください）。
• 最大遅延ジッタ（デフォルトでイネーブルで、デフォルト時間は 500 マイクロ秒です）。
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iSCSI ルーティング モード
Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチは、複数の iSCSI ルーティング モードをサポートします。モード
ごとにネゴシエーションを行う動作パラメータが異なり、長所も短所も異なります。また、適切な用途
も異なります。
• パススルー モード
パススルー モードでは、IPS モジュールまたは MPS 14/2 モジュールのポートがファイバ チャネル
ターゲットから読み取ったデータ フレームを変換し、バッファリングしないで 1 フレームずつ
iSCSI ホストに転送します。したがって、着信フレームを 1 つ受信すると、ただちに 1 つの iSCSI
着信データ PDU として送信されます。
反対方向では、IPS モジュールまたは MPS 14/2 モジュールのポートが、iSCSI ホストから送信で
きる iSCSI 書き込み送信データ PDU の最大サイズを、それを受信できるファイバ チャネル ター
ゲットで指定された最大データ サイズに制限します。その結果、iSCSI 送信データ PDU を 1 つ受
信すると、1 つのファイバ チャネル データ フレームとしてファイバ チャネル ターゲットに送信さ
れます。
どちらの方向でもバッファリングが行われないので、転送遅延が短縮される利点があります。しか
し、最大データ セグメント長が小さいので、ホスト システムの処理のオーバーヘッドが大きくな
り、ホストからのデータ転送パフォーマンスが下がるのが一般的です。このモードのもう 1 つの利
点は、iSCSI データ ダイジェストが可能になることです。これは TCP チェックサムで得られる以
上に、PDU で伝送される iSCSI データの完全性保護に有効です。

• ストア アンド フォワード モード（デフォルト）
ストア アンド フォワード モードでは、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのポートが交
換されたすべてのファイバ チャネル データ フレームを組み立て、1 つの大きい iSCSI 受信データ
PDU にしてから、iSCSI クライアントに転送します。
反対方向では、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのポートがホストに小さいデータ セグ
メント サイズを適用しないので、iSCSI ホストは任意のサイズ（最大 256 KB）の iSCSI 送信デー
タ PDU を送信できます。ポートはさらに、iSCSI 送信データ PDU 全体を受信するまで待機し、
PDU 全体を受信してから変換または分割して、ファイバ チャネル フレームをファイバ チャネル
ターゲットに転送します。
このモードの利点は、ホストからのデータ転送パフォーマンスが向上することです。欠点は、転送
遅延が大きくなることと、iSCSI データ ダイジェスト（CRC）を使用できないことです。

（注）

ストア アンド フォワード モードは、デフォルトの転送モードです。

• カットスルー モード
カットスルー モードを使用すると、ストア アンド フォワード モードより読み取り処理のパフォー
マンスが向上します。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのポートは、各ファイバ チャネ
ル受信データ フレームを受信すると、交換全体の完了を待たずに、ただちに iSCSI ホストに転送
することによって、パフォーマンスの向上を実現します。書き込み送信データの処理に関しては、
ストア アンド フォワード モードと差はありません。
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図 4-9 で、各 iSCSI ルーティング モードで交換されるメッセージを比較します。
図 4-9
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表 4-1 に、各 iSCSI ルーティング モードの長所と短所を示します。
表 4-1

iSCSI ルーティング モードの比較

モード

利点

欠点

パススルー

遅延が小さい。

データ転送パフォーマンスが低い。

データ ダイジェストが使用
可能。
ストア アンド フォ
ワード

データ転送パフォーマンスが データ ダイジェストが使用不可。
高い。

カットスルー

読み取りパフォーマンスがス ファイバ チャネル ターゲットが置換可能なさ
トア アンド フォワードより まざまなコマンド用の読み取りデータを送信し
た場合、最初のコマンドのデータはカットス
向上。
ルー モードで転送されますが、後続コマンドの
データはバッファリングされ、動作はストア ア
ンド フォワード モードと同じになります。
データ ダイジェストが使用不可。

注意

iSLB VRRP グループに属している iSCSI インターフェイスの転送モードを変更すると、インター
フェイスのロード バランシングが影響を受けます。「iSCSI インターフェイス パラメータの変更お
よびロード バランシングへの影響」（P.4-22）を参照してください。
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iSLB の概要
iSCSI サーバ ロード バランシング（iSLB）機能を使用すると、百単位、場合によっては千単位の発信
側からなる大規模な iSCSI 環境を容易に設定できます。iSLB には次の機能があります。
• 発信側ターゲットおよび自動ゾーンがサポートされるので、iSLB 発信側の設定が簡素化されます。
• Cisco Fabric Services（CFS）によって、ファブリックのすべての MDS スイッチに iSLB 発信側設
定が配信されるので、手動設定が不要になります。

• iSCSI ログイン リダイレクトおよび VRRP を使用することによって、iSLB 発信側のダイナミック
ロード バランシングが使用できます。

iSLB を使用しなかった場合、iSCSI を設定するために次の作業が必要になります。
• 次の作業を含め、MDS スイッチ上で複数の設定手順を実行する必要があります。
– スタティック pWWN および VSAN を使用した発信側の設定
– 発信側およびターゲットのゾーン分割設定
– （任意）仮想ターゲットの作成および発信側へのアクセス権付与
– MDS スイッチ上で発信側に作成したスタティック pWWN に基づく、発信側に関するスト
レージ システム上でのターゲット LUN マッピングおよびマスクの設定
• 複数の MDS スイッチに、設定を手動でコピーする必要があります。
• IPS ポートにロード バランシングはありません。次の例を参考にしてください。
– 仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）がサポートするのは、アクティブおよびバックアップだ
けであり、ロード バランシングはサポートしません。

– 複数の VRRP グループを使用し、さまざまなグループでホストを設定する必要があります。

iSLB には次の機能があります。
• 発信側ターゲットおよび自動ゾーンがサポートされるので、iSLB 発信側の設定が簡素化されます。
• Cisco Fabric Services（CFS）によって、ファブリックのすべての MDS スイッチに iSLB 発信側設
定が配信されるので、手動設定が不要になります。

（注）

CFS を使用した場合、ファブリック全体に配信されるのは、スタティック マッピングの
iSLB 発信側設定だけです。ダイナミックおよびスタティック マッピングの iSCSI 発信側
設定は配信されません。

• iSCSI ログイン リダイレクトおよび VRRP を使用することによって、iSLB 発信側のダイナミック
ロード バランシングが使用できます。

iSLB 発信側の概要
iSLB 発信側は、iSCSI 発信側が提供する機能のほかに、次の機能を提供します。
• iSLB 発信側は、iSLB 仮想ターゲットもサポートします。
• 発信側ターゲット：これらのターゲットは、特定の発信側に対して設定されます。
• iSCSI ログイン リダイレクトおよび VRRP を使用するロード バランシング：iSCSI ログイン リダ
イレクトがイネーブルの場合、IPS Manager はインターフェイスごとに計算した負荷に基づいて、
最良のインターフェイスに着信セッションをリダイレクトします。

• CFS を使用して行う他のスイッチへの設定配信
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iSLB 発信側は、iSCSI 発信側が提供する機能のほかに、次の機能を提供します。
• iSLB 発信側は、iSLB 仮想ターゲットもサポートします。これらのターゲットは iSCSI 仮想ター
ゲットときわめて類似していますが、アドバタイズ インターフェイス オプションがないので、

CFS を使用して配信可能であることが異なります。
• 発信側ターゲット：これらのターゲットは、特定の発信側に対して設定されます。
• iSCSI ログイン リダイレクトおよび VRRP を使用するロード バランシング：ロード バランシング
がイネーブルの場合、IPS Manager はインターフェイスごとに計算した負荷に基づいて、最良のイ
ンターフェイスに着信セッションをリダイレクトします。

• CFS を使用して行う他のスイッチへの設定配信

iSLB 発信側への WWN の割り当て
iSLB ホストは次のいずれかのメカニズムで、N ポートの WWN に対応付けられます。
• ダイナミック マッピング（デフォルト）
• スタティック マッピング

（注）

ヒント

iSLB 発信側の WWN 割り当ては、iSCSI 発信側の場合と同じです。ダイナミックおよびスタティック
マッピングについては、「iSCSI 発信側への WWN の割り当て」（P.4-9）を参照してください。

SystemAssign system-assign オプションの使用を推奨します。手動で WWN を割り当てる場合は、そ
れが固有の割り当てになるようにする必要があります（詳細については、『Fabric Configuration
Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください）。すでに割り当てられている WWN は使用できま
せん。
「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）の手順を参照してください。

iSLB 発信側ターゲット
デバイス エイリアスまたは pWWN を使用することによって、発信側ターゲットを設定できます。（任
意）次のオプション パラメータを 1 つまたは複数指定することもできます。

• セカンダリ pWWN
• セカンダリ デバイス エイリアス
• LUN マッピング
• IQN
• VSAN ID

（注）

ターゲットがオンラインの場合、VSAN ID は省略可能です。ターゲットがオンラインでは
ない場合、VSAN ID は必須です。

さらに、自動ゾーン分割をディセーブルにできます。
発信側ターゲットに IQN を設定する場合は、その名前を使用して発信側ターゲットを特定する必要が
あります。そうしないと、発信側ターゲットに一意の IQN が生成されます。
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iSLB セッション認証
IPS モジュールおよび MPS-14/2 モジュールは、ストレージへのアクセスを要求する iSLB ホストを認
証するための iSLB 認証メカニズムをサポートします。デフォルトでは、IPS モジュールおよび
MPS-14/2 モジュールは、iSCSI 発信側に関する CHAP または None 認証を許可します。認証を必ず使
用する場合は、CHAP 認証だけが許可されるようにスイッチを設定する必要があります。
CHAP のユーザ名またはシークレット検証では、Cisco MDS AAA インフラストラクチャでサポートお
よび許可されている任意の方式を使用できます（詳細については、『Security Configuration Guide,
Cisco DCNM for SAN』を参照してください）。AAA 認証は、RADIUS、TACACS+、またはローカル
認証デバイスをサポートします。

（注）

iSLB セッション認証の指定方法は、iSCSI の場合と同じです。「iSCSI セッション認証」（P.4-14）を
参照してください。

VRRP を使用するロード バランシング
iSLB に仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）ロード バランシングを設定できます。ホストは、ポータ
ル アドレスとして VRRP アドレスを指定して設定されています。VRRP マスター ポートは発信側から
最初の iSCSI セッションを受信すると、そのホスト用のバックアップ ポートを割り当てます。マス
ター ポートの障害時に回復が必要な場合は、 CFS によってこの情報がすべてのスイッチで同期化され
ます。発信側には、一時リダイレクト iSCSI ログイン応答が与えられます。ホストはその後、対応す
る物理 IP アドレスでバックアップ ポートにログインします。VRRP グループ内で、ロード バランシン
グがイネーブルに設定されているすべての iSCSI インターフェイスに、同じインターフェイス VSAN、
認証、プロキシ イニシエータ モード、および転送モードを設定する必要があります。
iSLB に仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）ロード バランシングを設定できます。図 4-10 に、iSLB
を使用したロード バランシングの例を示します。
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図 4-10

iSLB 発信側のロード バランシング例
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ホストは、ポータル アドレスとして VRRP アドレスを指定して設定されています。VRRP マスター
ポートは発信側から最初の iSCSI セッションを受信すると、そのホスト用のバックアップ ポートを割
り当てます。マスター ポートの障害時に回復が必要な場合は、CFS によってこの情報がすべてのス
イッチで同期化されます。発信側には、一時リダイレクト iSCSI ログイン応答が与えられます。ホス
トはその後、対応する物理 IP アドレスでバックアップ ポートにログインします。バックアップ ポート
が停止した場合、ホストはマスター ポートに戻ります。マスター ポートは CFS によって、バックアッ
プ ポートが停止したことを認識し、ホストを別のバックアップ ポートにリダイレクトします。

（注）

IPS モジュールとイーサネット スイッチ間にイーサネット ポートチャネルが設定されている場合は、
VRRP によるロード バランシングを正常に動作させるために、イーサネット スイッチ上のロード バラ
ンシング ポリシーをポート番号ではなく、送信元 / 宛先 IP アドレスだけに基づいたものにする必要が
あります。

（注）

ヒント

発信側をマスター インターフェイスの物理 IP アドレスにリダイレクトすることもできます。

iSLB VRRP ロード バランシングは、セッション数ではなく iSLB 発信側の数に基づいて実行されま
す。ターゲットの多い iSLB 発信側は（セッション数が結果的に多くなるので）、他の iSLB 発信側より
大きいロード メトリックを指定して設定する必要があります。たとえば、ターゲットの多い iSLB 発信
側のロード メトリックをデフォルト値の 1000 から 3000 に引き上げることができます。
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注意

iSLB 対応として設定されたギガビット イーサネット インターフェイスが所属できる VRRP グルー
プは 1 つだけです。これは、リダイレクトされたセッションが VRRP IP アドレスまたはグループに
関する情報を伝達しないからです。この制限によって、スレーブ バックアップ ポートは所属先の
VRRP グループを一意のものとして識別できます。

iSCSI インターフェイス パラメータの変更およびロード バランシングへの
影響
VRRP グループ内で、ロード バランシングがイネーブルに設定されているすべての iSCSI インター
フェイスに、同じインターフェイス VSAN、認証、プロキシ イニシエータ モード、および転送モード
を設定する必要があります。VRRP グループ内の iSCSI インターフェイスで、これらのパラメータの
いずれかを変更しなければならない場合は、一度に 1 つずつ、インターフェイスを処理する必要があり
ます。VRRP グループの一部のインターフェイスでパラメータが変更され、他のインターフェイスで
は変更されていない移行期の間、マスター ポートは新しい発信側をリダイレクトする代わりにローカ
ルで処理します。

注意

VRRP グループに含まれる iSCSI インターフェイスの VSAN、プロキシ発信側、認証、および転送
モードを変更すると、セッションが繰り返し停止することがあります。

ギガビット イーサネット インターフェイスを選択した場合の VRRP ロー
ド バランシング アルゴリズム
発信側から iSCSI セッション要求を受信した VRRP マスターは、VRRP グループに含まれるインター
フェイスの 1 つに対して既存のマッピングがあるかどうかを最初に調べます。該当するマッピングがあ
る場合、VRRP マスターは発信側をそのインターフェイスにリダイレクトします。該当するマッピン
グがない場合、VRRP マスターは負荷が最小のインターフェイスを選択し、発信側の iSLB メトリック
（重み）を使用して、選択したインターフェイスの負荷を更新します。

（注）

VRRP マスター インターフェイスは特別に扱い、他のインターフェイスに比べて小さい負荷で済むよ
うにする必要があります。これは、セッションごとにマスター インターフェイスがリダイレクト作業
を実行するためです。新しい発信側は、他のすべてのインターフェイスで次の条件が満たされている場
合のみ、マスター インターフェイスに割り当てられます。

VRRP バックアップ インターフェイスの負荷 > [2 × VRRP マスター インターフェイスの負荷 + 1]

CFS を使用した iSLB 設定配信の概要
iSLB 発信側および MDS スイッチ上の発信側ターゲットに設定を配信できます。この機能を使用する
と、1 台の MDS スイッチのコンソールから、ファブリック全体で iSLB の設定を同期化できます。
iSCSI 発信側アイドル タイムアウト、グローバル認証、および iSCSI ダイナミック イニシエータ モー
ド パラメータも配信されます。CFS 配信は、デフォルトではディセーブルになっています。
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MDS スイッチにおける iSLB 発信側および発信側ターゲットの設定は、Cisco Fabric Services（CFS）
を使用して配信できます。この機能を使用すると、1 台の MDS スイッチのコンソールから、ファブ
リック全体で iSLB の設定を同期化できます。iSCSI 発信側アイドル タイムアウト、iSCSI ダイナミッ
ク イニシエータ モード、およびグローバル認証パラメータも配信されます。CFS 配信はデフォルトで
ディセーブルです（詳細については、『System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for
SAN』を参照してください）。
配信をイネーブルにすると、最初の設定によって暗黙セッションが開始されます。それ以降に入力され
たすべてのサーバ設定変更は、一時データベースに保存され、データベースを明示的にコミットしたと
きに、ファブリック内のすべてのスイッチ（送信元スイッチを含む）に適用されます。

iSLB に対して CFS がイネーブルの場合は、最初の iSLB 設定処理によって CFS セッションが開始さ
れ、ファブリック内の iSLB コンフィギュレーションがロックされます。設定変更は、保留中の設定
データベースに適用されます。ファブリックに対して変更を行うと、保留中の設定がファブリック内の
すべてのスイッチに配信されます。その後、スイッチごとにコンフィギュレーションが検証されます。
このチェックによって、次の保証が得られます。

• iSLB 発信側に割り当てられた VSAN は、すべてのスイッチ上で設定されている。
• iSLB 発信側に設定されたスタティック WWN は一意であり、すべてのスイッチで使用できる。
• iSLB 発信側ノード名は、すべてのスイッチ上の iSCSI 発信側と衝突しない。
チェックが正常に完了すると、すべてのスイッチが保留中の設定を実行コンフィギュレーションにコ
ミットします。チェックが失敗した場合は、コミット全体が失敗します。

（注）

iSLB が全面的にサポートされるのは、CFS がイネーブルの場合だけです。CFS モードをイネーブルに
しないで iSLB 自動ゾーン分割を使用すると、ゾーン セットをアクティブにしたときに、トラフィック
が中断することがあります。

（注）

CFS は非 iSLB 発信側設定を配信しません。また、ファイバ チャネル ターゲット設定をインポートし
ません。
非 iSLB 仮想ターゲットは引き続き、アドバタイズされたインターフェイス オプションをサポートします。

ヒント

保留中の変更は volatile ディレクトリだけで使用でき、スイッチを再起動すると廃棄されます。

ファブリックのロック
既存の設定を変更するときの最初のアクションによって、保留中の設定が作成され、ファブリック内の
機能がロックされます。ファブリックをロックすると、次の条件が適用されます。

• 他のユーザがこの機能の設定に変更を加えることができなくなります。
• アクティブな設定をコピーすると保留中の設定が作成されます。これ以後の変更は保留設定に対し
て行われ、アクティブな設定（およびファブリック内の他のスイッチ）に変更をコミットするか、
または変更を廃棄するまで、保留設定にとどまります。

（注）

iSLB CFS セッションがアクティブな場合は、iSCSI の設定変更は認められません。
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CFS マージ プロセス
2 つのファブリックでマージする場合、CFS は両方のファブリックから iSLB のコンフィギュレーショ
ンをマージしようとします。一方のファブリックの指定スイッチ（上位スイッチ）が自身の iSLB 設定
を他方のファブリックの指定スイッチ（下位スイッチ）に送信します。下位スイッチは自身の実行コン
フィギュレーションと受信したコンフィギュレーションを比較し、矛盾の有無を調べます。矛盾が見つ
からなかった場合は、2 つのコンフィギュレーションをマージして、両方のファブリックのすべてのス
イッチに送信します。その後、スイッチごとにコンフィギュレーションが検証されます。このチェック
によって、次の保証が得られます。
• iSLB 発信側に割り当てられた VSAN は、すべてのスイッチ上で設定されている。
• iSLB 発信側に設定されたスタティック WWN は一意であり、すべてのスイッチで使用できる。
• iSLB 発信側ノード名は、すべてのスイッチ上の iSCSI 発信側と衝突しない。
このチェックが正常に完了すると、下位スイッチはすべてのスイッチに、マージされたコンフィギュ
レーションを実行コンフィギュレーションにコミットするように指示します。チェックに失敗した場合
は、マージが失敗します。

iSLB CFS マージ ステータスの矛盾
マージで矛盾が生じる場合があります。マージで次の矛盾が生じた場合は、ユーザの介入が必要です。

• iSCSI グローバル認証または iSCSI 発信側アイドル タイムアウトのパラメータが、2 つのファブ
リックで同じ設定になっていない。

• 同じ iSLB 発信側の設定が 2 つのファブリックでそれぞれ異なる。
• 一方のファブリックの iSLB 発信側に、他方のファブリックの iSCSI 発信側と同じ名前が与えられ
ている。

• 2 つのファブリックで重複する pWWN/nWWN の設定が見つかった。たとえば、一方のファブ
リックの iSLB 発信側に設定された pWWN/nWWN が、他方のファブリックの iSCSI 発信側また
は別の iSLB 発信側に設定されているなどです。
• 一方のファブリックの iSLB 発信側に設定された VSAN が他方のファブリックに存在しない。

ヒント

マージの矛盾の詳細については、Syslog を調べてください。
同じ iSLB 発信側に、衝突しない別の発信側ターゲット セットがある場合は、ユーザの介入は不要で
す。マージされたコンフィギュレーションは、すべての発信側ターゲットの和集合です。

iSCSI ハイ アベイラビリティ
iSCSI 設定で使用できるハイ アベイラビリティ機能は、次のとおりです。
• 「透過型ターゲット フェールオーバー」（P.4-25）
• 「マルチパス ソフトウェアが稼動しているホストでの iSCSI ハイ アベイラビリティ」（P.4-25）
• 「マルチパス ソフトウェアを使用していないホストでの iSCSI HA」（P.4-26）
• 「ストレージ ポート フェールオーバー用の LUN トレスパス」（P.4-27）
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透過型ターゲット フェールオーバー
iSCSI 設定で使用できるハイ アベイラビリティ機能は、次のとおりです。
• マルチパス ソフトウェアが稼動しているホストでの iSCSI ハイ アベイラビリティ：このトポロジ
では、あらゆるコンポーネントの障害から回復できます。ホストのマルチパス ソフトウェアがス
トレージにアクセスする別のパスで、ロード バランシングまたはフェールオーバーを処理します。

• マルチパス ソフトウェアのないホストでの iSCSI ハイ アベイラビリティ：マルチパス ソフトウェ
アのないホストは、同じストレージへの複数のパスについて、情報が得られません。

マルチパス ソフトウェアが稼動しているホストでの iSCSI ハイ アベイラビリティ
図 4-11 に、マルチパス ソフトウェアが稼動しているホストの iSCSI HA ソリューションに対応する物
理および論理トポロジを示します。このシナリオでは、ホストに 4 つの iSCSI セッションがあります。
各ホスト NIC から 2 つの IPS ポートへの iSCSI セッションが 2 つあります。
図 4-11

マルチパス ソフトウェアが稼動しているホスト
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各 IPS ポートはストレージの 2 つの同じファイバ チャネル ターゲット ポートをエクスポートします
が、ダイナミック iSCSI ターゲットを使用している場合、iSCSI ターゲット名は異なります。したがっ
て、2 つの IPS ポートで合計 4 つの iSCSI ターゲット デバイスをエクスポートします。この 4 つの
iSCSI ターゲットは、ファイバ チャネル ターゲットの同じ 2 つのポートをマッピングします。
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iSCSI ホストは NIC-1 を使用して、IPS ポート 1 に接続し、NIC-2 を使用して IPS ポート 2 に接続し
ます。各 IPS ポートは 2 つの iSCSI ターゲットをエクスポートするので、iSCSI ホストは 4 つの iSCSI
セッションを作成します。

iSCSI ホストの NIC-1 で障害が発生した場合（図 4-11 を参照）、セッション 1 および 2 は失敗します
が、セッション 3 および 4 がまだ残っています。
IPS ポート 1 で障害が発生した場合、iSCSI ホストは IPS ポートに接続できないので、セッション 1 お
よび 2 が失敗します。しかし、セッション 3 および 4 はそのまま使用できます。
ストレージのポート 1 に障害が発生すると、IPS ポートはセッション 1 とセッション 3 を終了します
（iSCSI 仮想ターゲットの iqn.com.cisco.mds-5.1-2.p1 および iqn-com.cisco.mds-5.1-1.p1 をオフライン
の状態にします）。しかし、セッション 2 および 4 はそのまま使用できます。
このトポロジでは、あらゆるコンポーネントの障害から回復できます。ホストのマルチパス ソフト
ウェアがストレージにアクセスする別のパスで、ロード バランシングまたはフェールオーバーを処理
します。

マルチパス ソフトウェアを使用していないホストでの iSCSI HA
ホストにマルチパス ソフトウェアがない場合、ホストは同じストレージに複数のセッションを実行す
るので、上記のトポロジは当てはまりません。マルチパス ソフトウェアを使用していないホストは、
同じストレージへの複数のパスについて、情報が得られません。

IP ストレージには、このシナリオで HA ソリューションを提供する機能が、他に 2 つあります。
• IPS ポートが VRRP 機能をサポートします
• IPS には、iSCSI スタティック仮想ターゲットに関して、透過型のファイバ チャネル ターゲット
フェールオーバー機能があります。
スタティックにインポートされた iSCSI ターゲットは、別の方法でファイバ チャネル ターゲットにセ
カンダリ pWWN を提供することもできます。この方法は、複数の冗長ポートで LU を認識できるよう
に物理ファイバ チャネル ターゲットが設定されている場合に使用できます。アクティブ ポートに障害
が発生した場合は、セカンダリ ポートがアクティブになり、iSCSI セッションは新規アクティブ ポー
トを使用するように切り替わります（図 4-12 を参照）。
図 4-12

2 つのファイバ チャネル ポートを介したスタティック ターゲット インポート
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図 4-12 では、pWWN1 および pWWN2 の両方にマッピングされた iSCSI 仮想ターゲットを作成して、
ファイバ チャネル ターゲットに冗長アクセスを行うことができます。
セカンダリ ポートへのフェールオーバーは、ホストからの iSCSI セッションに影響を与えることなく、
IPS ポートから透過的に実行されます。プライマリ ポートに障害が発生した場合は、すべての未処理入
出力が終了し、状態確認ステータスになります。フェールオーバーが未完了の間に受信された新規入出
力は、ビジー ステータスを受け取ります。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN

4-26

OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

第4章

iSCSI の設定
iSCSI について

ヒント

LUN マッピングを使用すると、別のセカンダリ ファイバ チャネル LUN を定義できます（LU 番号が
異なる場合）。
プライマリ ポートが再起動した場合に、IPS ポートがプライマリ ポートに再び切り替わるようにする
には、revert-primary port オプションをイネーブルにします。このオプションがディセーブル（デ
フォルト）の場合は、スイッチオーバーのあとにプライマリ ポートを再起動しても、元のセッション
は引き続きセカンダリ ポートにとどまり、プライマリ ポートに切り替わりません。ただし、新規セッ
ションはプライマリ ポートを使用します。これは、プライマリおよびセカンダリ ポートが同時に使用
される唯一の状況です。

ストレージ ポート フェールオーバー用の LUN トレスパス
スタティックにインポートされた iSCSI ターゲットにハイ アベイラビリティをもたらす以外に、アク
ティブ ポートで障害が発生した場合に、トレスパス機能を使用して、スタティックにインポートされ
た iSCSI ターゲットのアクティブ ポートからパッシブ ポートに LU を移動できます。

2 つのファイバ チャネル N ポートで LU を認識できるように設定された物理ファイバ チャネル ター
ゲットでは、アクティブ ポートに障害が発生した場合、パッシブ ポートが処理を引き継ぎます。一部
の物理ファイバ チャネル ターゲットでは、アクティブ ポートからパッシブ ポートに LU を移動する場
合に、トレスパス機能を使用する必要があります。スタティックにインポートされた iSCSI ターゲッ
トのセカンダリ pWWN オプション、およびトレスパス機能をイネーブルにする追加オプションは、冗
長ポートを持つ物理ファイバ チャネル ターゲットに使用できます。アクティブ ポートに障害が発生す
ると、パッシブ ポートがアクティブになります。トレスパス機能がイネーブルの場合、Cisco MDS ス
イッチは、LU を新規アクティブ ポート上に移動するようターゲットに要求を送信します。新しいアク
ティブ ポートを使用するように iSCSI セッションが切り替わり、移動した LU は新しいアクティブ
ポートを介してアクセスされます（図 4-13 を参照）。
図 4-13

アクティブ プライマリ ポートを含む仮想ターゲット

pWWN a1:94:cc
fcid 0x550002
ࡊࠗࡑ
IP ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

IP ࠕ࠼ࠬ 10.1.1.1
iqn.initiator.abc

FC

ࠞࡦ࠳

IP ࠕ࠼ࠬ 10.1.1.2
iqn.virtual-target.abc

pWWN a1:97:ac
fcid 0610003

105219

iSCSI

同じ IP ネットワークに接続された複数の IPS ポート
図 4-14 に、同じ IP ネットワーク内に複数のギガビット イーサネット インターフェイスが設定された
例を示します。
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図 4-14

同じ IP ネットワーク内の複数のギガビット イーサネット インターフェイス
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ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

ࡀ࠶࠻ࡢࠢ ࡐ࠲࡞ 10.1.10.100

IP-10.1.1.1

iqn.host-1
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lqn.com.cisco.mds.5-3.gw.p1

iSCSI

FC

lqn.com.cisco.mds.2-1.gw.p1
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IP-10.1.1.1

ࡀ࠶࠻ࡢࠢ ࡐ࠲࡞ 10.1.1.1

HBA

iqn.host-1

図 4-14 では、各 iSCSI ホストは物理ファイバ チャネル ターゲット（異なる名前のターゲット）ごとに
2 つの iSCSI ターゲットを検出します。ホスト上のマルチパス ソフトウェアは、両方のパスでロード
バランシングを行います。いずれかのギガビット イーサネット インターフェイスに障害が発生しても、
ホストのマルチパス対応ソフトウェアは別のパスを使用できるので、影響を受けません。

VRRP ベースのハイ アベイラビリティ
図 4-15 に、VRRP ベース iSCSI ハイ アベイラビリティの設定例を示します。
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図 4-15

VRRP ベースの iSCSI ハイ アベイラビリティ
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図 4-15 では、各 iSCSI ホストは物理ファイバ チャネル ターゲットごとに 1 つの iSCSI ターゲットを
検出します。VRRP マスターのギガビット イーサネット インターフェイスに障害が発生すると、
iSCSI セッションが終了します。別のギガビット イーサネット インターフェイスが新しいマスターと
して仮想 IP アドレスを引き継ぐため、ホストはターゲットに再接続し、セッションが起動します。
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イーサネット ポートチャネル ベースのハイ アベイラビリティ
（注）

1 つの iSCSI リンクのすべての iSCSI データ トラフィックは、1 つの TCP 接続上で伝送されます。し
たがって、この iSCSI リンクの集約帯域幅は 1 Gbps になります。
図 4-16 に、イーサネット ポートチャネル ベース iSCSI ハイ アベイラビリティの設定例を示します。
図 4-16

イーサネット ポートチャネルベースの iSCSI ハイ アベイラビリティ
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図 4-16 では、各 iSCSI ホストは物理ファイバ チャネル ターゲットごとに 1 つの iSCSI ターゲットを
検出します。iSCSI ホストから iSCSI 仮想ターゲット（IPS ポート上）への iSCSI セッションでは、2
つの物理インターフェイスのうちの 1 つを使用します（1 つの iSCSI セッションが 1 つの TCP 接続を
使用するため）。ギガビット イーサネット インターフェイスに障害が発生すると、IPS モジュールおよ
びイーサネット スイッチはすべてのフレームを別のギガビット イーサネット インターフェイスに透過
的に転送します。

（注）

IPS モジュールとイーサネット スイッチ間にイーサネット ポートチャネルが設定されている場合は、
VRRP によるロード バランシングを正常に動作させるために、イーサネット スイッチ上のロード バラ
ンシング ポリシーをポート番号ではなく、送信元 / 宛先 IP アドレスだけに基づいたものにする必要が
あります。

iSNS
Internet Storage Name Service（iSNS）を使用すると、iSCSI デバイスの検出、管理、および設定の自
動化により、既存の TCP/IP ネットワークが SAN としてより効率的に機能できるようになります。そ
の実現のために、iSNS サーバおよびクライアントは、次のように動作します。
• iSNS クライアントは、使用するとアクセスできる iSCSI ポータルおよびすべての iSCSI デバイス
を iSNS サーバに登録します。
• iSNS サーバは、iSNS クライアントに次のサービスを提供します。
– デバイス登録
– ステート変更通知
– リモート ドメイン検出サービス

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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iSNS クライアントとして動作するすべての iSCSI デバイス（発信側およびターゲットの両方）を、
iSNS サーバに登録できます。iSCSI 発信側はさらに、iSNS サーバにクエリーを送信して、ターゲット
のリストを取得できます。iSNS サーバは応答として、クエリーの送信元クライアントが設定されてい
るアクセス コントロール パラメータに基づいてアクセスできるターゲットのリストを提供します。

Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチは、iSNS クライアントとして動作可能であり、使用可能なすべて
の iSCSI ターゲットを外部 iSNS サーバに登録できます。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュール
が搭載されている Cisco MDS 9000 ファミリのスイッチはすべて、iSNS サーバ機能をサポートします。
したがって、iSCSI 発信元などの外部 iSNS クライアントをスイッチに登録し、SAN で使用可能なすべ
ての iSCSI ターゲットを検出できます。

iSNS クライアント機能の概要
Internet Storage Name Service（iSNS）を使用すると、iSCSI デバイスの検出、管理、および設定の自
動化により、既存の TCP/IP ネットワークが SAN としてより効率的に機能できるようになります。
iSNS クライアントは、使用するとアクセスできる iSCSI ポータルおよびすべての iSCSI デバイスを
iSNS サーバに登録します。iSNS クライアントとして動作するすべての iSCSI デバイス（発信側およ
びターゲットの両方）を、iSNS サーバに登録できます。iSNS クライアントが iSNS サーバにオブジェ
クトを登録 / 登録解除できない場合（クライアントが iSNS サーバに TCP 接続できない場合など）、こ
の iSNS クライアントは継続的に、関連するインターフェイスのすべての iSNS オブジェクトを iSNS
サーバに再登録しようとします。
各 IPS インターフェイス（ギガビット イーサネット インターフェイス、サブインターフェイス、また
はポートチャネル）の iSNS クライアント機能によって、iSNS サーバに情報が登録されます。
インターフェイスにプロファイルをタグ付けすると、スイッチはプロファイル内の iSNS サーバ IP ア
ドレスへの TCP 接続を開始し（既知の iSNS ポート番号 3205 を使用）、ネットワーク エンティティお
よびポータル オブジェクトを登録します。IPS インターフェイスごとに一意のエンティティが対応付け
られます。スイッチはさらに、ファイバ チャネル ネーム サーバ（FCNS）データベースおよびスイッ
チの設定を検索し、iSNS サーバに登録するストレージ ノードを検出します。

FCNS データベースにファイバ チャネル pWWN が対応付けられていて、アクセス コントロールが設
定されていない場合は、スタティックにマッピングされた仮想ターゲットが登録されます。ダイナミッ
ク ターゲット インポートがイネーブルの場合は、ダイナミックにマッピングされたターゲットが登録
されます。iSCSI によるファイバ チャネル ターゲット インポートの詳細については、
「iSCSI ターゲッ
トとしてのファイバ チャネル ターゲットの提示」（P.4-4）を参照してください。
設定変更（アクセス コントロールの変更、ダイナミック インポートのディセーブル化など）が発生し
たために、またはファイバ チャネル ストレージ ポートがオフラインになったために、ストレージ ノー
ドを使用できなくなった場合は、ストレージ ノードが iSNS サーバから登録解除されます。ストレージ
ノードがオンラインに戻ると、ストレージ ノードが再登録されます。

iSNS クライアントが iSNS サーバにオブジェクトを登録 / 登録解除できない場合（クライアントが
iSNS サーバに TCP 接続できない場合など）、この iSNS クライアントは継続的に、関連するインター
フェイスのすべての iSNS オブジェクトを iSNS サーバに再登録しようとします。iSNS クライアントで
使用される登録インターバル値は 15 分です。クライアントがこのインターバルの間に登録を更新でき
なかった場合、サーバはエントリの登録を解除します。
プロファイルのタグ付けを解除すると、ネットワーク エンティティおよびポータルも該当するイン
ターフェイスから登録解除されます。

（注）

iSNS クライアントは VRRP インターフェイスではサポートされません。
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iSNS サーバ機能の概要
イネーブルの場合、Cisco 9000 ファミリ MDS スイッチ上の iSNS サーバは登録されているすべての
iSCSI デバイスを追跡します。その結果、iSNS クライアントは iSNS サーバにクエリーを送信するこ
とによって、他の iSNS クライアントを突き止めることができます。 iSNS サーバは次の機能も提供し
ます。

• iSNS クライアントを登録および登録解除できるようにします。また、iSNS クライアントから
iSNS サーバに登録されている他の iSNS クライアントを照会できるようにします。
• 特定の発信側からターゲットへのアクセスを許可または拒否する、アクセス コントロールの実施
を集中管理します。

• 登録されている iSNS クライアントが、他の iSNS クライアントのステータス変更に関する変更通
知を受け取るための通知方式を提供します。

• ファイバ チャネル デバイスと iSCSI デバイスの両方について、1 つのアクセス コントロール設定
で対応できます。

• iSCSI 発信側に直接 IP 接続していない iSCSI ターゲットを検出します。

iSNS クライアントの登録および登録解除
iSNS クライアントは登録が完了するまで、iSNS サーバにクエリーを送信できません。iSNS クライア
ントの登録解除は、明示的に行うことも、iSNS サーバが（ESI モニタリングによって）クライアント
に到達できないことを検出した時点で行われることもあります。

iSNS クライアントの登録および登録解除によって、Status Change Notification （SCN; ステータス変
更通知）が生成され、関係するすべての iSNS クライアントに送信されます。

ターゲットの検出
iSCSI 発信側は、iSNS サーバにクエリーを送信することによってターゲットを検出します。サーバは
ターゲット リストを検索する DevGetNext 要求をサポートします。また、接続先 IP アドレスまたは
ポート番号など、ターゲットおよびポータルの詳細を調べる DevAttrQuery をサポートします。
iSNS クライアントからクエリー要求を受信した iSNS サーバは、FCNS に問い合せて、クエリー元で
ある発信側がアクセスできるファイバ チャネル ターゲットのリストを取得します。このクエリーの結
果は、発信側のその時点でアクティブなゾーン分割の設定および現在の設定（複数可）によって決まり
ます。iSNS サーバはその後、iSCSI ターゲットの設定（仮想ターゲットおよびダイナミック インポー
ト設定）を使用して、ファイバ チャネル ターゲットを同等の iSCSI ターゲットに変換します。この段
階で、仮想ターゲットにアクセス コントロールが設定されている場合は、それも適用されます。さら
に、ターゲットの詳細を記した応答メッセージがクエリー発信側に戻されます。
iSNS サーバは、可能性のあるターゲットおよびポータルをすべて指定し、統合した応答をクエリー元
である発信側に送信します。たとえば、ファイバ チャネル ターゲットがさまざまな IPS インターフェ
イス上で異なる iSCSI ターゲットとしてエクスポートされる場合、iSNS サーバは可能性のあるすべて
の iSCSI ターゲットおよびポータルを示したリストで応答します。
最新のターゲット リストを維持するために、iSNS サーバは iSCSI ターゲットが到達可能または到達不
能になるたびに、クライアントに State Change Notification（SCN; ステート変更通知）を送信します。
クライアントはその場合、iSNS クエリーをもう一度開始することによって、アクセス可能なターゲッ
トのリストを再検出することが想定されています。iSCSI ターゲットの到達可能性が変化するのは、次
のいずれかが発生した場合です。

• ターゲットがアップまたはダウンする。
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• FC ターゲットのダイナミック インポート設定が変更される。
• ゾーン セットが変更される。
• デフォルトのゾーン アクセス コントロールが変更される。
• IPS インターフェイスのステートが変化する。
• 発信側の設定変更によって、ターゲットがアクセス可能またはアクセス不能になる。

クラウド検出の概要
クエリー要求を受信した iSNS サーバは、発信側がターゲットに到達するために通過できる、使用可能
なターゲットおよびポータルのリストで応答します。MDS スイッチ外部の IP ネットワーク設定によっ
て、発信側から到達できるのがギガビット イーサネット インターフェイスのサブセットだけになる場
合があります。発信側に戻されたポータル セットに到達できるようにするには、所定の発信側から到
達できるギガビット イーサネット インターフェイス セットを iSNS サーバで認識する必要があります。

（注）

iSNS クラウド検出は、Cisco Fabric Switch for IBM BladeCenter および Cisco Fabric Switch for HP
c-Class BladeSystem ではサポートされません。
iSNS クラウド検出機能は、スイッチ上のインターフェイスをばらばらの IP クラウドに分割することに
よって、発信側から到達できる各種インターフェイスの情報を iSNS サーバに提供します。この検出で
は、その時点でアップしている他のあらゆる既知の IPS ポートにメッセージを送信し、応答（または応
答がないこと）によって、リモート IPS ポートが同一 IP ネットワークにあるのか、それとも別の IP
ネットワークにあるのかを判別します。
クラウド検出は、次のイベントが発生したときに開始されます。

• CLI からの手動要求によって、CLI からクラウド検出が開始される。この動作によって、既存のメ
ンバーシップが破棄され、新しいメンバーシップが作成されます。

• インターフェイスの自動検出により、インターフェイスが適切なクラウドに割り当てられる。他の
すべてのクラウド メンバーは影響を受けません。各クラウドのメンバーシップは増分方式で作成
され、次のイベントによって開始されます。

– ギガビット イーサネット インターフェイスがアップする（ローカルまたはリモート ギガビッ
ト イーサネット インターフェイス）。

– ギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスが変更される。
– ポートの VRRP 設定が変更される。

iSNS サーバは CFS を使用して、あらゆるスイッチにクラウドおよびメンバーシップ情報を配信しま
す。したがって、ファブリック内のすべてのスイッチでクラウド メンバーシップ ビューが一致します。

（注）

iSNS クラウド検出で CFS 配信が正しく行われるようにするには、ファブリック内のすべてのスイッチ
で Cisco SAN-OS Release 3.0(1) または NX-OS 4.1(1b) 以降が稼動している必要があります。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

4-33

第4章

iSCSI の設定

iSCSI のライセンス要件

iSCSI のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
ライセンス

ライセンスの説明

MPS-14/2 モジュールまたは Cisco MDS 9216i ス
イッチを使用した iSCSI および FCIP の IP
Security（IPSec）プロトコル。

エンタープライズ パッケージ
（ENTERPRISE_PKG）

注意事項と制限
iSLB の設定に関しては、次の限度があります。
• ファブリックでサポートされる iSLB および iSCSI 発信側の最大数は 2000 です。
• 透過型またはプロキシ イニシエータ モードで IPS ポートがサポートする iSLB および iSCSI セッ
ションの最大数は 500 です。
• ファブリックでサポートされる iSLB 発信側の最大数は 2000 です。
•

透過型またはプロキシ イニシエータ モードにおいて、各 IPS ポートの最大 iSLB セッション数は

500 です。
• CFS 配信をイネーブルにした iSLB を使用できるファブリック内のスイッチの最大数は 4 です。
• 保留中の設定に追加できる新規 iSLB 発信側の最大数は 200 です。発信側をそれ以上追加する場合
は、設定をいったんコミットする必要があります。

• 実行コンフィギュレーションで 200 を超える iSLB 発信側を設定している場合、iSCSI をディセーブ
ルにできません。iSLB 発信側を 200 未満に減らしてから、iSCSI をディセーブルにしてください。
• CFS の配信を使用しないで iSLB を使用することは可能ですが、iSLB 自動ゾーン機能を使用した
場合、ゾーン セットがアクティブになった時点で、トラフィックが中断されます。

• IVR および iSLB 機能が同じファブリックでイネーブルの場合、ファブリック内に両方の機能がイ
ネーブルのスイッチが少なくとも 1 つは必要です。ゾーン分割関連の設定およびアクティブ化（標
準ゾーン、IVR ゾーン、または iSLB ゾーン）は、このスイッチ上で実行する必要があります。そ
うしないと、ファブリック内のトラフィックが中断することがあります。

デフォルト設定
表 4-2 に、iSCSI パラメータのデフォルト値を示します。
表 4-2

デフォルトの iSCSI パラメータ

パラメータ

デフォルト

TCP 接続の数
minimum-retransmit-time

iSCSI セッションごとに 1 つ
300 ミリ秒

keepalive-timeout

60 秒

max-retransmissions

4回

PMTU ディスカバリ
pmtu-enable reset-timeout

イネーブル

3600 秒
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表 4-2

デフォルトの iSCSI パラメータ （続き）

パラメータ

デフォルト

SACK

イネーブル

max-bandwidth

1 Gbps

min-available-bandwidth

70 Mbps

round-trip-time
バッファ サイズ

1 ミリ秒
4096 KB

制御 TCP およびデータ接続

パケットの送信なし

TCP 輻輳ウィンドウ モニタリング

イネーブル

バースト サイズ

50 KB

Jitter

500 マイクロ秒

TCP 接続モード

アクティブ モードがイネーブル

iSCSI へのファイバ チャネル ターゲット

未インポート

iSCSI ターゲットのアドバタイズ

すべてのギガビット イーサネット インターフェイス、サ
ブインターフェイス、PortChannel インターフェイス、お
よび PortChannel サブインターフェイスでアドバタイズ

仮想ファイバ チャネル ホストへの iSCSI
ホストのマッピング

動的マッピング

ダイナミック iSCSI 発信側

VSAN 1 のメンバー

発信側の識別

iSCSI ノード名

スタティック仮想ターゲットのアドバタイ
ズ

仮想ターゲットへのアクセスを許可されているイニシエー
タはありません（明示的に設定されている場合を除く）

iSCSI ログイン認証
revert-primary-port

CHAP または非認証メカニズム

ヘッダーおよびデータ ダイジェスト

iSCSI 発信側が要求を送信した時点で自動的にイネーブ
ル。ストア アンド フォワード モードの場合、この機能
は設定不可および使用不可

iSNS 登録インターバル
iSNS 登録インターバルの再試行回数

60 秒（設定不可）
3

ファブリック配信

ディセーブル

ディセーブル

表 4-3 に、iSLB パラメータのデフォルト値を示します。
表 4-3

デフォルトの iSLB パラメータ

パラメータ

デフォルト

ファブリック配信

ディセーブル

ロード バランシング メトリック

1000

iSCSI の設定
ここでは、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ上で iSCSI を設定する方法について説明します。
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ここでは、次の内容について説明します。

• 「iSCSI のイネーブル化」（P.4-36）
• 「iSCSI インターフェイスの作成」（P.4-37）
• 「iSCSI Wizard の使用法」（P.4-37）
• 「ダイナミック マッピングのイネーブル化」（P.4-38）
• 「スタティック マッピングの作成」（P.4-38）
• 「スタティック iSCSI ターゲットのアドバタイズ」（P.4-39）
• 「発信側識別の指定」（P.4-40）
• 「iSCSI 発信側のアイドル タイムアウトの設定」（P.4-40）
• 「スタティック マッピングの設定」（P.4-41）
• 「ダイナミック iSCSI 発信側 WWN マッピングをスタティックにする方法」（P.4-41）
• 「WWN の衝突チェック」（P.4-42）
• 「プロキシ イニシエータの設定」（P.4-42）
• 「iSCSI ホストの VSAN メンバーシップの設定」（P.4-43）
• 「iSCSI インターフェイスのデフォルト ポート VSAN の設定」（P.4-43）
• 「ゾーン データベースへの iSCSI 発信側の追加」（P.4-44）
• 「iSCSI のアクセス コントロールの設定」（P.4-44）
• 「iSCSI ユーザの AAA 認証の設定」（P.4-45）
• 「認証メカニズムの設定」（P.4-45）
• 「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）
• 「iSLB 発信側の VSAN メンバーシップ割り当て」（P.4-50）
• 「iSLB 発信側および発信側ターゲット用のゾーンの設定およびアクティブ化」（P.4-52）
• 「iSLB 発信側認証の制限」（P.4-52）

iSCSI のイネーブル化
iSCSI 機能を使用するには、ファブリック内の目的のスイッチ上で iSCSI を明示的にイネーブルにする
必要があります。別の方法として Cisco DCNM for SAN または Device Manager を使用しても、必要
なモジュールで直接 iSCSI の機能をイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルトでは、こ
の機能は Cisco MDS 9000 ファミリのすべてのスイッチでディセーブルになっています。

注意

この機能をディセーブルにすると、関連するすべての設定が自動的に廃棄されます。

手順の詳細
任意のスイッチ上で iSCSI をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[FC Services] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。
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[Control] タブがデフォルトのタブです。IPS ポートを含むファブリック内のすべてのスイッチについ
て、iSCSI イネーブル ステータスが表示されます。
ステップ 2

iSCSI をイネーブルにするスイッチごとに、[Command] カラムで [enable] を選択します。

ステップ 3

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

モジュール上で iSCSI をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[FC Services] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Module Control] タブをクリックします。
[Information] ペインに、[Module Control] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Mode Admin] チェックボックスをオンにすると、選択したモジュールの特定のポートに対して iSCSI
がイネーブルになります。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

Device Manager を使用してモジュールで iSCSI をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] を選択します。
iSCSI テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Mode Admin] チェックボックスをオンにすると、選択したモジュールの特定のポートに対して iSCSI
がイネーブルになります。

ステップ 3

[Apply] をクリックして、変更を保存します。

iSCSI インターフェイスの作成
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールの各物理ギガビット イーサネット インターフェイスを使
用すると、iSCSI 要求を変換してファイバ チャネル ターゲットにルーティングできます。反対方向で
は、応答を変換してルーティングできます。この機能をイネーブルにするには、対応する iSCSI イン
ターフェイスがイネーブル ステートでなければなりません。

iSCSI Wizard の使用法
手順の詳細

Cisco DCNM-SAN で iSCSI Wizard を使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[iSCSI Setup Wizard] アイコンをクリックします。
iSCSI Wizard の [Configure Initiator] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2

既存の iSCSI 発信側を選択するか、新しい iSCSI 発信側の iSCSI ノード名または IP アドレスを追加し
ます。

ステップ 3

新しい iSCSI 発信側を追加する場合は、この iSCSI 発信側に対応するスイッチを選択して、[Next] を
クリックします。

iSCSI Wizard の [Select Targets] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 4

この iSCSI 発信側に対応付ける VSAN およびターゲットを選択し、[Next] をクリックします。

（注）

iSCSI Wizard によって、FC ターゲットのダイナミック インポート機能がオンになります。

iSCSI Wizard の [Select Zone] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 5

この新しい iSCSI ゾーンのゾーン名を設定し、必要に応じて [ReadOnly] チェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 6

[Finish] をクリックして、iSCSI 発信側を作成します。
作成されたターゲット VSAN は、iSCSI ホスト VSAN リストに追加されます。

（注）

iSCSI Wizard によって、FC ターゲットのダイナミック インポートが有効になります。

ダイナミック マッピングのイネーブル化
手順の詳細

Device Manager を使用して、ファイバ チャネル ターゲットから iSCSI へのダイナミック マッピング
をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] を選択します。
iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 2

[Targets] タブをクリックして、既存の iSCSI ターゲットのリストを表示します。

ステップ 3

[Dynamically Import FC Targets] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[Apply] をクリックしてこの変更を保存します。

スタティック マッピングの作成
手順の詳細

Device Manager を使用して、ファイバ チャネル ターゲット ポート全体に対応するスタティック iSCSI
仮想ターゲットを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] をクリックします。
iSCSI 設定が表示されます。
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ステップ 2

[Targets] タブをクリックして、既存の iSCSI ターゲットのリストを表示します。

ステップ 3

iSCSI ターゲットを作成するには、[Create] をクリックします。
[Create iSCSI Targets] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[iSCSI Name] フィールドに、iSCSI ターゲット ノード名を IQN フォーマットで設定します。

ステップ 5

マッピングするファイバ チャネル ターゲット ポートの [Port WWN] フィールドを設定します。

ステップ 6

[Select from List] オプション ボタンをクリックして、この仮想 iSCSI ターゲットからアクセスする
iSCSI 発信側のノード名または IP アドレスを設定します。または [All] オプション ボタンをクリック
して、iSCSI ターゲットからすべての iSCSI 発信側にアクセスできるようにします。「iSCSI のアクセ
ス コントロール」（P.4-12）も参照してください。

ステップ 7

[Select from List] オプション ボタンをクリックして、iSCSI ターゲットをアドバタイズする各イン
ターフェイスをオンにします。または [All] オプション ボタンをクリックして、すべてのインターフェ
イスをアドバタイズします。

ステップ 8

ヒント

[Apply] をクリックしてこの変更を保存します。

iSCSI ターゲットに複数のファイバ チャネル ターゲット ポートを含めることはできません。ファイバ
チャネル ターゲット ポート全体をすでにマッピングしている場合、LUN マッピング オプションは使
用できません。

（注）

スタティックにマッピングされたターゲットへのアクセスを制御する手順については、「iSCSI ベース
のアクセス コントロール」（P.4-13）を参照してください。

スタティック iSCSI ターゲットのアドバタイズ
スタティック iSCSI ターゲットをアドバタイズする場合に経由するギガビット イーサネット インター
フェイスを制限できます。デフォルトでは、iSCSI ターゲットはすべてのギガビット イーサネット イ
ンターフェイス、サブインターフェイス、ポートチャネル インターフェイス、およびポートチャネル
サブインターフェイスでアドバタイズされます。

手順の詳細

Device Manager を使用して、iSCSI 仮想ターゲットをアドバタイズする特定のインターフェイスを設
定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] を選択します。
iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 2

[Targets] タブをクリックして、既存の iSCSI ターゲットのリストを表示します。

ステップ 3

変更する iSCSI ターゲットを右クリックし、[Edit Advertised] をクリックします。

[Advertised Interfaces] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 4

（任意）削除するインターフェイスを右クリックして [Delete] をクリックします。

ステップ 5

（任意）他のインターフェイスでもアドバタイズする場合は、[Create] をクリックします。
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[Create Advertised Interfaces] ダイアログボックスが表示されます。

発信側識別の指定
各 IPS ポート上で iSCSI 発信側識別モードを設定できます。その場合、IPS ポートで終端するすべての
iSCSI ホストがその設定に基づいて識別されます。名前で発信側を識別するのがデフォルトのモードで
す。

手順の詳細
発信側識別モードを指定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[Interfaces] > [FC Logical] を選択します。
[Information] ペインにインターフェイス設定が表示されます。

ステップ 2

[iSCSI] タブをクリックします。
iSCSI インターフェイス設定が表示されます。

ステップ 3

修正する iSCSI インターフェイスの [Initiator ID Mode] フィールドを右クリックして、ドロップダウン
メニューから [name] または [ipaddress] を選択します。

ステップ 4

[Apply Changes] をクリックして、この変更を保存します。

iSCSI 発信側のアイドル タイムアウトの設定
iSCSI 発信側アイドル タイムアウトでは、発信側が最後の iSCSI セッションからログアウトするまで
に、仮想ファイバ チャネル N ポートのアイドル状態が続く時間を指定します。このタイマーのデフォ
ルト値は 300 秒です。これは、IP ネットワークで一時的な障害が発生したときに、 N ポートがファイ
バ チャネル SAN に対してログインとログオフを繰り返さないようにするために有用です。ファイバ
チャネル SAN で不必要に RSCN が生成される可能性が少なくなります。
手順の詳細
発信側のアイドル タイムアウトを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Globals] タブをクリックします。
iSCSI グローバル設定が表示されます。

ステップ 3

変更する [InitiatorIdle Timeout] フィールドを右クリックし、新しいタイムアウト値を入力します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。
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スタティック マッピングの設定
手順の詳細

Device Manager を使用して、iSCSI 発信側のスタティック マッピングを設定する手順は、次のとおり
です。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] を選択します。
iSCSI 設定が表示されます。[Initiators] タブがデフォルトです。

ステップ 2

[Create] をクリックして、iSCSI 発信側を作成します。
[Create iSCSI Initiators] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

iSCSI ノード名または IP アドレスおよび VSAN メンバーシップを設定します。

ステップ 4

[Node WWN] セクションで、[Persistent] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

スイッチで nWWN を割り当てる場合は、[System Assigned] チェックボックスをオンにします。また
はこのチェックボックスをオンにしないで、[Static WWN] フィールドを設定します。

ステップ 6

pWWN を iSCSI 発信側にスタティックにマッピングする場合は、[Port WWN] セクションで、
[Persistent] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

固定の場合は、[System Assigned] チェックボックスをオンにします。さらに、スイッチで pWWN を
割り当てる場合は、この iSCSI 発信側用に予約する pWWN の番号を設定します。または、このチェッ
クボックスをオフにしたまま、1 つまたは複数の pWWN をこの iSCSI 発信側用に設定することもでき
ます。

ステップ 8

（任意）認証をイネーブルにする場合は [AuthUser] フィールドを設定します。「iSCSI セッション認証」
（P.4-14）も参照してください。

ステップ 9

（注）

[Create] をクリックして、iSCSI 発信側を作成します。

system-assign オプションを使用して iSCSI 発信側に WWN を設定した場合に、設定を ASCII ファイ
ルに保存すると、システムによって割り当てられた WWN も保存されます。以後、write erase コマン
ドを実行する場合は、ASCII ファイルから WWN 設定を手動で削除する必要があります。この作業を
怠ると、ASCII 設定ファイルをスイッチ上で再適用した場合に、 WWN を二重に割り当てることにな
る可能性があります。

ダイナミック iSCSI 発信側 WWN マッピングをスタティックにする方法
ダイナミック iSCSI 発信側のログイン後に、その発信側で次回ログイン時にも同じマッピングが使用
されるように、自動的に割り当てられた nWWN/pWWN マッピングを維持することがあります。
ダイナミック iSCSI イニシエータをスタティック iSCSI イニシエータに変換して、その WWN を永続
的に使用することができます（「ダイナミック マッピング」（P.4-9）を参照）。

（注）

ダイナミック iSCSI 発信側をスタティック iSLB 発信側に変換したり、ダイナミック iSLB 発信側をス
タティック iSCSI 発信側に変換したりはできません。
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（注）

発信側の作成後にダイナミック pWWN をスタティックにできるのは、CLI を使用した場合だけです。
Device Manager または Cisco DCNM- SAN ではできません。Cisco DCNM-SAN または Device
Manager で pWWN をスタティックにするには、この発信側を削除してから作成し直す必要がありま
す。

WWN の衝突チェック
アップグレードに失敗した場合、またはシステム ソフトウェアをダウングレードした場合に、システ
ムによってスタティック iSCSI 発信側に割り当てられた WWN がシステムに偶発的に戻されることが
あります（install all コマンドを使用せずに、旧来の Cisco MDS SAN-OS を手動でブート）。このよう
な場合、システムはそれらの WWN をあとで他の iSCSI 発信側（ダイナミックまたはスタティック）
に割り当て、衝突を引き起こす可能性があります。
このような状況になったときには常に、システムに属している設定済みの WWN を調べて削除するこ
とによって、この問題に対処できます。

手順の詳細
自動的に割り当てられた nWWN マッピングを永続的に維持するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Initiators] タブをクリックします。
設定されている iSCSI 発信側が表示されます。

ステップ 3

スタティックにする iSCSI 発信側の [Persistent Node WWN] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

プロキシ イニシエータの設定
手順の詳細
プロキシ イニシエータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Switches]、[FC Interfaces] の順に展開し、[Physical Attributes] ペインの [Logical] を選択します。
[Information] ペインにインターフェイス テーブルが表示されます。

ステップ 2

Device Manager で [Interface] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。
[Ethernet Interfaces and iSCSI] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

FM または DM で [iSCSI] タブをクリックします。
iSCSI インターフェイス設定テーブルが表示されます。

ステップ 4

[Proxy Mode Enable] チェックボックスをオンにします。
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ステップ 5

（注）

Cisco DCNM-SAN で [Apply Changes] アイコンをクリックするか、または Device Manager で
[Apply] をクリックして、これらの変更を保存します。

インターフェイスがプロキシ イニシエータ モードの場合、設定できるのは、iSCSI インターフェイス
のプロキシ N ポート属性（WWN ペアまたは FC ID）に基づいたファイバ チャネル アクセス コント
ロール（ゾーン分割）だけです。iSCSI 発信側の IP アドレス、IQN などの iSCSI 属性を使用してゾー
ン分割を設定することはできません。発信側ベースのアクセス コントロールを実行するには、iSCSI
ベース アクセス コントロールを使用します（「iSCSI のアクセス コントロール」（P.4-12）を参照）。

iSCSI ホストの VSAN メンバーシップの設定
個々の iSCSI ホストを特定の VSAN に属すように設定できます。指定した VSAN によって、iSCSI イ
ンターフェイスの VSAN メンバーシップが上書きされます。

手順の詳細

iSCSI ホストの VSAN メンバーシップを割り当てるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Initiators] タブをクリックします。
設定されている iSCSI 発信側が表示されます。

ステップ 3

[VSAN Membership] フィールドに入力して、iSCSI ホストに VSAN を割り当てます。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

（注）

その他の VSAN（VSAN 1 以外）内に発信側を設定すると（VSAN 2 など）、発信側は自動的に VSAN
1 から削除されます。VSAN 1 にもこの発信側を存続させる場合は、この発信側を VSAN 1 内に明示的
に設定する必要があります。

iSCSI インターフェイスのデフォルト ポート VSAN の設定
iSCSI インターフェイスにはポート VSAN という VSAN メンバーシップを設定できます。このイン
ターフェイスに接続するすべての iSCSI デバイスは、VSAN 内で明示的に設定されていない場合には、
自動的にこの VSAN のメンバーになります。言い換えると、iSCSI インターフェイスのポート VSAN
は、すべてのダイナミック iSCSI 発信側のデフォルト VSAN になります。iSCSI インターフェイスの
デフォルト ポート VSAN は、VLAN 1 です。

注意

iSLB VRRP グループに属している iSCSI インターフェイスの VSAN メンバーシップを変更する
と、インターフェイスのロード バランシングが影響を受けます。「iSCSI インターフェイス パラ
メータの変更およびロード バランシングへの影響」（P.4-22）を参照してください。
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手順の詳細

Device Manager を使用して iSCSI インターフェイスのデフォルト ポート VSAN を変更する手順は、
次のとおりです。
ステップ 1

[Interface] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。
[Ethernet Interfaces and iSCSI] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[iSCSI] タブをクリックします。
iSCSI インターフェイス設定テーブルが表示されます。

ステップ 3

[PortVSAN] カラムをダブルクリックして、デフォルト ポート VSAN を変更します。

ステップ 4

[Apply] をクリックして、変更を保存します。

ゾーン データベースへの iSCSI 発信側の追加
手順の詳細
ゾーン データベースに iSCSI 発信側を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Zone] > [Edit Local Full Zone Database] を選択します。
[Edit Local Zone Database] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

iSCSI ホスト発信側を追加する VSAN を選択し、[OK] をクリックします。
その VSAN で使用できるゾーンおよびゾーン セットが表示されます。

ステップ 3

iSCSI ホスト発信側で使用できるデバイスのリストから、発信側をドラッグしてゾーンに追加します。

ステップ 4

[Distribute] をクリックしてこの変更を配信します。

iSCSI のアクセス コントロールの設定
手順の詳細

Device Manager で iSCSI のアクセス コントロールを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] を選択します。
iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 2

[Targets] タブをクリックします。
iSCSI 仮想ターゲットが表示されます。

ステップ 3

[Initiators Access All] チェックボックスがオンの場合はオフにします。

ステップ 4

[Edit Access] をクリックします。
[Initiators Access] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[Initiator Access] リストに発信側を追加するには [Create] をクリックしします。
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[Create Initiators Access] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 6

この仮想ターゲットへのアクセスを許可する発信側の名前または IP アドレスを追加します。

ステップ 7

[Create] をクリックして、[Initiator Access] リストにこの発信側を追加します。

iSCSI ユーザの AAA 認証の設定
手順の詳細

iSCSI ユーザの AAA 認証を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで [Switches] > [Security] > [AAA] を選択します。
[Information] ペインに AAA 設定が表示されます。

ステップ 2

[Applications] タブをクリックします。
アプリケーション別の AAA 設定が表示されます。

ステップ 3

iSCSI アプリケーションの [Server Group IdList] フィールドを右クリックして、iSCSI に使用するサー
バ グループを入力します。

（注）

ステップ 4

既存のサーバ グループを使用するか、新しいサーバ グループを作成してから、iSCSI セッショ
ンの認証用にそのサーバ グループを設定する必要があります。

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

認証メカニズムの設定
iSCSI CHAP または None 認証は、グローバル レベルおよび各インターフェイス レベルの両方で設定
できます。
ギガビット イーサネット インターフェイスまたはサブインターフェイスの認証によって、グローバル
レベルで設定された認証方式が上書きされます。

手順の詳細

iSCSI ユーザの AAA 認証を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Globals] タブをクリックします。
iSCSI 認証設定テーブルが表示されます。

ステップ 3

[authMethod] カラムから [chap] または [none] を選択します。
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ステップ 4

Cisco DCNM-SAN の [Apply Changes] アイコンをクリックして、変更を保存します。

特定のインターフェイスに対する iSCSI セッションの認証メカニズムを設定するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで [Switches] > [Interfaces] > [Gigabit Ethernet] を選択します。
[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。

ステップ 2

[iSNS] タブをクリックします。
iSCSI および iSNS 設定が表示されます。

ステップ 3

[IscsiAuthMethod] フィールドを右クリックして、[none] または [chap] を選択します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

ローカル認証の設定
ローカル パスワード データベースの作成については、
『Security Configuration Guide, Cisco DCNM for
SAN』を参照してください。iSCSI 発信側用ローカル パスワード データベースでユーザを作成する場
合、iSCSI キーワードが必須です。

手順の詳細

Device Manager でローカル認証のための iSCSI ユーザを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Security] > [iSCSI] を選択します。
[iSCSI Security] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[iSCSI User] 、[Password]、および [Password Confirmation] の各フィールドに入力します。

ステップ 3

[Create] をクリックして、この新規ユーザを保存します。

iSCSI 発信側認証の制限
iSCSI 発信側はデフォルトで、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールに対する自身の認証用に、
RADIUS サーバまたはローカル データベースの任意のユーザ名を使用できます（CHAP ユーザ名は
iSCSI 発信側名と無関係です）。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、スイッチから送信さ
れた CHAP チャレンジに有効な応答があった場合にかぎり、発信側にログインを許可します。ただし、
CHAP ユーザ名およびパスワードが信用できないものであると、問題が生じる可能性があります。
手順の詳細
発信側が CHAP 認証に特定のユーザ名を使用するように制限する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。
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ステップ 2

[AuthUser] フィールドを右クリックし、iSCSI 発信側を制限するユーザ名を入力します。

ステップ 3

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

相互 CHAP 認証の設定
IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、iSCSI 発信側が iSCSI ログイン フェーズで Cisco
MDS スイッチの iSCSI ターゲットを認証するメカニズムをサポートします。iSCSI 発信側の IPS モ
ジュールまたは MPS-14/2 モジュール認証に加えて、この認証を使用できます。
iSCSI 発信側に関する IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールの認証に加え、IPS モジュールまた
は MPS-14/2 モジュールは、iSCSI ログイン フェーズで Cisco MDS スイッチの iSCSI ターゲットを認
証する、iSCSI 発信側用メカニズムもサポートします。この認証には、ユーザ側で iSCSI 発信側に提示
するスイッチ用のユーザ名およびパスワードを設定する必要があります。提供されたパスワードを使用
して、発信側が IPS ポートに送信する CHAP チャレンジへの CHAP 応答が計算されます。
手順の詳細
スイッチが発信側に対する自身の認証に使用するグローバル iSCSI ターゲット ユーザ名およびパス
ワードを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[FC Interfaces] > [Logical] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Globals] タブを選択します。
グローバル iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 3

[Target UserName] および [Target Password] フィールドに入力します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

Device Manager を使用して、スイッチが発信側に対する自身の認証に使用する発信側単位の iSCSI
ターゲットのユーザ名およびパスワードを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] を選択します。
iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 2

設定する発信側の [Target UserName] フィールドおよび [Target Password] フィールドに入力します。

ステップ 3

[Create] をクリックして、[Initiator Access] リストにこの発信側を追加します。

iSCSI RADIUS サーバの設定
手順の詳細

iSCSI RADIUS サーバを設定する手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

Cisco MDS スイッチの管理イーサネット IP アドレスからアクセスできるように、RADIUS サーバを設
定します。

ステップ 2

Cisco MDS スイッチを認証するように、RADIUS サーバの共有シークレットを設定します。

ステップ 3

RADIUS サーバに iSCSI ユーザおよびパスワードを設定します。

QoS 値の設定
手順の詳細

QoS 値を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Switches]、[FC Interfaces] の順に展開し、[Physical Attributes] ペインの [Logical] を選択します。
[Information] ペインにインターフェイス テーブルが表示されます。

ステップ 2

Device Manager で [Interface] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。
[Ethernet Interfaces and iSCSI] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

Cisco DCNM-SAN または Device Manager で [iSCSI TCP] タブを選択します。
iSCSI TCP 設定テーブルが表示されます。

ステップ 4

[QoS] フィールドに 1 ～ 6 を設定します。

ステップ 5

Cisco DCNM-SAN で [Apply Changes] アイコンをクリックするか、または Device Manager で
[Apply] をクリックして、これらの変更を保存します。

iSLB の設定
（注）

iSLB を使用するには、ファブリック内のすべてのスイッチで、Cisco MDS SAN-OS Release 2.1(1a)
以降が稼動している必要があります。
この項では、次の項目について説明します。

• 「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）
• 「iSLB 発信側の VSAN メンバーシップ割り当て」（P.4-50）
• 「iSLB 発信側および発信側ターゲット用のゾーンの設定およびアクティブ化」（P.4-52）
• 「iSLB 発信側認証の制限」（P.4-52）
• 「相互 CHAP 認証」（P.4-53）
• 「VRRP を使用したロード バランシングの設定」（P.4-53）
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Device Manager での iSLB の設定
前提条件

iSLB を設定する前に、次の操作を実行します。
• iSCSI のイネーブル化（詳細については、「iSCSI のイネーブル化」（P.4-36）を参照してくださ
い）。

• ギガビット イーサネット インターフェイスの設定（「ギガビット イーサネット インターフェイス
の設定」（P.7-5）を参照）。
• VRRP グループを設定します（「VRRP を使用したロード バランシングの設定」（P.4-53）を参
照）。

• ゾーン セットの設定とアクティブ化（詳細については、『Fabric Configuration Guide, Cisco
DCNM for SAN』を参照してください）。
• iSLB の CFS 配信をイネーブルにします（「iSLB 設定配信のイネーブル化」（P.4-54）を参照）。
手順の詳細

Device Manager を使用して iSLB を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI iSLB] を選択します。
[iSCSI iSLB] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Create] をクリックして、新しい iSCSI iSLB 発信側を作成します。
[Create iSCSI iSLB Initiators] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Name or IP Address] フィールドに iSLB の名前または IP アドレスを設定します。

ステップ 4

[VSAN Membership] フィールドに iSLB 発信側を含める VSAN を設定します。
「iSLB 発信側の VSAN メンバーシップ割り当て」（P.4-50）も参照してください。

ステップ 5

[Persistent] チェックボックスをオンにして、iSLB 発信側のダイナミック nWWN をスタティックに変
換します。
「ダイナミック iSCSI 発信側 WWN マッピングをスタティックにする方法」（P.4-41）も参照してくだ
さい。

ステップ 6

（任意）[SystemAssigned] チェックボックスをオンにして、スイッチで nWWN を割り当てるようにし
ます。

ステップ 7

（任意）スタティック nWWN を手動で割り当てるように、[Static WWN] フィールドを設定します。こ
の nWWN は他と重複しないようにする必要があります。

ステップ 8

（任意）[Port WWN Mapping] の [Persistent] チェックボックスをオンにして、iSLB 発信側のダイナ
ミック pWWN をスタティックに変換します。
「ダイナミック iSCSI 発信側 WWN マッピングをスタティックにする方法」（P.4-41）を参照してくだ
さい。

ステップ 9

（任意）[SystemAssigned] チェックボックスをオンにして、スイッチで割り当てる PWWN の数を設定
します。

ステップ 10 （任意）スタティック pWWN を手動で割り当てるように、[Static WWN(s)] フィールドを設定します。

これらの pWWN は他と重複しないようにする必要があります。
ステップ 11 （任意）[AuthUser] フィールドに、iSLB 認証に関して iSLB 発信側を限定するユーザ名を設定します。
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「iSLB 発信側認証の制限」（P.4-52）も参照してください。
ステップ 12

[Username and Password] フィールドに入力して、iSLB 発信側ターゲットの CHAP 認証を設定しま
す。
「iSLB セッション認証」（P.4-20）も参照してください。

ステップ 13

[Initiator Specific Target] セクションで、pWWN を入力して iSLB 発信側ターゲットを設定します。

ステップ 14 （任意）[Name] フィールドにグローバルに一意の識別子（IQN）を設定します。
ステップ 15 （任意）[NoAutoZoneCreation] チェックボックスをオンにして、自動ゾーン分割をディセーブルにし
ます。
ステップ 16 （任意）[TresspassMode] チェックボックスをオンにします。

「ストレージ ポート フェールオーバー用の LUN トレスパス」（P.4-27）も参照してください。
ステップ 17 （任意）[RevertToPrimary] チェックボックスをオンにして、HA フェールオーバー後、プライマリ
ポートが復活した時点でプライマリ ポートに戻るようにします。
ステップ 18

[PrimariyVsan] を iSLB 発信側ターゲットの VSAN に設定します。

ステップ 19

[Create] をクリックして、iSLB 発信側を作成します。

ステップ 20

CFS がイネーブルの場合は、[CFS] ドロップダウン メニューから [commit] を選択します。

iSLB 発信側の VSAN メンバーシップ割り当て
特定の VSAN に属すように、個々の iSLB ホストを設定できます（ファイバ チャネルの DPVM 機能と
同様）。指定した VSAN によって、iSCSI インターフェイスの VSAN メンバーシップが上書きされま
す。
詳細については、『Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

（注）

「iSCSI の VSAN メンバーシップ」
iSLB 発信側 VSAN の指定方法は、iSCSI 発信側の場合と同じです。
（P.4-11）の手順を参照してください。

（注）

その他の VSAN（デフォルトの VSAN である VSAN 1 以外）内に iSLB 発信側を設定すると（VSAN
2 など）、発信側は自動的に VSAN 1 から削除されます。VSAN 1 にもこの発信側を存続させる場合は、
この発信側を VSAN 1 内に明示的に設定する必要があります。
「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）の手順を参照してください。

ロード バランシングのメトリック設定
重み付けロード バランシングのために、各発信側にロード メトリックを割り当てることができます。
算出される負荷は、所定の iSCSI インターフェイス上の発信側の数に基づいて決まります。この機能
を使用すると、発信側間で帯域幅要件が異なる状況に対応できます。たとえば、データベース サーバ
には Web サーバよりも大きいロード メトリックを割り当てることができます。重み付けロード バラン
シングは、発信側間でリンク速度の異なる状況にも対応できます。
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また、デバイス エイリアスまたは pWWN を使用することによって、発信側ターゲットを設定すること
もできます。発信側ターゲットに IQN を設定する場合は、その名前を使用して発信側ターゲットを特
定する必要があります。そうしないと、発信側ターゲットに一意の IQN が生成されます。
ロード バランシングの詳細については、「VRRP を使用するロード バランシング」（P.4-20）を参照し
てください。

Device Manager で [IP] > [iSCSI iSLB] を選択し、[LoadMetric] フィールドを設定して、iSLB 発信側
のロード バランシング メトリックを変更します。
「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）の手順を参照してください。

iSLB 発信側ターゲットの設定
デバイス エイリアスまたは pWWN を使用することによって、発信側ターゲットを設定できます。
（任意）次のオプション パラメータを 1 つまたは複数指定することもできます。

• セカンダリ pWWN
• セカンダリ デバイス エイリアス
• LUN マッピング
• IQN
• VSAN ID

（注）

ターゲットがオンラインの場合、VSAN ID は省略可能です。ターゲットがオンラインでは
ない場合、VSAN ID は必須です。

さらに、自動ゾーン分割をディセーブルにできます。
発信側ターゲットに IQN を設定する場合は、その名前を使用して発信側ターゲットを特定する必要が
あります。そうしないと、発信側ターゲットに一意の IQN が生成されます。

手順の詳細

Device Manager を使用して iSLB 発信側ターゲットを追加設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI iSLB] を選択します。
[iSCSI iSLB] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

ターゲットを追加する発信側をクリックし、さらに [Edit Initiator Specific Targets] をクリックします。

[Initiator Specific Target] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 3

新しい発信側ターゲットを作成するには、 [Create] をクリックします。

[Create Initiator Specific Target] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 4

[pWWN] フィールドに発信側ターゲットの pWWN を入力します。

ステップ 5

（任意）[Name] フィールドにグローバルに一意の識別子（IQN）を設定します。

ステップ 6

（任意）[NoAutoZoneCreation] チェックボックスをオンにして、自動ゾーン分割をディセーブルにし
ます。

ステップ 7

（任意）[TresspassMode] チェックボックスをオンにします。「ストレージ ポート フェールオーバー用
の LUN トレスパス」（P.4-27）を参照してください。
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ステップ 8

（任意）[RevertToPrimary] チェックボックスをオンにして、HA フェールオーバー後、プライマリ
ポートが復活した時点でプライマリ ポートに戻るようにします。

ステップ 9

[PrimariyVsan] を iSLB 発信側ターゲットの VSAN に設定します。

ステップ 10

[Create] をクリックして、iSLB 発信側ターゲットを作成します。

ステップ 11

CFS がイネーブルの場合は、[CFS] ドロップダウン メニューから [commit] を選択します。

iSLB 発信側および発信側ターゲット用のゾーンの設定およびアクティブ化
iSLB 発信側および発信側ターゲットを追加するゾーンの名前を設定できます。ゾーン名を指定しな
かった場合、IPS マネージャによってダイナミックに作成されます。
iSLB ゾーン セットには、次の制限があります。
• 発信側ターゲットが設定された発信側の自動ゾーン分割は、デフォルトでイネーブルになります。
• VSAN で自動ゾーンを作成するには、その VSAN でゾーン セットをアクティブにする必要があり
ます。

• 別のゾーン セットがアクティブ化の途中にある場合、またはゾーン分割データベースがロックさ
れている場合、iSLB ゾーン セットのアクティブ化に失敗する可能性があります。失敗した場合
は、iSLB ゾーン セットのアクティブ化を再試行してください。この問題を回避するために、ゾー
ン分割関連の処理（標準ゾーン、IVR ゾーン、または iSLB ゾーン）は、一度に 1 つだけ実行して
ください。

• 自動ゾーンが作成されるのは、ゾーン セットがアクティブで、そのゾーン セットに少なくとも 1
つ変更があった場合です。自動ゾーンだけが変化した場合、アクティブ化は無効です。

注意

同じファブリック内で IVR と iSLB がイネーブルになっている場合は、ファブリック内の少なくと
も 1 つのスイッチで両方の機能をイネーブルにする必要があります。ゾーン分割関連の設定または
アクティブ化の操作（通常のゾーン、IVR ゾーン、または iSLB ゾーンに対して）は、このスイッ
チ上で実行する必要があります。そうしなければ、ファブリック内のトラフィックが中断される可
能性があります。

Device Manager で [IP] > [iSCSI iSLB] を選択し、[ZoneName] フィールドを設定して、iSLB 発信側
のゾーン名を変更します。
「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）の手順を参照してください。

iSLB 発信側認証の制限
iSLB 発信側はデフォルトで、IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールに対する自身の認証用に、
RADIUS またはローカル AAA データベースの任意のユーザ名を使用できます（CHAP ユーザ名は
iSLB 発信側名と無関係です）。IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールは、スイッチから送信され
た CHAP チャレンジに有効な応答があった場合にかぎり、発信側にログインを許可します。ただし、
CHAP ユーザ名およびパスワードが信用できないものであると、問題が生じる可能性があります。
Device Manager で [IP] > [iSCSI iSLB] を選択し、[AuthName] フィールドを設定して、CHAP 認証に
特定のユーザ名を使用するように発信側を制限します。
「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）の手順を参照してください。
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相互 CHAP 認証
iSLB 発信側に関する IPS モジュールおよび MPS-14/2 モジュールの認証に加え、IPS モジュールおよ
び MPS-14/2 モジュールは、iSCSI ログイン フェーズで Cisco MDS スイッチの発信側ターゲットを認
証する、iSLB 発信側用メカニズムもサポートします。この認証には、ユーザ側で iSLB 発信側に提示
するスイッチ用のユーザ名およびパスワードを設定する必要があります。提供されたパスワードを使用
して、発信側が IPS ポートに送信する CHAP チャレンジへの CHAP 応答が計算されます。
Device Manager で [IP] > [iSCSI iSLB] を選択し、[Target Username] フィールドおよび [Target
Password] フィールドに、スイッチが発信側に対して自身の認証用に使用する、発信側単位のユーザ名
およびパスワードをそれぞれ設定します。

0「Device Manager での iSLB の設定」（P.4-49）の手順を参照してください。

VRRP を使用したロード バランシングの設定
iSLB 用の VRRP を設定する前に、IP ネットワークに接続するスイッチのギガビット イーサネット イ
ンターフェイス上で、VRRP を設定しておく必要があります。
手順の詳細

Device Manager を使用して VRRP ロード バランシングを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI iSLB] を選択します。
[iSCSI iSLB] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[VRRP] タブをクリックします。

ステップ 3

iSLB 発信側の VRRP ロード バランシングを設定するには、[Create] をクリックします。
[Create iSCSI iSLB VRRP] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Vrld] を VRRP グループ番号に設定します。

ステップ 5

[ipv4] または [ipv6] のどちらか一方を選択し、[LoadBalance] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[Create] をクリックしてロード バランシングをイネーブルにします。

ステップ 7

CFS がイネーブルの場合は、[CFS] ドロップダウン メニューから [commit] を選択します。

CFS を使用した iSLB 設定の配信
この項では次の内容について説明します。

• 「iSLB 設定配信のイネーブル化」（P.4-54）
• 「ファブリックへの変更のコミット」（P.4-54）
• 「保留中の変更の廃棄」（P.4-54）
• 「ファブリックのロックのクリア」（P.4-55）
• 「スタティック iSCSI 仮想ターゲットの作成」（P.4-55）
• 「スタティック iSCSI のトレスパス機能のイネーブル化」（P.4-56）
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iSLB 設定配信のイネーブル化
手順の詳細

Device Manager を使用して、CFS による iSLB 設定の配信をイネーブルにする手順は、次のとおりで
す。
ステップ 1

[Admin] > [CFS] を選択します。
[CFS] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

iSLB 機能に対応する [Command] フィールドを [enable] に設定します。

ステップ 3

[Apply] をクリックしてこの変更を保存します。

ファブリックへの変更のコミット
保留中の iSLB 設定変更をアクティブ コンフィギュレーションおよびファブリック内のその他の MDS
スイッチに適用するには、その変更をコミットする必要があります。保留中の設定変更が配信され、コ
ミットが正常に完了した時点で、ファブリック全体の MDS スイッチでアクティブ コンフィギュレー
ションに設定変更が適用されます。さらに、自動ゾーンがアクティブになり、ファブリックのロックが
解除されます。

手順の詳細

Device Manager を使用して、ファブリック内の他の MDS スイッチに iSLB の設定変更をコミットし、
iSLB 自動ゾーンをアクティブにして、ファブリックのロックを解除する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Admin] > [CFS] を選択します。
[CFS Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

iSLB 機能に対応する [Command] フィールドを [commit] に設定します。

ステップ 3

[Apply] をクリックしてこの変更を保存します。

保留中の変更の廃棄
いつでも iSLB コンフィギュレーションに対する保留中の変更を廃棄し、ファブリックのロックを解除
できます。このアクションによって、ファブリック内のスイッチのアクティブ コンフィギュレーショ
ンが影響を受けることはありません。

手順の詳細

Device Manager を使用して、保留中の iSLB の設定変更を廃棄し、ファブリックのロックを解除する
手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

[Admin] > [CFS] を選択します。
[CFS Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

iSLB 機能に対応する [Command] フィールドを [abort] に設定します。

ステップ 3

[Apply] をクリックしてこの変更を保存します。

ファブリックのロックのクリア
ユーザが iSLB の設定作業を実行し、変更をコミットまたは廃棄することによってロックを解除しな
かった場合は、管理者がファブリックの任意のスイッチからロックを解除できます。管理者がこのタス
クを実行すると、保留中の変更は廃棄され、ファブリック ロックが解除されます。

制約事項
保留中の変更は volatile ディレクトリだけで使用でき、スイッチを再起動すると廃棄されます。

手順の詳細

Device Manager を使用してファブリックのロックを解除する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Admin] > [CFS] を選択します。
[CFS Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

iSLB 機能に対応する [Command] フィールドを [clear] に設定します。

ステップ 3

[Apply] をクリックしてこの変更を保存します。

スタティック iSCSI 仮想ターゲットの作成
手順の詳細

Device Manager を使用して、ファイバ チャネル ターゲット ポート全体に対応するスタティック iSCSI
仮想ターゲットを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [iSCSI] をクリックします。
iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 2

[Targets] タブをクリックして、既存の iSCSI ターゲットのリストを表示します。

ステップ 3

iSCSI ターゲットを作成するには、[Create] をクリックします。
[Create iSCSI Targets] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[iSCSI Name] フィールドに、iSCSI ターゲット ノード名を IQN フォーマットで設定します。

ステップ 5

マッピングするファイバ チャネル ターゲット ポートの [Port WWN] フィールドを設定します。
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ステップ 6

[Select from List] オプション ボタンをクリックして、この仮想 iSCSI ターゲットからアクセスする
iSCSI 発信側のノード名または IP アドレスを設定します。または [All] オプション ボタンをクリック
して、iSCSI ターゲットからすべての iSCSI 発信側にアクセスできるようにします。「iSCSI のアクセ
ス コントロール」（P.4-12）を参照してください。

ステップ 7

[Select from List] オプション ボタンをクリックして、iSCSI ターゲットをアドバタイズする各イン
ターフェイスをオンにします。または [All] オプション ボタンを選択して、すべてのインターフェイス
をアドバタイズします。

ステップ 8

[Apply] をクリックしてこの変更を保存します。

スタティック iSCSI のトレスパス機能のイネーブル化
Device Manager で [IP] > [iSCSI] を選択し、[Targets] タブを選択し、[Trespass Mode] チェックボック
スをオンにして、スタティック iSCSI 仮想ターゲットのトレスパス機能をイネーブルにします。

iSCSI 認証の設定
ここでは、iSCSI 認証の設定情報について説明します。取り上げる認証手順は、次のとおりです。

• 「認証なしの設定」（P.4-56）
• 「ローカル パスワード データベースを使用した CHAP の設定」（P.4-57）
• 「外部 RADIUS サーバを使用した CHAP の設定」（P.4-57）

（注）

注意

この項の内容は、EXEC モード、コンフィギュレーション モード、およびすべてのサブモードを開始、
終了する手順を指定するものではありません。いずれかのコマンドを入力する前に、プロンプトを確認
する必要があります。

iSLB VRRP グループに属している iSCSI インターフェイスの認証を変更すると、インターフェイ
スのロード バランシングが影響を受けます。「iSCSI インターフェイス パラメータの変更および
ロード バランシングへの影響」（P.4-22）を参照してください。

認証なしの設定
認証なしのネットワークを設定するには、 iSCSI 認証方式に [none] を設定します。

Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Globals] タブを選択し、[AuthMethod] ドロップダウン メニューを [none] に設定して、[Apply
Changes] をクリックします。
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ローカル パスワード データベースを使用した CHAP の設定
手順の詳細
ローカル パスワード データベースで CHAP オプションを使用して認証を設定する手順は、次のとおり
です。
ステップ 1

iSCSI プロトコルにローカル パスワード データベースを使用するように、AAA 認証を設定します。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Security] > [AAA] を選択し
ます。

b. [Information] ペインで [Applications] タブをクリックします。
c. iSCSI 行の [Local] チェックボックスをオンにして、[Apply Changes] をクリックします。
ステップ 2

すべての iSCSI クライアントに CHAP を要求するように、iSCSI 認証方式を設定します。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
b. [Information] ペインで [Globals] タブをクリックします。
c. [AuthMethod] ドロップダウン メニューを [chap] に設定し、[Apply Changes] をクリックします。
ステップ 3

iSCSI ユーザのユーザ名およびパスワードを設定します。
a. Device Manager で、[Security] > [iSCSI] を選択します。
b. [Username]、[Password]、および [Confirm Password] の各フィールドを設定します。
c. [Create] をクリックして、変更を保存します。

ステップ 4

グローバル iSCSI 認証の設定を確認します。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
b. [Information] ペインで [Globals] タブをクリックします。

外部 RADIUS サーバを使用した CHAP の設定
手順の詳細
外部 RADIUS サーバで CHAP オプションを使用して認証を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

RADIUS サーバに対する RADIUS クライアントとしての Cisco MDS スイッチのパスワードを設定し
ます。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Security] > [AAA] >
[RADIUS] を選択します。
b. [Information] ペインで [Default] タブをクリックします。
c. [AuthKey] フィールドをデフォルトのパスワードに設定し、[Apply Changes] アイコンをクリック
します。
ステップ 2

RADIUS サーバの IP アドレスを設定します。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Security] > [AAA] >
[RADIUS] を選択します。
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b. [Information] ペインで [Server] タブをクリックし、[Create Row] をクリックします。
c. [Index] フィールドを一意の番号に設定します。
d. [IP Type] オプション ボタンを [ipv4] または [ipv6] に設定します。
e. [Name or IP Address] フィールドを RADIUS サーバの IP アドレスに設定し、[Create] をクリック
します。
ステップ 3

RADIUS サーバ グループを作成し、グループに RADIUS サーバを追加します。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Security] > [AAA] を選択し
ます。

b. [Information] ペインで [Server Groups] タブをクリックし、[Create Row] をクリックします。
c. [Index] フィールドを一意の番号に設定します。
d. [Protocol] オプション ボタンを [radius] に設定します。
e. [Name] フィールドをサーバ グループ名に設定します。
f. [ServerIDList] を RADIUS サーバのインデックス値（ステップ 2 c. で作成）に設定し、[Create]
をクリックします。
ステップ 4

iSCSI プロトコルの認証確認を RADIUS サーバにアクセスするように設定します。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Security] > [AAA] を選択し
ます。

b. [Information] ペインで [Applications] タブをクリックします。
c. [Type]、[SubType]、[Function] カラムで iSCSI の行を右クリックします。
d. [ServerGroup IDList] をサーバ グループのインデックス値（ステップ 3 c で作成）に設定し、
[Create] をクリックします。
ステップ 5

すべての iSCSI クライアントに CHAP を要求するように、iSCSI 認証方式を設定します。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
b. [AuthMethod] ドロップダウン メニューで [chap] を選択します。
c. [Apply Changes] アイコンをクリックします。
ステップ 6

Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。

ステップ 7

[Information] ペインで [Globals] タブをクリックし、グローバル iSCSI 認証設定が CHAP に対応して
いることを確認します。

ステップ 8

Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Security] > [AAA] を選択します。

ステップ 9

[Information] ペインで [Applications] タブをクリックし、iSCSI の AAA 認証情報を確認します。

iSCSI RADIUS サーバを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Cisco MDS スイッチの管理イーサネット IP アドレスからアクセスできるように、RADIUS サーバを設
定します。

ステップ 2

Cisco MDS スイッチを認証するように、RADIUS サーバの共有シークレットを設定します。

ステップ 3

RADIUS サーバに iSCSI ユーザおよびパスワードを設定します。
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iSNS クライアント プロファイルの作成
手順の詳細

iSNS プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 2

[iSNS] タブを選択します。

ステップ 3

設定されている iSNS プロファイルが表示されます。

ステップ 4

[Create Row] アイコンをクリックします。
[Create iSNS Profiles] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[ProfileName] フィールドを、作成する iSNS プロファイルの名前に設定します。

ステップ 6

[ProfileAddr] フィールドを iSNS サーバの IP アドレスに設定します。

ステップ 7

[Create] をクリックして、変更を保存します。

iSNS プロファイルを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
[Information] ペインに iSCSI 設定が表示されます。

ステップ 2

[iSNS] タブを選択します。
設定されている iSNS プロファイルが表示されます。

ステップ 3

削除するプロファイルを右クリックし、[Delete Row] アイコンをクリックします。

インターフェイスにプロファイルをタグ付けするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで [Switches] > [Interfaces] > [Gigabit Ethernet] を選択します。
[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。

ステップ 2

[iSNS] タブをクリックします。
インターフェイスに設定されている iSNS プロファイルが表示されます。

ステップ 3

[iSNS ProfileName] フィールドを、このインターフェイスに追加する iSNS プロファイルの名前に設定
します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

Cisco DCNM-SAN を使用してインターフェイスからプロファイルのタグ付けを解消する手順は、次の
とおりです。
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ステップ 1

[Physical Attributes] ペインで [Switches] > [Interfaces] > [Gigabit Ethernet] を選択します。
[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。

ステップ 2

[iSNS] タブをクリックします。
インターフェイスに設定されている iSNS プロファイルが表示されます。

ステップ 3

タグを解除する [iSNS ProfileName] フィールドを右クリックして、そのフィールドのテキストを削除
します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

iSNS サーバの設定
ここでは、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ上で iSNS サーバを設定する方法について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「iSNS サーバのイネーブル化」（P.4-60）
• 「iSNS の設定配信」（P.4-61）
• 「ESI 再試行カウントの設定」（P.4-61）
• 「登録期間の設定」（P.4-61）

iSNS サーバのイネーブル化
iSNS サーバ機能をイネーブルにする前に、iSCSI をイネーブルにする必要があります（「iSCSI のイ
ネーブル化」（P.4-36）を参照）。iSCSI をディセーブルにすると、自動的に iSNS がディセーブルにな
ります。スイッチ上で iSNS サーバがイネーブルになると、対応する iSCSI インターフェイスがアップ
状態であるすべての IPS ポートで、外部 iSNS クライアントからの iSNS 登録およびクエリー要求に応
じられるようになります。
手順の詳細

iSNS サーバをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[End Devices] > [iSNS] を選択します。
[Information] ペインに iSNS 設定が表示されます。

ステップ 2

[Control] タブをクリックし、iSNS サーバ機能に対応する [Command] ドロップダウン メニューで
[enable] を選択します。

ステップ 3

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

（注）

iSNS クライアントからターゲットを検出するときに、VRRP IPv4 アドレスを使用している場合は、
[secondary] オプションを使用して、IP アドレスを作成していることを確認します（「仮想ルータ IP ア
ドレスの追加」（P.5-13）を参照）。
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iSNS の設定配信
CFS インフラストラクチャを使用すると、ファブリック全域の iSNS サーバに iSCSI 発信側の設定を配
信できます。したがって、どのスイッチ上で動作している iSNS サーバであっても、クエリーの送信元
である iSNS クライアントに、ファブリックの任意の場所で使用できる iSCSI デバイスのリストを提供
できます。CFS については、『System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参
照してください。

手順の詳細

iSNS 設定の配信をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[End Devices] > [iSNS] を選択します。
[Information] ペインに iSNS 設定が表示されます。

ステップ 2

[CFS] タブをクリックし、iSNS に対応する [Admin] ドロップダウン メニューで [enable] を選択しま
す。

ステップ 3

iSNS の [Global] ドロップダウン メニューで [enable] を選択します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

ESI 再試行カウントの設定
iSNS クライアントは iSNS プロファイルを使用して、設定されている iSNS サーバに情報を登録しま
す。クライアントは登録時に、60 秒以上の Entity Status Inquiry（ESI; エンティティ ステータス照会）
インターバルを指定できます。クライアントが ESI インターバルをゼロ（0）に設定して登録した場
合、サーバは ESI を使用したクライアントのモニタリングを行いません。このような場合、クライア
ントの登録は明示的に登録解除されるまで、または iSNS サーバ機能がディセーブルになるまで有効で
す。
ESI 再試行カウントは、iSNS サーバが iSNS クライアントにそれぞれのエンティティ ステータスを問
い合せる回数です。デフォルトの ESI 再試行カウントは 3 です。クライアントはサーバに、引き続き
アライブ状態であることを伝える応答を送信します。設定された回数だけ再試行しても、クライアント
が応答できなかった場合、そのクライアントはサーバから登録解除されます。

登録期間の設定
iSNS クライアントは、iSNS サーバへの登録期間を指定します。iSNS サーバはこの期間が終了するま
で、登録をアクティブなものとして維持します。この期間内に iSNS クライアントからコマンドが送信
されなかった場合、iSNS サーバはデータベースからクライアントの登録を削除します。
iSNS クライアントが登録期間を指定しなかった場合、iSNS サーバはデフォルトの 0 が指定されたも
のとして、登録を無限にアクティブにしておきます。 MDS iSNS サーバ上で登録期間を手動設定する
こともできます。
手順の詳細

iSNS サーバ上で登録期間を設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[End Devices] > [iSNS] を選択します。
[Information] ペインに iSNS 設定が表示されます。

ステップ 2

[Servers] タブをクリックします。
設定されている iSNS サーバが表示されます。

ステップ 3

[ESI NonResponse Threshold] フィールドを ESI 再試行カウントの値に設定します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

iSNS クラウド検出の設定
ここでは、iSNS クラウド検出の設定方法について説明します。

• 「iSNS クラウド検出のイネーブル化」（P.4-62）
• 「オンデマンド型 iSNS クラウド検出の開始」（P.4-62）
• 「iSNS クラウド自動検出の設定」（P.4-63）

iSNS クラウド検出のイネーブル化
手順の詳細

iSNS クラウド検出をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[End Devices] > [iSNS] を選択します。
[Information] ペインに iSNS 設定が表示されます。

ステップ 2

[Control] タブをクリックし、クラウド検出機能に対応する [Command] ドロップダウン メニューで
[enable] を選択します。

ステップ 3

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

オンデマンド型 iSNS クラウド検出の開始
手順の詳細

iSNS クラウド検出をオンデマンドで開始する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[End Devices] > [iSNS] を選択します。
[Information] ペインに iSNS 設定が表示されます。

ステップ 2

[Cloud Discovery] タブをクリックし、[Manual Discovery] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。
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iSNS クラウド自動検出の設定
手順の詳細

iSNS クラウド自動検出を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[End Devices] > [iSNS] を選択します。
[Information] ペインに iSNS 設定が表示されます。

ステップ 2

[Cloud Discovery] タブをクリックし、[AutoDiscovery] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

iSNS クラウド検出の配信設定
手順の詳細

iSNS クラウド検出の CFS による配信を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[End Devices] > [iSNS] を選択します。
[Information] ペインに iSNS 設定が表示されます。

ステップ 2

[CFS] タブをクリックし、クラウド検出機能に対応する [Admin] ドロップダウン メニューで [enable]
を選択します。

ステップ 3

クラウド検出機能に対応する [Global] ドロップダウン メニューで [enable] を選択します。

ステップ 4

[Apply Changes] アイコンをクリックして、これらの変更を保存します。

iSCSI の設定例
ここでは、3 種類の iSCSI 仮想ターゲット設定例を示します。

例1

iSCSI 仮想ターゲットとしてファイバ チャネル ターゲット全体を割り当てる例を示します。ファイバ
チャネル ターゲットに属しているすべての LUN を iSCSI ターゲットの一部として使用できます
（図 4-17 を参照）。
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iSCSI ノード名の割り当て

ࠬ࠻ࠫ ࠺ࡃࠗࠬߩ iSCSI ࡆࡘ
iqn.1987-02.com.cisco.target-1

ࡈࠔࠗࡃ ࠴ࡖࡀ࡞ ࠬ࠻ࠫ
࠺ࡃࠗࠬ

1

1

2
3

2
3

4
5
6

4
5
6

pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06

112189

図 4-17

iscsi virtual-target name iqn.1987-02.com.cisco.target-1
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06

例2
ファイバ チャネル ターゲットの LUN のサブセットを 3 つの iSCSI 仮想ターゲットにマッピングする
例を示します。各 iSCSI ターゲットが所有する LUN は 1 つだけです（図 4-18 を参照）。
図 4-18

iSCSI ノード名への LUN のマッピング

ࠬ࠻ࠫ ࠺ࡃࠗࠬߩ iSCSI ࡆࡘ
iqn.1987-02.com.cisco.target-1

ࡈࠔࠗࡃ ࠴ࡖࡀ࡞ ࠬ࠻ࠫ
࠺ࡃࠗࠬ

0

0

iqn.1987-02.com.cisco.target-2

1
2

pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06

0

112190

0
iqn.1987-02.com.cisco.target-3
iscsi virtual-target name iqn.1987-02.com.cisco.target-1
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06 fc-lun 0 iscsi-lun 0
iscsi virtual-target name iqn.1987-02.com.cisco.target-2
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06 fc-lun 1 iscsi-lun 0
iscsi virtual-target name iqn.1987-02.com.cisco.target-3
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06 fc-lun 2 iscsi-lun 0

例3
ファイバ チャネル LUN ターゲットの 3 つのサブセットを 3 つの iSCSI 仮想ターゲットにマッピング
する例を示します。2 つの iSCSI ターゲットで LUN を 1 つ使用し、3 つめの iSCSI ターゲットで LUN
を 2 つ使用します（図 4-19 を参照）。
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図 4-19

複数の iSCSI ノード名への LUN のマッピング
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0

112191

0
1
iqn.1987-02.com.cisco.target-3
iscsi virtual-target name iqn.1987-02.com.cisco.target-1
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06 fc-lun 0 iscsi-lun 0
iscsi virtual-target name iqn.1987-02.com.cisco.target-2
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06 fc-lun 1 iscsi-lun 0
iscsi virtual-target name iqn.1987-02.com.cisco.target-3
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06 fc-lun 2 iscsi-lun 0
pWWN 28:00:01:02:03:04:05:06 fc-lun 3 iscsi-lun 1

iSCSI デバイスの VSAN メンバーシップの例
図 4-20 に iSCSI デバイスの VSAN メンバーシップの例を示します。

• iSCSI インターフェイス 1/1 は VSAN Y のメンバーです。
• iSCSI 発信側ホスト A は、VSAN X に対する明示的 VSAN メンバーシップが与えられています。
• 3 つの iSCSI 発信側（ホスト A、ホスト B、およびホスト C）が iSCSI インターフェイス 1/1 に接
続します。
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図 4-20

iSCSI インターフェイスの VSAN メンバーシップ
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ホスト A の仮想ファイバ チャネル N ポートは、発信側の明示的メンバーシップが設定されているの
で、VSAN X に追加されます。仮想ホスト B およびホスト C の N ポートは、明示的メンバーシップが
設定されていないので、iSCSI インターフェイスの VSAN メンバーシップを引き継ぎ、VSAN Y に属
します。

iSNS サーバの例
iSNS サーバは、ファイバ チャネルのゾーン分割情報と、iSCSI アクセス コントロール情報および設定
の両方を利用することによって、ファイバ チャネル デバイスと iSCSI デバイスにまたがって、統一さ
れたアクセス コントロールを提供します。iSNS クライアントとして動作する iSCSI 発信側だけが、両
方のアクセス コントロール情報に基づいてアクセスが許可されるデバイスを検出します。図 4-21 に、
このシナリオの例を示します。
図 4-21

Cisco MDS 環境における iSNS サーバの使用例
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図 4-21 で、iqn.host1 および iqn.host2 は iSCSI 発信側です。P1 および P2 はファイバ チャネル ター
ゲットです。2 つの発信側はそれぞれ異なるゾーンにあります。ゾーン 1 は iqn.host1 およびターゲッ
ト P1 からなり、ゾーン 2 は iqn.host2 およびターゲット P2 からなります。iSNS サーバ機能は SW-1
および SW-2 の両方のスイッチでイネーブルです。登録処理の流れは、次のとおりです。

1. 発信側 iqn.host1 が SW-1 のポート Gigabitethernet2/1 に登録されます。
2. 発信側 iqn.host2 が SW-2 のポート Gigabitethernet3/1 に登録されます。
3. 発信側 iqn.host1 が SW-1 に iSNS クエリーを送信し、アクセス可能なすべてのターゲットを調べ
ます。

4. 次に iSNS サーバがファイバ チャネル ネーム サーバ（FCNS）にクエリーを送信し、クエリー元
からアクセス可能な（つまり、同じゾーン内の）デバイスのリストを取得します。このクエリーの
結果は P1 だけです。

5. iSNS サーバは次に自身のデータベースに問い合せ、ファイバ チャネル デバイスを対応する iSCSI
ターゲットに変換します。これは仮想ターゲット、そのアクセス コントロールの設定、ダイナ
ミック ファイバ チャネル ターゲット インポート機能がイネーブルなのかディセーブルなのかと
いった iSCSI の設定に基づいて行われます。

6. iSNS サーバはクエリーの発信側に応答を戻します。この応答には、iSNS サーバが認識しているす
べての iSCSI ポータルを記したリストが含まれます。したがって、iqn.host1 は SW-1
（Gigabitethernet 2/1）または SW-2（Gigabitethernet 3/1）のどちらからターゲット P1 にログイン
するかを選択できます。

7. 発信側が SW-1 へのログインを選択し、あとでポートがアクセス不能になった場合
（Gigabitethernet 2/1 の停止など）、発信側は代わりに SW-2 のポート Gigabitethernet 3/1 からター
ゲット P1 への接続に移行することを選択できます。
8. ターゲットが停止するか、またはゾーンから除去された場合、iSNS サーバは発信側に iSNS State
Change Notification（SCN）メッセージを送信し、発信側がセッションを削除できるようにしま
す。

iSCSI トランスペアレント モード発信側の例
この例で想定されている設定は、次のとおりです（図 4-22 を参照）。

• ターゲット デバイス上に LUN マッピング、LUN マスキング、またはその他のホスト アクセス コ
ントロールを設定しない。

• iSCSI ログイン認証を行わない（ログイン認証は none に設定）。
• トポロジは次のとおり。
– iSCSI インターフェイス 7/1 は、IP アドレスで発信側を識別するように設定する。
– iSCSI インターフェイス 7/5 は、ノード名で発信側を識別するように設定する。
– IPS ポート 7/1 に接続する、IPv4 アドレスが 10.11.1.10 で名前が
iqn.1987-05.com.cisco:01.255891611111 の iSCSI 発信側ホスト 1 を IPv4 アドレス（ホスト 1
= 10.11.1.10）で指定する。
– IPv4 アドレスが 10.15.1.10 でノード名が iqn.1987-05.com.cisco:01.25589167f74c の iSCSI 発
信側ホスト 2 を、IPS ポート 7/5 に接続する。
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図 4-22

iSCSI トランスペアレント モード発信側
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手順の詳細
この例（図 4-22 を参照）を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Cisco MDS スイッチのすべての iSCSI ホストにヌル認証を設定します。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
b. [Information] ペインの [AuthMethod] ドロップダウン メニューで [none] を選択します。
c. [Apply Changes] アイコンをクリックします。

ステップ 2

自動生成された iSCSI ターゲット名を使用して、すべてのファイバ チャネル ターゲットを iSCSI SAN
にダイナミックにインポートするように、 iSCSI を設定します。

a. Device Manager で、[IP] > [iSCSI] を選択します。
b. [Targets] タブをクリックします。
c. [Dynamically Import FC Targets] チェックボックスをオンにします。
d. [Apply] をクリックします。
ステップ 3

IPv4 アドレスを指定してスロット 7 ポート 1 のギガビット イーサネット インターフェイスを設定し、
インターフェイスをイネーブルにします。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [Gigabit
Ethernet] を選択します。
b. [Information] ペインで [IP Address] タブをクリックし、[Create Row] をクリックします。
c. スロット 7 ポート 1 のギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスおよびサブネット
マスクを設定します。

d. [Create] をクリックします。
e. [General] タブを選択し、スロット 7 ポート 1 のギガビット イーサネット インターフェイスに対応
する [Admin] ドロップダウン メニューで [up] を選択します。
f. [Apply Changes] アイコンをクリックします。

（注）

ホスト 2 はこのポートに接続します。
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ステップ 4

すべてのダイナミック iSCSI 発信側を IP アドレスで識別するように、スロット 7 ポート 1 の iSCSI イ
ンターフェイスを設定し、インターフェイスをイネーブルにします。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [FC Logical] を
選択します。

b. [Information] ペインで [iSCSI] タブをクリックします。
c. [ID Mode] ドロップダウン メニューで [ipaddress] を選択し、[Apply Changes] アイコンをクリッ
クします。

d. Device Manager で [Interfaces] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。
e. [iSCSI] タブをクリックします。
f. スロット 7 ポート 1 の iSCSI インターフェイスに対応する [Admin] ドロップダウン メニューから
[up] を選択します。
g. [Apply] をクリックします。
ステップ 5

IPv4 アドレスを指定してスロット 7 ポート 5 のギガビット イーサネット インターフェイスを設定し、
インターフェイスをイネーブルにします。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [Gigabit
Ethernet] を選択します。
b. [Information] ペインで [IP Address] タブをクリックし、[Create Row] をクリックします。
c. スロット 7 ポート 5 のギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスおよびサブネット
マスクを設定します。

d. [Create] をクリックします。
e. [General] タブを選択し、スロット 7 ポート 5 のギガビット イーサネット インターフェイスに対応
する [Admin] ドロップダウン メニューで [up] を選択します。
f. [Apply Changes] アイコンをクリックします。
ステップ 6

すべてのダイナミック iSCSI 発信側をノード名で識別するように、スロット 7 ポート 5 の iSCSI イン
ターフェイスを設定し、インターフェイスをイネーブルにします。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [FC Logical] を
選択します。

b. [Information] ペインで [iSCSI] タブをクリックします。
c. [ID Mode] ドロップダウン メニューで [name] を選択し、[Apply Changes] アイコンをクリックし
ます。

d. Device Manager で [Interfaces] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。
e. [iSCSI] タブをクリックします。
f. スロット 7 ポート 5 の iSCSI インターフェイスに対応する [Admin] ドロップダウン メニューから
[up] を選択します。
g. [Apply] をクリックします。

（注）
ステップ 7

ホスト 1 はこのポートに接続します。

使用可能なファイバ チャネル ターゲットを確認します。

a. Device Manager で、[FC] > [Name Server] を選択します。
b. [General] タブをクリックします。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

4-69

第4章

iSCSI の設定

iSCSI の設定例

ステップ 8

ホスト 1 およびファイバ チャネル ターゲットが 1 つ所属している iscsi-zone-1 という名前のゾーンを
作成します。

（注）

iSCSI インターフェイスはすべてのホストを IP アドレスで識別するように設定されているの
で、ゾーン メンバーシップの設定には IP アドレスを使用します。

a. Cisco DCNM-SAN で、[Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択します。
b. [Edit Local Full Zone Database] ダイアログボックスの [VSAN] ドロップダウン メニューで
[VSAN 1] を選択します。
c. 左側ナビゲーション ペインで [Zones] フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
d. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-1 に設定し、[OK] をクリックします。
e. 左側ナビゲーション ペインで iscsi-zone-1 フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
f. [ZoneBy] オプション ボタンを [WWN] に設定します。
g. [Port WWN] をファイバ チャネル ターゲットの pWWN（21:00:00:20:37:6f:fd:97）に設定し、
[Add] をクリックします。
h. [ZoneBy] オプション ボタンを [iSCSI IP Address/Subnet] に設定します。
i. [IP Address/Mask] フィールドをホスト 1 iSCSI 発信側の IP アドレス（10.11.1.10）に設定し、
[Add] をクリックします。
ステップ 9

ホスト 2 およびファイバ チャネル ターゲットが 2 つ所属している iscsi-zone-2 という名前のゾーンを
作成します。

（注）

すべてのホストをノード名で識別するように iSCSI インターフェイスが設定されているので、
ゾーン メンバーシップの設定には、iSCSI ホストのシンボリック ノード名を使用します。

a. Cisco DCNM-SAN で、メイン メニューから [Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択し
ます。

b. [Edit Local Full Zone Database] ダイアログボックスの [VSAN] ドロップダウン メニューで
[VSAN 2] を選択します。
c. 左側ナビゲーション ペインで [Zones] フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
d. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-2 に設定し、[OK] をクリックします。
e. 左側ナビゲーション ペインで iscsi-zone-2 フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
f. [ZoneBy] オプション ボタンを [WWN] に設定します。
g. [Port WWN] を片方のファイバ チャネル ターゲットに対応する pWWN（21:00:00:20:37:6f:fe:5
など）に設定し、[Add] をクリックします。
h. [Port WWN] をもう片方のファイバ チャネル ターゲットに対応する pWWN
（21:00:00:20:37:a6:a6:5d など）に設定し、[Add] をクリックします。
i. [ZoneBy] オプション ボタンを [iSCSI name] に設定します。
j. [Port Name] フィールドをホスト 2 のシンボリック名（iqn.1987-05.com.cisco:01.25589167f74c）
に設定し、[Add] をクリックします。
ステップ 10

ゾーン セットを作成し、2 つのゾーンをメンバーとして追加して、ゾーン セットをアクティブにしま
す。
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（注）

iSCSI インターフェイスは、すべてのホストをノード名で識別するように設定されています。

a. Cisco DCNM-SAN で、[Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択します。
b. [Edit Local Full Zone Database] ダイアログボックスの [VSAN] ドロップダウン メニューで
[VSAN 1] を選択します。
c. 左側ナビゲーション ペインで [Zoneset] フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
d. [Zoneset Name] フィールドを zoneset-iscsi に設定し、[OK] をクリックします。
e. zoneset-iscsi フォルダをクリックし、[Insert] をクリックします。
f. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-1 に設定し、[OK] をクリックします。
g. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-2 に設定し、[OK] をクリックします。
h. [Activate] をクリックして、新しいゾーン セットをアクティブにします。
i. [Continue Activation] をクリックして、アクティブ化を完了します。
ステップ 11

iSCSI ホスト（ホスト 1 およびホスト 2）を起動します。

ステップ 12

すべての iSCSI セッションを表示します。

a. Device Manager で [Interfaces] > [Monitor] > [Ethernet] を選択します。
b. [iSCSI connections] タブをクリックして、すべての iSCSI セッションを表示します。
c. Device Manager で、[IP] > [iSCSI] を選択し、さらに [Session Initiators] タブを選択します。
d. [Details] をクリックします。
ステップ 13

Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで [End Devices] > [iSCSI] を選択し、2 つの iSCSI
発信側の詳細を確認します。

ステップ 14

Cisco DCNM-SAN で [Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択し、アクティブなゾーン セッ
トを表示します。iSCSI 発信側の FC ID が解決されます。

ステップ 15

Device Manager で、[FC] > [Name Server] を選択します。ファイバ チャネル ネーム サーバによって、
iSCSI ホスト用に作成された仮想 N ポートが表示されます。

ステップ 16

Device Manager で、[FC] > [Name Server] を選択します。

ステップ 17

[Advanced] タブをクリックします。ファイバ チャネル ネーム サーバの iSCSI 発信側ノードに関する
詳細出力を確認します。

LUN マッピングが必要なターゲット ストレージ デバイスの例
シナリオ 2 の例で想定されている設定は、次のとおりです（図 4-23 を参照）。

• アクセス コントロールはファイバ チャネル ゾーン分割に基づく。
• ターゲットベースの LUN マッピングまたは LUN マスキングを使用する。
• iSCSI 認証は行わない（none）。
• iSCSI 発信側を個別の VSAN に割り当てる。
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図 4-23

LUN マッピングされたターゲット ストレージ デバイス

ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ fc 2/1
21:00:00:20:37:6f:fd:97
ࡎࠬ࠻ 1
iSCSI

VSAN 1
ࠬࠗ࠶࠴ 1

iSCSI

ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ fc 2/5
21:00:00:20:37:6f:fe:54

iSCSI

ࡎࠬ࠻ 2

VSAN 2

94137

ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ fc 2/9
21:00:00:20:37:a6:a6:5d

手順の詳細
この例（図 4-23 を参照）を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

すべての iSCSI ホストにヌル認証を設定します。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
b. [Information] ペインの [AuthMethod] ドロップダウン メニューで [none] を選択します。
c. [Apply Changes] アイコンをクリックします。
ステップ 2

自動生成された iSCSI ターゲット名を使用して、すべてのファイバ チャネル ターゲットを iSCSI SAN
にダイナミックにインポートするように、 iSCSI を設定します。

a. Device Manager で、[IP] > [iSCSI] を選択します。
b. [Targets] タブをクリックします。
c. [Dynamically Import FC Targets] チェックボックスをオンにします。
d. [Apply] をクリックします。
ステップ 3

IPv4 アドレスを指定してスロット 7 ポート 1 のギガビット イーサネット インターフェイスを設定し、
インターフェイスをイネーブルにします。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [Gigabit
Ethernet] を選択します。
b. [Information] ペインで [IP Address] タブをクリックし、[Create Row] をクリックします。
c. スロット 7 ポート 1 のギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスおよびサブネット
マスクを設定します。

d. [Create] をクリックします。
e. [General] タブをクリックし、スロット 7 ポート 1 のギガビット イーサネット インターフェイスに
対応する [Admin] ドロップダウン メニューで [up] を選択します。
f. [Apply Changes] アイコンをクリックします。
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ステップ 4

すべてのダイナミック iSCSI 発信側を IP アドレスで識別するように、スロット 7 ポート 1 の iSCSI イ
ンターフェイスを設定し、インターフェイスをイネーブルにします。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [FC Logical] を
選択します。

b. [Information] ペインで [iSCSI] タブをクリックします。
c. [ID Mode] ドロップダウン メニューで [ipaddress] を選択し、[Apply Changes] アイコンをクリッ
クします。

d. Device Manager で [Interfaces] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。
e. [iSCSI] タブをクリックします。
f. スロット 7 ポート 1 の iSCSI インターフェイスに対応する [Admin] ドロップダウン メニューから
[up] を選択します。
g. [Apply] をクリックします。
ステップ 5

IPv4 アドレスを指定してスロット 7 ポート 5 のギガビット イーサネット インターフェイスを設定し、
インターフェイスをイネーブルにします。
a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [Gigabit
Ethernet] を選択します。
b. [Information] ペインで [IP Address] タブをクリックし、[Create Row] をクリックします。
c. スロット 7 ポート 5 のギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスおよびサブネット
マスクを設定します。

d. [Create] をクリックします。
e. [General] タブを選択し、スロット 7 ポート 5 のギガビット イーサネット インターフェイスに対応
する [Admin] ドロップダウン メニューで [up] を選択します。
f. [Apply Changes] アイコンをクリックします。
ステップ 6

すべてのダイナミック iSCSI 発信側を IP アドレスで識別するように、スロット 7 ポート 5 の iSCSI イ
ンターフェイスを設定し、インターフェイスをイネーブルにします。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [FC Logical] を
選択します。

b. [Information] ペインで [iSCSI] タブをクリックします。
c. [ID Mode] ドロップダウン メニューで [ipaddress] を選択し、[Apply Changes] アイコンをクリッ
クします。

d. Device Manager で [Interfaces] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。
e. [iSCSI] タブをクリックします。
f. スロット 7 ポート 5 の iSCSI インターフェイスに対応する [Admin] ドロップダウン メニューから
[up] を選択します。
g. [Apply] をクリックします。
ステップ 7

ホスト 1 のスタティック pWWN および nWWN を設定します。

a. Device Manager で、[IP] > [iSCSI] を選択します。
b. [Initiators] タブをクリックします。
c. ホスト 1 iSCSI 発信側に対応する [Node Address Persistent] および [Node Address
System-assigned] チェックボックスをオンにします。
d. [Apply] をクリックします。
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ステップ 8

ホスト 2 のスタティック pWWN を設定します。

a. Device Manager で、[IP] > [iSCSI] を選択します。
b. [Initiators] タブをクリックします。
c. ホスト 2 iSCSI 発信側を右クリックし、[Edit pWWN] をクリックします。
d. [System-assigned Num] フィールドで [1] を選択し、[Apply] をクリックします。
ステップ 9

設定済みの WWN を表示します。

（注）

WWN はシステムによって割り当てられています。発信側はさまざまな VSAN に所属していま
す。

a. Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] > [iSCSI] を選択します。
b. [Initiators] タブをクリックします。
ステップ 10

VSAN 1 のホスト 1 および iSCSI ターゲットに対応するゾーンを作成します。
（注）

iSCSI インターフェイスはすべてのホストを IP アドレスで識別するように設定されているの
で、ゾーン メンバーシップの設定には IP アドレスを使用します。

a. Cisco DCNM-SAN で、[Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択します。
b. [Edit Local Full Zone Database] ダイアログボックスの [VSAN] ドロップダウン メニューで
[VSAN 1] を選択します。
c. 左側ナビゲーション ペインで [Zones] フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
d. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-1 に設定し、[OK] をクリックします。
e. 左側ナビゲーション ペインで iscsi-zone-1 フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
f. [ZoneBy] オプション ボタンを [WWN] に設定します。
g. [Port WWN] をファイバ チャネル ターゲットの pWWN（21:00:00:20:37:6f:fd:97）に設定し、
[Add] をクリックします。
h. [ZoneBy] オプション ボタンを [iSCSI IP Address/Subnet] に設定します。
i. [IP Address/Mask] フィールドをホスト 1 iSCSI 発信側の IP アドレス（10.11.1.10）に設定し、
[Add] をクリックします。

（注）

ステップ 11

ファイバ チャネル ストレージでは、iSCSI 発信側のゾーン メンバーシップに iSCSI シンボ
リック ノード名または pWWN を使用できます。この場合、pWWN は固定です。

VSAN 1 でゾーン セットを作成し、アクティブにします。
a. Cisco DCNM-SAN で、[Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択します。
b. [Edit Local Full Zone Database] ダイアログボックスの [VSAN] ドロップダウン メニューで
[VSAN 1] を選択します。
c. 左側ナビゲーション ペインで [Zoneset] フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
d. [Zoneset Name] フィールドを zoneset-iscsi-1 に設定し、[OK] をクリックします。
e. zoneset-iscsi-1 フォルダをクリックし、[Insert] をクリックします。
f. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-1 に設定し、[OK] をクリックします。
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g. [Activate] をクリックして、新しいゾーン セットをアクティブにします。
h. [Continue Activation] をクリックして、アクティブ化を完了します。
ステップ 12

ホスト 2 およびファイバ チャネル ターゲットが 2 つあるゾーンを作成します。

（注）

ホストが VSAN 2 にある場合、ファイバ チャネル ターゲットおよびゾーンも VSAN 2 になけ
ればなりません。

（注）

iSCSI インターフェイスは、すべてのホストをノード名で識別するように設定されています。

a. Cisco DCNM-SAN で、[Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択します。
b. [Edit Local Full Zone Database] ダイアログボックスの [VSAN] ドロップダウン メニューで
[VSAN 2] を選択します。
c. 左側ナビゲーション ペインで [Zones] フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
d. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-2 に設定し、[OK] をクリックします。
e. 左側ナビゲーション ペインで iscsi-zone-2 フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
f. [ZoneBy] オプション ボタンを [WWN] に設定します。
g. Port WWN をファイバ チャネル ターゲットのいずれかの pWWN（例：21:00:00:20:37:6f:fe:5）
に設定して、[Add] をクリックします。
h. Port WWN をファイバ チャネル ターゲットの別の pWWN（例：21:00:00:20:37:a6:a6:5d）に設定
して、[Add] をクリックします。
i. [ZoneBy] オプション ボタンを [iSCSI IP Address/Subnet] に設定します。
j. [IP Address/Mask] フィールドをホスト 2 iSCSI 発信側の IP アドレス（10.15.1.11）に設定し、
[Add] をクリックします。
ステップ 13

VSAN 2 でゾーン セットを作成し、アクティブにします。
a. Cisco DCNM-SAN で、[Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択します。
b. [Edit Local Full Zone Database] ダイアログボックスの [VSAN] ドロップダウン メニューで
[VSAN 2] を選択します。
c. 左側ナビゲーション ペインで [Zoneset] フォルダを選択し、[Insert] をクリックします。
d. [Zoneset Name] フィールドを zoneset-iscsi-2 に設定し、[OK] をクリックします。
e. zoneset-iscsi-2 フォルダをクリックし、[Insert] をクリックします。
f. [Zone Name] フィールドを iscsi-zone-2 に設定し、[OK] をクリックします。
g. [Activate] をクリックして、新しいゾーン セットをアクティブにします。
h. [Continue Activation] をクリックして、アクティブ化を完了します。

ステップ 14

両方のホストで iSCSI クライアントを起動します。

ステップ 15

すべての iSCSI セッションを表示します。

a. Device Manager で [Interface] > [Monitor] > [Ethernet] を選択し、[iSCSI connections] タブを選択
して、すべての iSCSI セッションを表示します。
b. Device Manager で、[IP] > [iSCSI] を選択し、さらに [Session Initiators] タブを選択します。
c. [Details] をクリックします。
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ステップ 16

Cisco DCNM- SAN の [Physical Attributes] ペインで [End Devices] > [iSCSI] を選択し、2 つの iSCSI
発信側の詳細を確認します。

ステップ 17

Cisco DCNM-SAN で [Zones] > [Edit Local Full Zone Database] を選択し、アクティブなゾーン セッ
トを表示します。iSCSI 発信側の FC ID が解決されます。

ステップ 18

Device Manager で、[FC] > [Name Server] を選択します。ファイバ チャネル ネーム サーバによって、
iSCSI ホスト用に作成された仮想 N ポートが表示されます。

ステップ 19

Device Manager で、[FC] > [Name Server] を選択します。

ステップ 20

[Advanced] タブをクリックします。ファイバ チャネル ネーム サーバの iSCSI 発信側ノードに関する
詳細出力を確認します。

iSCSI のフィールドに関する説明
ここでは、iSCSI のフィールドについて説明します。

Ethernet Interfaces iSCSI
フィールド

説明

Description

ネットワーク マネージャによって指定されたインターフェイスのエイ
リアス名。

Speed

動作速度。

PhysAddress

インターフェイスの WWN。

Admin

インターフェイスの適切な状態。

Oper

インターフェイスの現在の動作状態。

LastChange

インターフェイスが現在の動作状態にいつ移行したか。ローカル ネッ
トワーク管理サブシステムの前回の初期化以前に現在の状態に移行し
た場合、この値は N/A になります。

PortVSAN

インターフェイスが属す VSAN。

ForwardingMode

HBA にパススルーで問題が発生する場合には、ストア アンド フォ
ワードを使用します。

Initiator ID Mode

このインターフェイス上で発信側を識別する方法。 iSCSI 名（name）
または IP アドレス（ipaddress）を使用します。

Enable

このインターフェイス用の発信側プロキシ モード。True の場合、この
インターフェイスに接続するすべての発信側が、このインターフェイ
スで提供される発信側設定を使用します。発信側設定には、ポート
WWN とノード WWN が含まれます。

Assignment（割り当て）

発信側プロキシ モード FC アドレスを割り当てる方法。auto の場合、
FC アドレスが自動的に割り当てられます。manual の場合、手動で設
定する必要があります。
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フィールド

説明

Port WWN

発信側プロキシ モードがオンの場合に、このインターフェイスで発信
側が使用するポート FC アドレス。

Node WWN

発信側プロキシ モードがオンの場合に、このインターフェイスで発信
側が使用するノード FC アドレス

Ethernet Interfaces iSCSI TCP
フィールド

説明

Local Port

ローカル インターフェイスの TCP ポート。

SACK

選択的確認応答（SACK）オプションがイネーブルかどうかを示しま
す。

KeepAlive

この iSCSI インターフェイスの TCP キープアライブ タイムアウト。値
が 0 の場合、キープアライブ タイムアウトはディセーブルです。

MinTimeout

TCP 最小再送信時間。

Max

TCP 最大再送信回数。

SendBufferSize

TCP 送信バッファ サイズ。

MinBandwidth

TCP 最小帯域幅。

MaxBandwidth

TCP 最大帯域幅。

Estimated Round Trip

B-D 乗算に使用されるネットワーク パイプの推定ラウンドトリップ遅
延。スイッチは、これを使用してアドバタイズする TCP ウィンドウを
算出できます。

QoS

TCP QoS コード ポイント。

PMTU Enable

パス MTU ディスカバリ オプション オプションがイネーブルかどうか
を示します。

PMTU Reset Timeout

PMTU リセット タイムアウト。

Connections Normal

通常の iSCSI 接続数。

Connections Discovered

ディスカバリ iSCSI 接続数。

CWM Enable

True の場合、輻輳ウィンドウ モニタリングがイネーブルされます。
False の場合はディセーブルです。

CWM Burst Size

TCP 送信側の待機時間後に送信される最大バースト。

Max Jitter

このインターフェイスの TCP 接続で発生する可能性のある最大遅延変
動（輻輳が原因ではないもの）。

Port

このインターフェイスのローカル TCP ポート。

Ethernet Interface Monitor iSCSI Connections
フィールド

説明

RxBytes

iSCSI セッションで受信した合計バイト数。
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フィールド

説明

TxBytes

iSCSI セッションで送信した合計バイト数。

IPSEC

iSCSI 接続統計情報に関するオブジェクトのコレクション。

iSCSI Connection
フィールド

説明

LocalAddr

この接続で使用されるローカル インターネット ネットワーク アドレ
ス。

RemoteAddr

この接続で使用されるリモート インターネット ネットワーク アドレ
ス。

CID

この接続の iSCSI 接続 ID。

State

iSCSI ネゴシエーションから見た、この接続の現在の状態。
• login：トランスポート プロトコルで接続されているが、最終ビッ
トが設定された有効な iSCSI ログイン応答が送信または受信され
ていません。

• full：最終ビットが設定された有効な iSCSI ログイン応答が送信ま
たは受信されています。

• logout：有効な iSCSI ログアウト コマンドが送信または受信され
たが、トランスポート プロトコル接続がまだ閉じられていません。

MaxRecvDSLen

この接続で使用されているコマンドまたはデータ PDU でサポートされ
る最大データ ペイロード サイズ。ネゴシエーションが 512 k ブロック
単位で行われていても、レポートされるサイズはバイト単位となりま
す。

SendMarker

この接続で、発信データ ストリームにマーカーを挿入するかどうかを
示します。

HeaderDigest

この接続で使用される iSCSI ヘッダー ダイジェスト方式。

DataDigest

この接続で使用される iSCSI データ ダイジェスト方式。

iSCSI Initiators
フィールド

説明

Name or IP Address

このエントリで表されるノードのグローバルな固有識別子となる文字
列。

VSAN Membership

このエントリで表されるノードがアクセス可能な設定済み VSAN のリ
スト。

Dynamic

True の場合は、このエントリで表されるノードが自動的に検出されます。

Initiator Type

ノードが、iSCSI ロード バランシングに使用されるホストかどうかを
示します。
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フィールド

説明

Persistent Node WWN

True の場合は、FC ドメイン内で同じノード名で表されるノードに、同
じ FC アドレスが割り当てられます。ノードの FC アドレスは、自動割
り当てでも手動割り当てでもかまいません。

SystemAssigned Node
WWNN

True の場合、このノードに FC アドレスが自動的に割り当てられます。
False の場合は、FC アドレスが手動で設定されます。

Node WWN

ノードの永続的な FC アドレス。

Persistent Port WWN

True の場合は、FC ドメイン内で同じノード名で表されるノードのポー
トに、同じ FC アドレスが割り当てられます。

Port WWN

このノードに関連付けられたすべての FC ポート アドレス。

AuthUser

発信側がログイン時の使用を許可された唯一の CHAP ユーザ名です。

Target UserName

（任意）ログインに使用されるユーザ名。ユーザ名を指定しなかった場
合は、グローバル ユーザ名が使用されます。

Target Password

（任意）ログインに使用されるパスワード。パスワードを指定しなかっ
た場合は、グローバル パスワードが使用されます。

Load Metric

iSCSI ロード バランシング用に、この iSCSI 発信側に設定されたロー
ド メトリック。

Auto Zone Name

この発信側のターゲット リストに対する自動ゾーンをシステムが作成
するときに使用されるゾーン名。

iSCSI Targets
フィールド

説明

Dynamically Import FC
Targets

このオプションをオンにすると、FC ターゲットが iSCSI ドメインに動
的にインポートされます。iSCSI ドメイン内にすでに存在しているター
ゲットはインポートされません。

iSCSI Name

このエントリで表されるノードの iSCSI 名。

Dynamic

このエントリで表されるノードが、自動的に検出されたものか、手動
で設定されたものかを示します。

Primary Port WWN

このターゲットの FC アドレス。

Secondary Port WWN

このターゲットのオプションのセカンダリ FC アドレス。この FC アド
レスは、プライマリに到達できない場合に使用されます。

LUN Map iSCSI

この LU に設定されたデフォルトの論理ユニット番号。

LUN Map FC Primary

プライマリ ポート アドレスに対するリモート LU の論理ユニット番号。

LUN Map FC Secondary

セカンダリ ポート アドレスに対するリモート LU の論理ユニット番号。

Initiator Access All

True の場合、このターゲットの発信側許可リストになくても、すべて
の発信側がこのターゲットにアクセスできます。False の場合は、許可
リストにある発信側だけがこのターゲットにアクセスを許可されます。

Initiator Access List

このエントリで表されるノードにアクセスを許可されたすべての iSCSI
ノードのリスト。AllAllowed が False でリストの値が空の場合は、こ
のターゲットにアクセスを許可される発信側がありません。

Advertised Interfaces

ターゲットがアドバタイズされるすべてのインターフェイスのリスト。
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フィールド

説明

Trespass Mode

このノードのトレスパス モード。各 iSCSI ターゲットは FC ターゲッ
トの 1 つ以上のポートを表しています。True の場合は、プライマリ
ポートがダウンしているときに、すべての LUN I/O 要求をセカンダリ
ポートに渡すよう、ノードが FC ノードに指示します。

RevertToPrimaryPort

FC ターゲットがオンラインに復帰した場合に、プライマリ ポートに戻
す必要があるかどうかを示します。

iSCSI Session Initiators
フィールド

説明

Name or IP Address

発信側ポートの名前または IP アドレス。

Alias

ログイン時に獲得した発信側のエイリアス。

iSCSI Global
フィールド

説明

AuthMethod

認証方式。

InitiatorIdleTimeout

ゲートウェイ（FC ターゲットを表すもの）が、最後の iSCSI セッショ
ンから iSCSI 発信側がダウンするまで待つ時間。この時間が経過する
と、その iSCSI 発信側に関する情報をパージします。

iSLB ZonesetActivate

このオプションをオンにすると、発信側ターゲットに関連付けられた
自動ゾーン分割が実行されます。

DynamicInitiator

このフィールドは、ダイナミック iSCSI 発信側の作成方法を決定しま
す。iSCSI オプション（デフォルト）を選択すると、ダイナミック
iSCSI 発信側が作成されます。iSLB を選択すると、iSLB ダイナミッ
ク発信側が作成されます。拒否するオプションを選択すると、発信側
のダイナミック作成が禁止されます。

Target UserName

ログインに使用するデフォルト ユーザ名。発信側のユーザ名を指定し
た場合は、代わりにそのユーザ名が使用されます。

Target Password

ログインに使用するデフォルト パスワード。発信側のパスワードを指
定した場合は、代わりにそのパスワードが使用されます。

iSCSI Session Statistics
フィールド

説明

PDU Command

このセッションで転送されたコマンド PDU の数。

PDU Response

このセッションで転送された応答 PDU の数。

Data Tx

このセッションでローカル iSCSI ノードから送信されたデータのバイ
ト数。
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フィールド

説明

Data Rx

このセッションでローカル iSCSI ノードで受信されたデータのバイト
数。

Errors Digest

認証エラー。

Errors CxnTimeout

接続タイムアウト。

iSCSI iSLB VRRP
フィールド

説明

VrId、IpVersion
Load Balance

仮想ルータ番号および IP バージョン（IPv4、IPv6、または DNS）。
ロード バランシングがイネーブルになっているかどうかを示します。

iSCSI Initiator Access
フィールド

説明

Initiator Name

iSCSI ノード名。

iSCSI Initiator PWWN
フィールド

説明

Port WWN

このエントリの FC アドレス。

iSCSI Sessions
フィールド

説明

Type

iSCSI セッションのタイプ。
• normal：セッションは通常の iSCSI セッション
• discovery：セッションは探索だけに使用中。

TargetName

方向が発信の場合は、ここにリモート ターゲットの名前が格納されま
す。

Vsan ID

このセッションが属す VSAN。

ISID

iSCSI セッション ID の発信側で定義された部分。

TSIH

このセッション用にターゲットで定義された識別ハンドル。
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iSCSI Sessions Detail
フィールド

説明

ConnectionNumber

このセッションに現在属している転送プロトコル接続の数。

ImmediateData

発信側とターゲットが、このセッションでの即時データのサポートに
合意しているかどうか。

Initial

True の場合、発信側は Ready-To-Transfer を待ってからターゲットに
送信する必要があります。False の場合、発信側は FirstBurstSize で設
定された制限内、および要求で予想されるデータ転送長の範囲内で
データをすぐに送信できます。

MaxOutstanding

このセッション中のタスクごとの未処理の Ready-To-Transfers の最大数。

First

このセッション中に送信される割り込みデータでサポートされる最大長。

Max

受信データまたは送信データ PDU の 1 つのシーケンス中に送信可能な
最大バイト数。

Sequence

False の場合は、iSCSI データ PDU シーケンスが任意の順序で転送さ
れる可能性があることを示します。True の場合は、エラー回復時を除
いて、連続的に増加するオフセットを使用してデータ PDU シーケンス
を転送する必要があることを示します。

PDU

False の場合は、シーケンス中の iSCSI データ PDU が任意の順序でか
まいません。True の場合は、シーケンス中のデータ PDU が、PDU 間
にギャップやオーバーレイがなく、連続して増加するアドレスになっ
ている必要があることを示します。

iSNS Details iSCSI Nodes
フィールド

説明

Name

ストレージ ノードに関連付けられた発信側またはターゲットの iSCSI
名。

Type

この iSCSI ノードの機能を定義する Node Type ビットマップ。31 は
ターゲット、30 は発信側、29 は制御で、その他はすべて予約されてい
ます。

Alias

iSCSI ノードのエイリアス名。

ScnBitmap

ノードの State Change Notification（SCN）ビットマップ。

WWN Token

オプションのグローバルに固有な 64 ビット整数値。ファイバ チャネル
ファブリック内での iSCSI デバイスのノードの WWN を表すために使
用できます。

AuthMethod

この iSCSI ノードで有効な iSCSI 認証方法。
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iSCSI User
フィールド

説明

iSCSI User

iSCSI ユーザの名前。

Password

iSCSI ユーザのパスワード。

Edit iSCSI Advertised Interfaces
フィールド

説明

Num

iSCSI ターゲットの数。

Interface

ターゲットをアドバタイズするインターフェイス。

その他の関連資料
FCIP の実装に関する詳細情報については、次の各セクションを参照してください。
• 「関連資料」（P.4-83）
• 「標準」（P.4-83）
• 「RFC」（P.4-84）
• 「MIB」（P.4-84）

関連資料
関連項目
『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』

参照先
『Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 5.0(1a)』

標準
標準

タイトル

この機能によってサポートされる新しい標準または変
更された標準はありません。またこの機能による既存
標準のサポートに変更はありません。

–
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RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。また既存 RFC のサ
ポートに変更はありません。

–

MIB
MIB

MIB リンク

• CISCO-ISCI-GW-MIB
• CISCO-ISCSI-MIB

MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/dc-os/mibs
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5

IP サービスの設定
この章では、次の事項について説明します。

• 「IP サービスの概要」（P.5-1）
• 「注意事項と制限」（P.5-7）
• 「デフォルト設定」（P.5-8）
• 「IP サービスの設定」（P.5-8）
• 「複数の VSAN の設定」（P.5-11）
• 「VRRP の設定」（P.5-12）
• 「IP サービスのフィールドの説明」（P.5-14）
• 「その他の関連資料」（P.5-25）

IP サービスの概要
Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチは、イーサネットとファイバ チャネル インターフェイス間で IP ト
ラフィックをルーティングできます。VSAN 間でトラフィックをルーティングするには、IP スタ
ティック ルーティング機能を使用します。この機能を使用するには、VSAN をそれぞれ異なる IP サブ
ネットワークに配置する必要があります。各 Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチは、Network
Management System （NMS; ネットワーク管理システム）に対して次のサービスを提供します。
• スーパーバイザ モジュールの前面パネルにある帯域外イーサネット インターフェイス（mgmt0）
での IP 転送
• IP over Fibre Channel（IPFC）機能を使用した帯域内ファイバ チャネル インターフェイスでの IP
転送：IPFC はカプセル化技術を使用してファイバ チャネル上で IP フレームを伝送する手順を規
定します。IP フレームはファイバ チャネル フレームにカプセル化されるため、オーバーレイ イー
サネット ネットワークを使用しなくても、ファイバ チャネル ネットワーク上で NMS 情報を伝達
できます。

• IP ルーティング（デフォルト ルーティングおよびスタティック ルーティング）：外部ルータを必要
としない設定の場合は、スタティック ルーティングを使用してデフォルト ルートを設定できます。
スイッチは Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP; 仮想ルータ冗長プロトコル）機能の RFC
2338 標準に準拠します。VRRP は、冗長な代替パスをゲートウェイ スイッチに提供する、再起動可能
なアプリケーションです。

（注）

IPv6 の設定については、第 8 章「ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv6 の設定」を参
照してください。
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ここでは、次の内容について説明します。

• 「トラフィック管理サービス」（P.5-2）
• 「管理インターフェイスの設定」（P.5-2）
• 「デフォルト ゲートウェイの概要」（P.5-3）
• 「IPv4 デフォルト ネットワークの設定」（P.5-3）
• 「IPFC」（P.5-5）
• 「IPv4 スタティック ルートの概要」（P.5-5）
• 「オーバーレイ VSAN の概要」（P.5-5）
• 「VRRP の概要」（P.5-5）
• 「DNS サーバの設定」（P.5-7）

トラフィック管理サービス
帯域内オプションは RFC 2625 標準に準拠し、これに従います。ファイバ チャネル インターフェイス
上で IP プロトコルが稼動する NMS ホストは、IPFC 機能を使用してスイッチにアクセスできます。
NMS にファイバ チャネル HBA がない場合でも、いずれかのスイッチをファブリックへのアクセス ポ
イントとして使用して、帯域内管理を実行できます（図 5-1 を参照）。
図 5-1

スイッチへの管理者アクセス
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SNMP

管理インターフェイスの設定
スイッチ上の管理インターフェイスは、同時に複数の Telnet または SNMP セッションを許可します。
管理インターフェイスを介してスイッチを遠隔から設定できますが、スイッチにアクセスできるように
まず IP バージョン 4（IPv4）パラメータ（IP アドレス、サブネット マスク）または IP バージョン 6
（IPv6）アドレスおよびプレフィクス長を設定する必要があります。IPv6 アドレスの設定については、
第 8 章「ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv6 の設定」を参照してください。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN

5-2

OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

第5章

IP サービスの設定
IP サービスの概要

ディレクタ クラスのスイッチでは、1 つの IP アドレスを使用してスイッチを管理します。アクティブ
なスーパーバイザ モジュールの管理（mgmt0）インターフェイスはこの IP アドレスを使用します。ス
タンバイ スーパーバイザ モジュール上の mgmt0 インターフェイスは非アクティブなままで、スイッチ
オーバーが発生するまでアクセスできません。スイッチオーバーが行われると、スタンバイ スーパー
バイザ モジュール上の mgmt0 インターフェイスがアクティブになり、アクティブであったスーパーバ
イザ モジュールと同じ IP アドレスを引き継ぎます。

（注）

MDS 管理インターフェイスが接続されているイーサネット スイッチ上のポートは、スイッチ ポートの
代わりにホスト ポート（アクセス ポートともいう）として設定する必要があります。（イーサネット
スイッチ上の）そのポートのスパニング ツリー設定をディセーブルにする必要があります。これによ
り、（スパニング ツリー設定がイネーブルであればイーサネット スイッチが実行する）イーサネット
スパニング ツリー処理の待ち時間による MDS 管理ポートの起動待ち時間を回避できます。シスコ
イーサネット スイッチで、Cisco IOS の switchport host コマンドまたは Catalyst OS の set port host
コマンドのいずれかを使用します。イーサネット スイッチの設定ガイドを参照してください。

（注）

手動による管理インターフェイスの設定を始める前に、スイッチの IP アドレスと IP サブネット マス
クを取得します。また、コンソール ケーブルがコンソール ポートに接続されていることを確認します。

デフォルト ゲートウェイの概要
Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチで、デフォルト ゲートウェイ IPv4 アドレスを設定できます。
デフォルト ゲートウェイ IPv4 アドレスを設定する場合は、IPv4 スタティック ルーティング属性（IP
デフォルト ネットワーク、送信先プレフィクス、送信先マスク、およびネクスト ホップ アドレス）も
使用する必要があります。スタティック ルートの IP 転送およびデフォルト ネットワークの詳細を設定
する場合は、デフォルト ゲートウェイがイネーブルであるか、またはディセーブルであるかに関係な
く、これらの IPv4 アドレスが使用されます。
デフォルト ゲートウェイ IPv4 アドレスを設定する場合は、IPv4 スタティック ルーティング属性（IP
デフォルト ネットワーク、送信先プレフィクス、送信先マスク、およびネクスト ホップ アドレス）も
使用する必要があります。

ヒント

スタティック ルートの IP 転送およびデフォルト ネットワークの詳細を設定する場合は、デフォルト
ゲートウェイがイネーブルであるか、またはディセーブルであるかに関係なく、これらの IPv4 アドレ
スが使用されます。これらの IP アドレスが設定されているにもかかわらず、使用できない場合、ス
イッチは代わりにデフォルト ゲートウェイ IP アドレスを使用します（デフォルト ゲートウェイ IP ア
ドレスが設定されている場合）。スイッチのすべてのエントリに IP アドレスが設定されていることを確
認してください。

IPv4 デフォルト ネットワークの設定
IPv4 デフォルト ネットワーク アドレスが割り当てられている場合、スイッチはこのネットワークへの
ルートを最終的なルートと見なします。IPv4 デフォルト ネットワーク アドレスを使用できない場合
は、IPv4 デフォルト ゲートウェイ アドレスが使用されます。IPv4 デフォルト ネットワーク アドレス
が設定された各ネットワークのルートは、デフォルト ルート候補としてフラグが設定されます（ルー
トが使用可能な場合）。
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ヒント

スタティック ルートの IP 転送およびデフォルト ネットワークの詳細を設定する場合は、デフォルト
ゲートウェイがイネーブルであるか、またはディセーブルであるかに関係なく、これらの IPv4 アドレ
スが使用されます。これらの IPv4 アドレスが設定されているにもかかわらず、使用できない場合、ス
イッチは代わりにデフォルト ゲートウェイ IPv4 アドレスを使用します（デフォルト ゲートウェイ
IPv4 アドレスが設定されている場合）。IPv4 を使用している場合は、スイッチのすべてのエントリに
IPv4 アドレスを設定するようにしてください。
イーサネット インターフェイスが設定されている場合、スイッチは IP ネットワークのゲートウェイ
ルータを指していなければなりません。ホストはゲートウェイ スイッチを使用して、ゲートウェイに
アクセスします。このゲートウェイ スイッチは、デフォルト ゲートウェイとして設定されます。ゲー
トウェイ スイッチと同じ VSAN に接続されたファブリック内の別のスイッチも、ゲートウェイ スイッ
チを通して接続できます。この VSAN に接続されたすべてのインターフェイスに、ゲートウェイ ス
イッチの VSAN IPv4 アドレスを設定する必要があります（図 5-2 を参照してください）。
図 5-2

オーバーレイ VSAN 機能

NMS
1.1.1.10
ࠗࠨࡀ࠶࠻ធ⛯
ࠬࠗ࠶࠴ A

ࠬࠗ࠶࠴ B
1.12.11.1

1.12.11.2
1.12.11.1
VSAN 1

1.12.11.1
1.12.11.4

1.12.11.1
1.12.11.3

ࠬࠗ࠶࠴ C
85476

ࠬࠗ࠶࠴ D

図 5-1 で、スイッチ A の IPv4 アドレスは 1.12.11.1、スイッチ B の IPv4 アドレスは 1.12.11.2、ス
イッチ C の IPv4 アドレスは 1.12.11.3、スイッチ D の IPv4 アドレスは 1.12.11.4 です。スイッチ A は
イーサネット接続されたゲートウェイ スイッチです。NMS は IPv4 アドレス 1.1.1.10 を使用して、
ゲートウェイ スイッチに接続しています。オーバーレイされた VSAN 1 内の任意のスイッチに転送さ
れるフレームは、ゲートウェイ スイッチを通してルーティングされます。他のスイッチにゲートウェ
イ スイッチの IPv4 アドレス（1.12.11.1）を設定すると、ゲートウェイ スイッチはフレームを目的の
送信先に転送できるようになります。同様に、VSAN 内の非ゲートウェイ スイッチからイーサネット
環境にフレームを転送する場合も、ゲートウェイ スイッチを通してフレームがルーティングされます。
転送がディセーブル（デフォルト）である場合、 IP フレームはインターフェイス間で送信されません。
このような場合、ソフトウェアは帯域内オプション（ファイバ チャネル トラフィックの場合）および
mgmt0 オプション（イーサネット トラフィックの場合）を使用して、2 つのスイッチ間でローカルに
IP ルーティングを実行します。

VSAN 作成時に、VSAN インターフェイスは自動作成されません。インターフェイスは手動で作成す
る必要があります。
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IPFC
IPFC は、（ギガビット イーサネット mgmt 0 インターフェイスを使用した帯域外でなく）ファイバ
チャネル インターフェイス経由の帯域内スイッチ管理での IP 転送を提供します。IPFC を使用すると、
カプセル化を使用してファイバ チャネル経由で IP フレームを伝送するように指定できます。IP フレー
ムはファイバ チャネル フレームにカプセル化されるため、オーバーレイ イーサネット ネットワークを
使用しなくても、ファイバ チャネル ネットワーク上で NMS 情報を伝達できます。

VSAN インターフェイスを作成すると、その VSAN の IP アドレスを指定できます。IPv4 アドレスま
たは IPv6 アドレスを指定できます。
（注）

Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチで IPv6 を設定する方法については、第 8 章「ギガビット イーサ
ネット インターフェイスでの IPv6 の設定」を参照してください。

IPv4 スタティック ルートの概要
スタティック ルーティングは、スイッチに IPv4 ルートを設定するメカニズムです。複数のスタティッ
ク ルートを設定できます。

VSAN に複数の出力点が存在する場合は、適切なゲートウェイ スイッチにトラフィックが転送される
ように、スタティック ルートを設定します。帯域外管理インターフェイスとデフォルト VSAN 間、ま
たは直接接続された VSAN 間のゲートウェイ スイッチでは、IPv4 ルーティングはデフォルトでディ
セーブルです。
ネットワーク構成で外部ルータが必要でない場合は、 MDS スイッチに IPv4 スタティック ルーティン
グを設定できます。

（注）

IPv6 スタティック ルーティングを設定する手順については、第 8 章「ギガビット イーサネット イン
ターフェイスでの IPv6 の設定」を参照してください。

オーバーレイ VSAN の概要
VSAN では、個別のファブリック サービス インスタンスを実行する複数の論理 SAN を 1 つの大規模
な物理ネットワーク上でオーバーレイすることにより、より大規模な SAN を構成できます。このよう
なファブリック サービスの分離によって、ファブリックの再設定やエラー状態が個々の VSAN 内に限
定されるので、ネットワークの安定性が向上します。また、物理的に分離された SAN と同じように、
各 VSAN を隔離できます。トラフィックは VSAN 境界を通過できず、デバイスは複数の VSAN に属
することはできません。VSAN ごとにファブリック サービスのインスタンスが個別に実行されるため、
各 VSAN には独自のゾーン サーバが設定され、VSAN 機能を持たない SAN とまったく同じ方法で
ゾーンを設定できます。

VRRP の概要
Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチは、Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP; 仮想ルータ冗長
プロトコル）機能の RFC 2338 標準に準拠しています。VRRP を使用すると、NMS に接続されている
ゲートウェイ スイッチへの冗長な代替パスが確立されます。 VRRP には次の機能があります。
• VRRP は再起動可能なアプリケーションです。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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• VRRP マスターに障害が発生すると、アドバタイズが 3 回行われるまでの間に、VRRP バックアッ
プが処理を引き継ぎます。

• VRRP over Ethernet 、VRRP over VSAN、およびファイバ チャネルの機能は、RFC 2338 および
draft-ietf-vrrp-ipv6 の仕様に従って実装されます。
• 仮想ルータは一意の仮想ルータ IP、仮想ルータ MAC、および VR ID によって、各 VSAN、およ
びイーサネット インターフェイスにマッピングされます。

• 別の仮想ルータ IP マッピングを使用することにより、VR ID を複数の VSAN で再利用できます。
• IPv4 および IPv6 の両方がサポートされています。
• 管理インターフェイス（mgmt 0）は仮想ルータ グループを 1 つだけサポートしています。他のす
べてのインターフェイスは、IPv4 と IPv6 をあわせて、最大 7 つの仮想ルータ グループをサポート
しています。各 VSAN には最大で 255 個の仮想ルータ グループを割り当てることができます。
• VRRP セキュリティには、認証なし、単純なテキスト認証、および MD5 認証の 3 つのオプション
があります。

（注）

IPv6 を使用している場合は、インターフェイスに IPv6 アドレスを設定するか、またはイン
ターフェイスで IPv6 をイネーブルにする必要があります。IPv6 の詳細については、第 8 章
「ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv6 の設定」を参照してください。

図 5-3 で、スイッチ A は VRRP マスター スイッチ、スイッチ B は VRRP バックアップ スイッチです。
両方のスイッチに、IP アドレスと VRRP のマッピングが設定されています。その他のスイッチでは、
スイッチ A がデフォルト ゲートウェイとして設定されます。スイッチ A に障害が発生すると、スイッ
チ B が自動的にマスターになり、ゲートウェイ機能を引き継ぐため、他のスイッチのルーティング設
定を変更する必要はありません。
図 5-3

VRRP の機能
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図 5-4 のファブリック例では、複数のインターフェイス タイプにまたがる仮想ルータを設定できない
ため、2 つの仮想ルータ グループ（VR 1 および VR 2）が存在します。スイッチ 1 とスイッチ 2 の両
方で、イーサネット インターフェイスは VR 1 内に、FC インターフェイスは VR 2 内にあります。各
仮想ルータは、VSAN インターフェイスおよび VR ID によって一意に識別されます。
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図 5-4
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DNS サーバの設定
スイッチ上の DNS クライアントは DNS サーバと通信して、IP アドレスとネーム サーバを対応付けます。

DNS サーバは、次のいずれかの理由で、2 回試行されたあとに削除されることがあります。
• IP アドレスまたはスイッチ名が正しく設定されていない場合
• 外的要因により（制御不可能な理由により）DNS サーバに到達できない場合

（注）

Telnet ホストにアクセスするときに、（何らかの理由により）DNS サーバに到達できない場合、スイッ
チ ログイン プロンプトが表示されるまでの期間が長くなることがあります。この場合は、DNS サーバ
が正しく設定されていて、到達可能であることを確認してください。

注意事項と制限
IPFC を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
1. 必要な場合、帯域内管理に使用する VSAN を作成します。
2. VSAN インターフェイスの IPv4 アドレスとサブネット マスクを設定します。
3. IPv4 ルーティングをイネーブルにします。
4. 接続を確認します。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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デフォルト設定
表 5-1 に、DNS 機能のデフォルト設定を示します。
表 5-1

DNS のデフォルト設定値

パラメータ

デフォルト

ドメイン参照

ディセーブル

ドメイン名

ディセーブル

ドメイン

なし

ドメイン サーバ

なし

最大ドメイン サーバ

6

表 5-2 に、VRRP 機能のデフォルト設定を示します。
表 5-2

VRRP のデフォルト設定値

パラメータ

デフォルト

仮想ルータ状態

ディセーブル

VSAN 当たりの最大グループ数

255

ギガビット イーサネット ポート当たりの最 7
大グループ数
プライオリティのプリエンプト

ディセーブル

仮想ルータのプライオリティ

セカンダリ IP アドレスを持つスイッチは 100
プライマリ IP アドレスを持つスイッチは 255

プライオリティ インターフェイス追跡機能 ディセーブル
アドバタイズ インターバル

IPv4 は 1 秒
IPv6 は 100 センチ秒

IP サービスの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「管理インターフェイスの設定」（P.5-8）
• 「デフォルト ゲートウェイの設定」（P.5-9）
• 「オーバーレイ VSAN の設定」（P.5-10）

管理インターフェイスの設定
手順の詳細

Device Manager を使用して IPv6 用に mgmt0 イーサネット インターフェイスを設定する手順は、次の
とおりです。
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ステップ 1

[Interface] > [Mgmt] > [Mgmt0] の順に選択します。

ステップ 2

説明を入力します。

ステップ 3

インターフェイスの管理状態を選択します。

ステップ 4

[CDP] チェックボックスをオンにして、CDP をイネーブルにします。

ステップ 5

IP アドレス マスクを入力します。

ステップ 6

[Apply] をクリックして、変更を適用します。

デフォルト ゲートウェイの設定
手順の詳細

IP ルートを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

[Switches] > [Interfaces] > [Management] を選択して、[Physical Attributes] ペインで [IP] を選択します。

ステップ 2

[Information] ペインで [Route] タブをクリックします。
各 IP ルートのスイッチ名、宛先、マスク、ゲートウェイ、メトリック、インターフェイス、およびア
クティブ ステータスを示す [IP Route] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Create Row] アイコンをクリックして、新しい IP ルートを追加します。

ステップ 4

このウィンドウのフィールドに入力します。

• [Switch] フィールドにスイッチ名を入力します。
• [Routedest] および [Mask] フィールドに宛先ネットワーク ID およびサブネット マスクを入力し、
スタティック ルートを設定します。

• [Gateway] フィールドにシード スイッチの IP アドレスを入力し、デフォルト ゲートウェイを設定
します。

• [Metric] および [Interface] フィールドを設定します。

（注）

Cisco NX-OS リリース 4.2(1) 以降の場合、新しい IP ルートを作成するときに CPP インターフェイス
を選択することもできます。

ステップ 5

[Create] アイコンをクリックします。

Device Manager を使用して IP ルートの設定またはデフォルト ゲートウェイの識別を行う手順は、次
のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [Routes] を選択します。
[IP Routes] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create] をクリックして、スイッチ上で新しい IP ルートの作成またはデフォルト ゲートウェイの識別
を行います。

ステップ 3

このウィンドウのフィールドに入力します。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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• [Switch] フィールドにスイッチ名を入力します。
• [Routedest] および [Mask] フィールドに宛先ネットワーク ID およびサブネット マスクを入力し、
スタティック ルートを設定します。

• [Gateway] フィールドにシード スイッチの IP アドレスを入力し、デフォルト ゲートウェイを設定
します。

• [Metric] および [Interface] フィールドを設定します。

（注）

Cisco NX-OS リリース 4.2(1) 以降の場合、新しい IP ルートを作成するときに CPP インター
フェイスを選択することもできます。

CPP インターフェイスを選択した場合、スイッチは、入力 CPP により割り当てられる IP アドレスおよ
びマスクを使用して IP ルート プレフィクスを生成します。
ステップ 4

（注）

[Create] をクリックして、IP ルートを追加します。
スイッチにより生成される CPP インターフェイスの IP ルートを削除することはできません。CPP イン
ターフェイスの IP ルートを削除しようとすると、SNMP により次に示すエラー メッセージが表示され
ます。
ip: route type not supported.

オーバーレイ VSAN の設定
手順の詳細
オーバーレイ VSAN を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

ファブリック内のすべてのスイッチの VSAN データベースに、VSAN を追加します。

ステップ 2

ファブリック内のすべてのスイッチに VSAN 用の VSAN インターフェイスを作成します。VSAN に属
するすべての VSAN インターフェイスに、同じサブネットに属する IP アドレスが設定されます。IP 側
に IPFC クラウドへのルートを作成します。

ステップ 3

ファイバ チャネル ファブリック内のスイッチごとに、NMS アクセスを提供するスイッチを指すデフォ
ルト ルートを設定します。

ステップ 4

NMS を指すスイッチに、デフォルト ゲートウェイ（ルート）と IPv4 アドレスを設定します（図 5-5
を参照）。
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図 5-5

オーバーレイ VSAN の設定例
‛ℂࡈࠔࠗࡃ
࠴ࡖࡀ࡞ ࡈࠔࡉ࠶ࠢ

Int vsan10 - 10.10.10.88

VSAN HR

IP ࠺ࡈࠜ࡞࠻ ࠥ࠻࠙ࠚࠗ
10.10.10.34

Int vsan10 - 10.10.10.124

VSAN 10
Int vsan10 - 10.10.10.35

Int vsan10 - 10.10.10.34
VSAN ENG
172.23.84.74
mgmt 0

172.23.84.86

IP ࠢ࠙࠼
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.23.93.74

（注）

79544

NMS

図 5-5 に示す管理インターフェイスを設定するには、イーサネット ネットワークの IPv4 アドレスへの
デフォルト ゲートウェイを設定します。

複数の VSAN の設定
複数の VSAN を使用して、管理ネットワークを複数のサブネットに分割できます。アクティブ イン
ターフェイスは、イネーブルにする VSAN インターフェイスのスイッチ上に存在している必要があり
ます。

手順の詳細
複数の VSAN を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

ファブリック内の任意のスイッチの VSAN データベースに、VSAN を追加します。

ステップ 2

ファブリック内の任意のスイッチに、該当する VSAN 用の VSAN インターフェイスを作成します。

ステップ 3

対応する VSAN と同じサブネットの各 VSAN インターフェイスに、IP アドレスを割り当てます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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ステップ 4

ファイバ チャネル スイッチおよび IP クラウド上で複数のスタティック ルートを定義します（図 5-6 を
参照）。
図 5-6

複数の VSAN の設定例

‛ℂࡈࠔࠗࡃ
࠴ࡖࡀ࡞ ࡈࠔࡉ࠶ࠢ
route 0.0.0.0 0.0.0.0 next_hop 10.10.10.35
If vsan10 - 10.10.10.88

If vsan10 - 10.10.10.124
VSAN 10
If vsan10 - 10.10.10.35
VSAN 10 ࠺ࡈࠜ࡞࠻
ࠥ࠻࠙ࠚࠗ
If vsan10 - 11.11.11.35

VSAN 11

route 10.10.10.10.0 255.255.255.0 next_hop 11.11.11.35
IP default-gateway 10.10.10.35 next_hop 11.12.12.34
If vsan11 - 11.11.11.34
VSAN 11 ࠺ࡈࠜ࡞࠻
ࠥ࠻࠙ࠚࠗ

If vsan11 - 11.11.11.72

172.23.84.74

172.23.84.86
NMS

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.23.84.74
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 172.23.84.74

79545

IP ࠢ࠙࠼

VRRP の設定
ここでは、VRRP を設定する方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「仮想ルータ IP アドレスの追加」（P.5-13）
• 「仮想ルータ認証の設定」（P.5-13）
• 「インターフェイス プライオリティの追跡」（P.5-14）
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5-12

OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

第5章

IP サービスの設定
VRRP の設定

仮想ルータ IP アドレスの追加
仮想ルータには、1 つの仮想ルータ IP アドレスを設定できます。設定された IP アドレスがインター
フェイス IP アドレスと同じである場合、このスイッチは自動的にその IP アドレスを所有します。IPv4
アドレスまたは IPv6 アドレスのいずれかを設定できます。

VRRP 仕様に従うと、仮想ルータはパケットを転送するネクスト ホップ ルータであるため、マスター
VRRP ルータは、仮想ルータの IP アドレスにアドレス指定されたパケットを廃棄します。ただし
MDS スイッチでは、一部のアプリケーションにおいて、仮想ルータの IP アドレスにアドレス指定され
たパケットを受け付け、アプリケーションに配信することが必要となります。仮想ルータ IPv4 アドレ
スに対して secondary オプションを使用することによって、VRRP ルータは、マスターの場合、これ
らのパケットを受け入れます。

手順の詳細

Device Manager で仮想ルータの IP アドレスを管理する場合は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[IP] > [VRRP] を選択します。[VRRP] ダイアログボックスに [Operations] タブが表示されます。

ステップ 2

[VRRP] ダイアログボックスの [IP Addresses] タブをクリックします。

ステップ 3

新しい VRRP エントリを作成し、[Create] をクリックします。[Create VRRP IP Addresses] ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 4

このウィンドウのフィールドに入力して新しい VRRP IP Address を作成し、[OK] または [Apply] をク
リックします。

仮想ルータ認証の設定
VRRP セキュリティには、単純なテキスト認証、MD5 認証、および認証なしの 3 つのオプションがあ
ります。

• 単純なテキスト認証の場合は、同じ仮想ルータに参加するすべてのスイッチで、1 ～ 8 文字の一意
のパスワードを使用します。このパスワードは、他のセキュリティ パスワードと異なるものに設
定する必要があります。

• MD5 認証の場合は、同じ仮想ルータに参加するすべてのスイッチで、 16 文字の一意のキーを使用
します。この秘密キーは、同じ仮想ルータ内のすべてのスイッチで共有されます。

• デフォルトのオプションは、認証なしです。

VRRP サブモードで認証オプションを使用してキーを設定し、コンフィギュレーション ファイルを使
用してキーを配信できます。このオプションで割り当てられた Security Parameter Index（SPI; セキュ
リティ パラメータ インデックス）設定は、VSAN ごとに一意でなければなりません。
（注）

すべての VRRP 設定を複製する必要があります。

（注）

VRRP ルータ認証は、IPv6 には適用されません。
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インターフェイス プライオリティの追跡
インターフェイスのステート追跡機能では、スイッチ内の他のインターフェイスのステートに基づい
て、仮想ルータのプライオリティが変更されます。追跡対象のインターフェイスがダウンすると、プラ
イオリティは仮想ルータのプライオリティ値に戻ります（「仮想ルータ認証の設定」（P.5-13）を参照し
てください）。追跡対象インターフェイスがアップすると、仮想ルータのプライオリティはインター
フェイス ステートを追跡する値に戻ります。指定された VSAN インターフェイスまたは管理インター
フェイス（mgmt 0）のいずれかのステートを追跡できます。インターフェイスのステート追跡機能は、
デフォルトではディセーブルです。

（注）

インターフェイス ステート トラッキングを動作させるには、インターフェイス上でプリエンプトをイ
ネーブルにする必要があります。

IP サービスのフィールドの説明
ここでは、各フィールドについて説明します。

IP Routes
フィールド

説明

Routing Enabled

このチェックボックスをオンにすると、スイッチが IP ルータとして機
能します。

Destination, Mask, Gateway このルートのネクスト ホップに到達するために経由するローカル イン
ターフェイスを識別する値。

Metric

このルートのプライマリ ルーティング メトリック。

Interface

このルートのネクスト ホップに到達するために経由するローカル イン
ターフェイス。

Active

ルートがアクティブかどうかを示します。

IP Statistics ICMP
フィールド

説明

InParmProbs

受信した ICMP パラメータ問題メッセージの数。

OutParmProbs

送信した ICMP パラメータ問題メッセージの数。

InSrcQuenchs

受信した ICMP ソース クエンチ メッセージの数。

InRedirects

受信した ICMP リダイレクト メッセージの数。

InEchos

受信した ICMP エコー（要求）メッセージの数。

InEchoReps

受信した ICMP エコー応答メッセージの数。

InTimestamps

受信した ICMP タイムスタンプ（要求）メッセージの数。

InTimestampReps

受信した ICMP タイムスタンプ応答メッセージの数。
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フィールド

説明

InAddrMasks

受信した ICMP アドレス マスク要求メッセージの数。

InAddrMaskReps

受信した ICMP アドレス マスク応答メッセージの数。

InDestUnreachs

受信した ICMP 宛先到達不能メッセージの数。

InTimeExcds

受信した ICMP 時間超過メッセージの数。

OutSrcQuenchs

送信した ICMP ソース クエンチ メッセージの数。

OutRedirects

送信した ICMP リダイレクト メッセージの数。ホストはリダイレクト
を送信しないため、ホストではこの値が常に N/A となります。

OutEchos

送信した ICMP エコー（要求）メッセージの数。

OutEchoReps

送信した ICMP エコー応答メッセージの数。

OutTimestamps

送信した ICMP タイムスタンプ（要求）メッセージの数。

OutTimestampReps

送信した ICMP タイムスタンプ応答メッセージの数。

OutAddrMasks

送信した ICMP アドレス マスク要求メッセージの数。

OutAddrMaskReps

送信した ICMP アドレス マスク応答メッセージの数。

OutDestUnreachs

送信した ICMP 宛先到達不能メッセージの数。

OutTimeExcds

送信した ICMP 時間超過メッセージの数。

IP Statistics IP
フィールド

説明

InHdrErrors

チェックサムの誤り、バージョン番号の不一致、その他のフォーマッ
ト エラー、存続可能時間の超過、IP オプションの処理中に発見された
エラーなど、IP ヘッダーにエラーがあるため廃棄された入力データグ
ラムの数。

InAddrErrors

IP ヘッダーの宛先フィールドにある IP アドレスが、このエンティティ
で受信する有効なアドレスではないために廃棄された入力データグラ
ムの数。エンティティが IP ゲートウェイではなく、データグラムを転
送しない場合、このカウンタには宛先アドレスがローカル アドレスで
はないために廃棄されたデータグラムが含まれます。

InUnknownProtos

正常に受信されたが、不明または未サポートのプロトコルであるため
に廃棄されたローカル アドレス宛データグラムの数。

InDiscards

継続した処理を阻止するような問題は発生していないが、（バッファ領
域の不足などが原因で）廃棄された入力 IP データグラムの数。このカ
ウンタには、再構成の待機中に廃棄されたデータグラムは含まれませ
ん。

OutDiscards

宛先への転送を阻止するような問題は発生していないが、（バッファ領
域の不足などが原因で）廃棄された出力 IP データグラムの数。このカ
ウンタには、ipForwDatagrams でカウントされたデータグラムの中で、
この（任意の）廃棄基準と一致するすべてのフレームが含まれます。
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フィールド

説明

OutNoRoutes

宛先に転送するためのルートが見つからないために廃棄された IP デー
タグラムの数。このカウンタには、ipForwDatagrams でカウントされ
たフレームの中で、このルートなし基準と一致するものすべてが含ま
れます。これには、すべてのデフォルト ルートがダウンしているため
にホストがルーティングできなかったすべてのデータグラムが含まれ
ます。

FragFails

このエンティティでフラグメント化する必要があるが、Don't Fragment
フラグが設定されているなどの理由でフラグメント化できず、廃棄さ
れた IP データグラムの数。

ReasmFails

IP 再構成アルゴリズムで検出された障害（タイムアウト、エラーなど）
の数。一部のアルゴリズム（特に RFC 815 のアルゴリズム）では、受
信ごとにフラグメントを結合し、フラグメントの数を追跡しきれない
ため、これは廃棄された IP フラグメントの数とは限りません。

InReceives

受信エラーがあったものも含めて、インターフェイスから受信した入
力データグラムの合計数。

InDelivers

IP ユーザ プロトコルに正常に配信された入力データグラムの合計数
（ICMP を含む）。

OutRequests

転送要求の中でローカル IP ユーザ プロトコル（ICMP を含む）が IP
に指定された、IP データグラムの合計数。このカウンタには、
ipForwDatagrams でカウントされたデータグラムは含まれません。

ForwDatagrams

このエンティティが最終 IP 宛先ではなく、最終宛先に転送するための
ルートの検出が試行された、入力データグラムの数。IP ルータとして
機能しないエンティティでは、このエンティティによってソースルー
ティングされ、ソースルート オプションが正常に処理されたフレーム
だけがこのカウンタに含まれます。

FragOKs

このエンティティで正常にフラグメント化された IP データグラムの
数。

FragCreates

このエンティティでのフラグメント化によって生成された IP データグ
ラム フラグメントの数。

ReasmReqds

このエンティティで再構成する必要のある、受信した IP フラグメント
の数。

ReasmOKs

正常に再構成された IP データグラムの数。

IP Statistics SNMP
フィールド

説明

BadVersions

SNMP エンティティに配信されたが、サポートされていない SNMP
バージョンだった SNMP メッセージの合計数。

BadCommunityNames

認識されない SNMP コミュニティ名を使用している SNMP エンティ
ティに配信された SNMP メッセージの合計数。

BadCommunityUses

SNMP エンティティに配信され、メッセージで指定された SNMP コ
ミュニティで許可されていない SNMP 処理を表す SNMP メッセージの
合計数。
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フィールド

説明

ASNParseErrs

受信した SNMP メッセージをデコードするときに、SNMP エンティ
ティで発生した ASN.1 エラーまたは BER エラーの合計数。

TooBigs

SNMP プロトコル エンティティに配信され、エラー状態フィールドの
値が tooBig だった SNMP PDU の合計数。

SilentDrops

SNMP エンティティに配信され、空の変数バインド フィールドを持つ
代替 Response-PDU を含んだ応答のサイズが、ローカル制限または要
求の発信元に関連する最大メッセージ サイズよりも大きかったため自
動的にドロップされた、GetRequest-PDU、GetNextRequest-PDU、
GetBulkRequest-PDU、SetRequest-PDU、および InformRequest-PDU
の合計数。

ProxyDrops

SNMP エンティティに配信され、プロキシ ターゲットへの（変換され
た）メッセージ送信が、Response-PDU を返さないなどの方法（タイ
ムアウト以外）で失敗したため自動的にドロップされた、
GetRequest-PDU、GetNextRequest-PDU、GetBulkRequest-PDU、
SetRequest-PDU、および InformRequest-PDU の合計数。

NoSuchNames

SNMP プロトコル エンティティに配信され、エラー状態フィールドの
値が noSuchName だった SNMP PDU の合計数。

BadValues

SNMP プロトコル エンティティに配信され、エラー状態フィールドの
値が badValue だった SNMP PDU の合計数。

ReadOnlys

SNMP プロトコル エンティティに配信され、エラー状態フィールドの
値が readOnly だった有効な SNMP PDU の合計数。エラー状態フィー
ルドに値 readOnly を含んだ SNMP PDU の生成は、誤った実装の
SNMP を検出する手段として用意されたものであるため、これが生成
されるのはプロトコル エラーです。

GenErrs

SNMP プロトコル エンティティに配信され、エラー状態フィールドの
値が genErr だった SNMP PDU の合計数。

Pkts

転送サービスから SNMP エンティティに配信されたメッセージの合計数。

GetRequests

SNMP プロトコル エンティティによって受け入れられ、処理された
SNMP Get-Request PDU の合計数。

GetNexts

SNMP プロトコル エンティティによって受け入れられ、処理された
SNMP Get-Next PDU の合計数。

SetRequests

SNMP プロトコル エンティティによって受け入れられ、処理された
SNMP Set-Request PDU の合計数。

OutTraps

SNMP プロトコル エンティティで生成された SNMP Trap PDU の合計数。

OutGetResponses

SNMP プロトコル エンティティで生成された SNMP Get-Response
PDU の合計数。

OutPkts

SNMP プロトコル エンティティから転送サービスに渡された SNMP
メッセージの合計数。

TotalReqVars

有効な SNMP Get-Request と Get-Next PDU を受信した結果として、
SNMP プロトコル エンティティによって正常に取得された MIB オブ
ジェクトの合計数。

TotalSetVars

有効な SNMP Set-Request PDU を受信した結果として、SNMP プロトコル
エンティティによって正常に変更された MIB オブジェクトの合計数。
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IP Statistics UDP
フィールド

説明

InErrors

宛先ポートでアプリケーションが待ち受けていないこと以外の理由で
配信できなかった、受信した UDP データグラムの数。

InDatagrams

UDP ユーザに配信された UDP データグラムの合計数。

OutDatagrams

このエンティティから送信された UDP データグラムの合計数。

NoPorts

宛先ポートでアプリケーションが待ち受けていなかった、受信した
UDP データグラムの合計数。

mgmt0 Statistics
フィールド

説明

InErrors

インターフェイスで受信したエラーの合計数。

OutErrors

インターフェイスで送信したエラーの合計数。

InDiscards

インターフェイスで受信した廃棄の合計数。

OutDiscards

インターフェイスで送信した廃棄の合計数。

RxBytes

受信した合計バイト数。

TxBytes

送信した合計バイト数。

RxFrames

受信したフレームの合計数。

TxFrames

送信したフレームの合計数。

TCP UDP TCP
フィールド

説明

State

この TCP 接続の状態。

TCP UDP UDP
フィールド

説明

Port

この UDP リスナーのローカル ポート番号。
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VRRP General
フィールド

説明

IP Address Type, VrId,
Interface

IP アドレスのタイプ（IPv4、IPv6、または DNS）、仮想ルータ ID、お

Admin

仮想ルータの管理状態（active または notInService）。

Oper

仮想ルータの現在の状態。定義済みの値は次の 3 つです。

よびインターフェイス。

• initialize：すべての仮想ルータがスタートアップ イベントを待っ
ていることを示しています。

• backup：仮想ルータがマスター ルータのアベイラビリティを監視
していることを示しています。

• master：仮想ルータが、このルータに関連付けられた IP アドレス
にフレームを転送していることを示しています。

Priority

仮想ルータのマスター選択プロセスに使用されるプライオリティを指
定します。値が大きいほどプライオリティが高くなります。マスター
ルータからプライオリティ 0 が送信された場合は、このルータが
VRRP への参加を終了し、バックアップ仮想ルータが新しいマスター
に移行する必要があることを示しています。プライオリティ 255 は、
関連する IP アドレスを所有するルータに使用されます。

AdvInterval

アドバタイズメント メッセージの送信間隔（秒数）。VRRP アドバタイ
ズメントを送信するのはマスター ルータだけです。

PreemptMode

プライオリティの高い仮想ルータが、プライオリティの低いマスター
と入れ替わるかどうかを制御します。

UpTime

この仮想ルータが、いつ初期化済み状態から変化するか。

Version

この VRRP インスタンスが実行している VRRP のバージョン。

AcceptMode

マスター状態の仮想ルータが IPv6 アドレスを所有していない場合に、
アドレス所有者のその IPv6 アドレス宛てのパケットをそのまま受け付
けるかどうかを制御します。True の場合、マスター状態の仮想ルータ
は受け付けます。False の場合、マスター状態の仮想ルータは受け付け
ません。

VRRP IP Addresses
フィールド

説明

Interface, VRRP ID, IP
Address

インターフェイス、仮想ルータの冗長プロトコル ID、および関連する
IP アドレス。
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VRRP Statistics
フィールド

説明

IP Address Type, VrId,
Interface

IP アドレスのタイプ（IPv4、IPv6、または DNS）、仮想ルータ ID、お

LastAdvRx

この仮想ルータが受信した VRRP アドバタイズメントの合計数。

Protocol Traffic
MasterIpAddr

マスター ルータの実際の（プライマリ）IP アドレス。この仮想ルータ
が前回受信した VRRP アドバタイズメントに送信元としてリストされ
た IP アドレスです。

Protocol Traffic
BecomeMaster

仮想ルータの状態が MASTER に遷移した合計回数。

Priority 0 Rx

仮想ルータが受信した、プライオリティ 0 の VRRP フレームの合計数。

Priority 0Tx

仮想ルータが送信した、プライオリティ 0 の VRRP フレームの合計数。

AuthErrors InvalidType

不明な認証タイプで受信したフレームの合計数。

Other Errors
dvIntervalErrors

ローカル仮想ルータに設定されたアドバタイズメント間隔とは異なる
間隔で受信した VRRP アドバタイズメント フレームの合計数。

Other Errors IpTtlErrors

仮想ルータが受信した、IP TTL（存続可能時間）が 255 以外の VRRP
フレームの合計数。

Other Errors
InvalidTypePktsRcvd

仮想ルータが受信した、タイプ フィールドが無効な値の VRRP フレー
ムの合計数。

Other Errors
AddressListErrors

アドレス リストが仮想ルータにローカルで設定したリストと一致しな
い、受信したフレームの合計数。

OtherErrors
PacketLengthErrs

フレーム長が VRRP ヘッダーよりも短い、受信したフレームの合計数。

RefreshRate

リフレッシュの時間間隔。

よびインターフェイス。

CDP General
フィールド

説明

Enable

Cisco Discovery Protocol が実行されているかどうか。CDP がディセー
ブルになると CacheTable のエントリが削除されます。

MessageInterval

CDP メッセージが生成される間隔。デフォルト値は 60 秒です。

HoldTime

受信デバイスが CDP メッセージを保持している時間。デフォルト値は
180 秒です。

LastChange

キャッシュ テーブルが最後に変更されたのはいつか。
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CDP Neighbors
フィールド

説明

Switch

このエンティティのインターネット アドレス。

Local Interface

このリンクが関連する FCIP デバイスのインターフェイスを識別する一
意の値。

DeviceName

リモート デバイスの名前。規定では、デバイスの完全修飾ドメイン名
です。

DeviceID

最新の CDP メッセージでレポートされたデバイス ID 文字列。

DevicePlatform

最新の CDP メッセージでレポートされたバージョン文字列。

Interface

最新の CDP メッセージでレポートされたポート ID 文字列。

IPAddress

最近受信した CDP メッセージのアドレス TLV でレポートされた、デ
バイスの SNMP エージェントの（最初の）ネットワーク層アドレス。

NativeVLAN

最新の CDP メッセージでレポートされた、リモート デバイスのイン
ターフェイスのネイティブ VLAN。値 0 は、最新の CDP メッセージで
ネイティブ VLAN フィールド（TLV）がレポートされなかったことを
示します。

PrimaryMgmtAddr

最近受信した CDP メッセージでレポートされた、デバイスが SNMP
メッセージを受け付ける（最初の）ネットワーク層アドレスを示しま
す。

SecondaryMgmtAddr

最近受信した CDP メッセージでレポートされた、デバイスが SNMP
メッセージを受け付ける代替ネットワーク層アドレスを示します。

iSNS Profiles
フィールド

説明

Addr

iSNS サーバのアドレス。

Port

iSNS サーバの TCP ポート。

iSNS Servers
フィールド

説明

Name

iSNS サーバの名前。

TcpPort

iSNS メッセージで使用される TCP ポート。このサーバで TCP がサ
ポートされていない場合、値は 0 になります。

Uptime

サーバがアクティブ状態を続けている時間。

ESI Non Response
Threshold

エンティティが iSNS データベースから登録解除される前に送信され、
応答を受信しない ESI メッセージの数。

# Entities

サーバの iSNS に登録されたエンティティの数。

# Portals

サーバの iSNS に登録されたポータルの数。
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フィールド

説明

# Portal Groups

サーバの iSNS に登録されたポータル グループの数。

# iSCSI Devices

サーバの iSNS に登録された iSCSI ノードの数。

iSNS Entities
フィールド

説明

Entity ID

エンティティの iSNS エンティティ識別子。

Last Accessed

エンティティが最後にアクセスされた時刻。

iSNS クラウド検出
フィールド

説明

AutoDiscovery

自動クラウド検出をオンするかどうか。

DiscoveryDelay

連続した IP クラウド検出を実行する継続時間。

Discovery

実行する IP ネットワーク検出コマンド。

• all：ファブリック内のすべてのギガビット イーサネット インター
フェイスに対して IP ネットワーク検出を実行します。
• noOp（デフォルト）：何も実行しません。

CommandStatus

ライセンスのインストール / アンインストール / 更新動作の状態。

• success：検出動作が正常に完了した。
• nProgress：検出動作が進行中。
• none：検出動作が実行されていない。
• NoIpNetworkNameSpecified：IP クラウド名が指定されていない。
• invalidNetworkName：IP クラウドが設定されていない。
• NoIPSPortNameSpecified：インデックスが指定されていない場合
はギガビット イーサネット ポート。

• invalidIPSPortName：無効なギガビット イーサネット ポート イン
ターフェイス。

• generalISNSFailure：一般的な iSNS サーバ障害。

iSNS Clouds
フィールド

説明

Id

IP クラウドの ID。

Switch WWN

このテーブル内のスイッチの WWN。
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iSNS Cloud Interfaces
フィールド

説明

Name, Switch WWN,
Interface, Address

クラウドの名前、スイッチの WWN、インターフェイス、およびアド
レス。

Monitor Dialog Controls
フィールド

説明

Line Chart

データを折れ線グラフで表した新しいウィンドウを開きます。

Area Chart

データを面グラフで表した新しいウィンドウを開きます。

Bar Chart

データを棒グラフで表した新しいウィンドウを開きます。

Pie Chart

データを円グラフで表した新しいウィンドウを開きます。

Reset Cumulative Counters

[Column Data] の表示モードが [Cumulative] に設定されている場合に、
カウンタを 0 にリセットします。

Export to File

標準の [Save] ダイアログボックスを表示します。データは .TXT ファ
イルで保存されます。

Print

標準の [Print] ダイアログボックスを表示します。

Update Frequency

監視ダイアログ内でデータを更新する間隔。

Column Data

監視ダイアログに表示されるデータのタイプを指定します。

• Absolute Value：スイッチを起動してからの合計量を表示します。
これがエラー モニタリングのデフォルトです。

• Cumulative：ダイアログを表示してからの合計量を表示します。
[Reset Cumulative Counters] ボタンをクリックしてカウンタをリ
セットすると、累積データの新しいセットを収集できます。

• Minimum/sec：リフレッシュ間隔ごとの 1 秒間の最小値を表示し
ます。

• Maximum/sec：リフレッシュ間隔ごとの 1 秒間の最大値を表示し
ます。

• Last Value/sec：リフレッシュ間隔ごとの 1 秒間の最新の値を表示
します。これがトラフィック モニタリングのデフォルト設定です。

Elapsed

ダイアログが表示されてからの経過時間。[Reset Cumulative Counters]
ボタンをクリックしてこのカウンタをリセットすると、累積データの
新しいセットを収集できます。
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iSNS Details iSCSI Nodes
フィールド

説明

Name

ストレージ ノードに関連付けられた発信側またはターゲットの iSCSI
名。

Type

この iSCSI ノードの機能を定義する Node Type ビットマップ。31 は
ターゲット、30 は発信側、29 は制御で、その他はすべて予約されてい
ます。

Alias

iSCSI ノードのエイリアス名。

ScnBitmap

ノードの State Change Notification（SCN）ビットマップ。

WWN Token

オプションのグローバルに固有な 64 ビット整数値。ファイバ チャネル
ファブリック内での iSCSI デバイスのノードの WWN を表すために使
用できます。

AuthMethod

この iSCSI ノードで有効な iSCSI 認証方法。

iSNS Details Portals
フィールド

説明

Addr

このポータルのインターネット アドレス。

TcpPort

このポータルのポート番号。

SymName

このポータルのオプションのシンボリック名。

EsiInterval

このポータルの Entity Status Inquiry（ESI）間隔。

TCP ESI

ESI モニタリングに使用される TCP ポート番号。

TCP Scn

iSNS サーバからの SCN メッセージの受信に使用される TCP ポート番
号。

SecurityInfo

ポータル セキュリティ ビットマップ属性に登録されたポータルのセ
キュリティ属性設定。
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その他の関連資料
IPS の実装に関する追加情報については、次を参照してください。
• 「関連資料」（P.5-25）
• 「標準」（P.5-25）
• 「RFC」（P.5-25）
• 「MIB」（P.5-25）

関連資料
関連項目
『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』

参照先
『Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 5.0(1a)』

標準
標準

タイトル

この機能によってサポートされる新しい標準または変
更された標準はありません。またこの機能による既存
標準のサポートに変更はありません。

–

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。また既存 RFC のサ
ポートに変更はありません。

–

MIB
MIB

MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または
変更された MIB はありません。また既存 MIB のサ
ポートに変更はありません。

MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/dc-os/mibs
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6

IP ストレージの設定
Cisco MDS 9000 ファミリの IP Storage（IPS; IP ストレージ）サービスは、オープン規格の IP ベース
テクノロジーを使用することによって、ファイバ チャネル SAN の到達距離を延長します。このスイッ
チは Fibre Channel over IP（FCIP）を使用して異なる SAN アイランド間を接続し、iSCSI プロトコル
を使用して IP ホストからファイバ チャネル ストレージにアクセスできるようにします。
（注）

FCIP 機能と iSCSI 機能は IPS モジュールに固有のものであり、Cisco MDS 9200 スイッチまたは
Cisco MDS 9500 ディレクタで使用可能です。
Cisco MDS 9216I スイッチおよび 14/2 マルチプロトコル サービス（MPS-14/2）モジュールでは、
ファイバ チャネル、FCIP、および iSCSI 機能も使用できます。MPS-14/2 モジュールは、Cisco MDS
9200 シリーズまたは Cisco MDS 9500 シリーズのすべてのスイッチで使用できます。
この章では、次の事項について説明します。

• 「IP ストレージの概要」（P.6-1）
• 「IPS のライセンス要件」（P.6-11）
• 「注意事項と制限」（P.6-11）
• 「デフォルト設定」（P.6-12）
• 「IP ストレージの設定」（P.6-12）
• 「IPS 設定の確認」（P.6-13）
• 「IPS のフィールドに関する説明」（P.6-13）
• 「その他の関連資料」（P.6-22）

IP ストレージの概要
IP ストレージ サービス モジュール（IPS モジュール）および MPS-14/2 モジュールを使用すると、
FCIP および iSCSI の機能が利用できるようになります。FCIP 機能と iSCSI 機能は IPS モジュールに
固有のものであり、Cisco MDS 9200 スイッチまたは Cisco MDS 9500 ディレクタで使用可能です。こ
のスイッチは Fibre Channel over IP（FCIP）を使用して異なる SAN アイランド間を接続し、iSCSI プ
ロトコルを使用して IP ホストからファイバ チャネル ストレージにアクセスできるようにします。
• FCIP：IP ネットワークを介して、2 台の Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ間で、またはその他
の FCIP 標準準拠のデバイス間で、ファイバ チャネル フレームを透過的に伝送します。
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• iSCSI：IPS モジュールは、IP ホストからファイバ チャネル ストレージ デバイスへのアクセスを
提供します。IP ホストは SCSI コマンドを iSCSI Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユ
ニット）にカプセル化し、TCP/IP 接続を介して Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチの IPS ポート
に送信します。この時点で、コマンドは IP ネットワークからファイバ チャネル ネットワークに
ルーティングされて、宛先に転送されます。

IP ストレージ サービス モジュール（IPS モジュール）および MPS-14/2 モジュールを使用すると、
FCIP および iSCSI の機能が利用できるようになります。これらのモジュールは Cisco MDS 9000 ファ
ミリとシームレスに統合され、VSAN、セキュリティ、トラフィック管理など、他のスイッチング モ
ジュールで使用可能な機能をすべてサポートします。現在、次のタイプのストレージ サービス モ
ジュールが、Cisco MDS 9200 シリーズまたは Cisco MDS 9500 シリーズのすべてのスイッチで使用で
きます。

• 4 ポートのホットスワップ可能な IPS モジュール（IPS-4）は、4 つのギガビット イーサネット
ポートを備えています。

• 8 ポートのホットスワップ可能な IPS モジュール（IPS-8）は、8 つのギガビット イーサネット
ポートを備えています。

• MPS-14/2 モジュールは、14 のファイバ チャネル ポート（ポート番号 1 ～ 14）と 2 つのギガビッ
ト イーサネット ポート（ポート番号 1 および 2）を備えています。
これらのモジュールのギガビット イーサネット ポートは、FCIP プロトコルまたは iSCSI プロトコル、
あるいは両方のプロトコルを同時にサポートするように設定できます。

• FCIP：IP ネットワークを介して、2 台の Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチ間で、またはその他
の FCIP 標準準拠のデバイス間で、ファイバ チャネル フレームを透過的に伝送します。図 6-1 に
IPS モジュールを使用する FCIP のさまざまな例を示します。
図 6-1

FCIP の例
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• iSCSI：IPS モジュールは、IP ホストからファイバ チャネル ストレージ デバイスへのアクセスを
提供します。IP ホストは SCSI コマンドを iSCSI Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユ
ニット）にカプセル化し、TCP/IP 接続を介して Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチの IPS ポート
に送信します。この時点で、コマンドは IP ネットワークからファイバ チャネル ネットワークに
ルーティングされて、宛先に転送されます。図 6-2 に、IPS モジュールを使用する iSCSI の例を示
します。
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図 6-2

iSCSI の例
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iSCSI

ここでは、次の内容について説明します。

• 「IPS モジュールのアップグレード」（P.6-3）
• 「MPS-14/2 モジュールのアップグレード」（P.6-4）
• 「サポートされているハードウェア」（P.6-4）
• 「IPv4 でのギガビット イーサネット インターフェイスの設定」（P.6-4）
• 「ギガビット イーサネット インターフェイスの基本設定」（P.6-5）
• 「IPS モジュールのコア ダンプ」（P.6-5）
• 「ギガビット イーサネットの VLAN の概要」（P.6-7）
• 「インターフェイス サブネットの要件」（P.6-7）
• 「ギガビット イーサネット接続の確認」（P.6-8）
• 「ギガビット イーサネットのハイ アベイラビリティの設定」（P.6-8）
• 「iSCSI および FCIP サービスの VRRP」（P.6-8）
• 「イーサネット ポートチャネルの集約の概要」（P.6-9）
• 「CDP」（P.6-10）

IPS モジュールのアップグレード
注意

IPS モジュールのソフトウェア アップグレードは中断を伴います。スイッチに搭載されたファイバ
チャネル モジュールおよびスイッチ自体のソフトウェアをアップグレードする場合、NX-OS ソフ
トウェアのアップグレードに中断は発生しません。

IPS モジュールはローリング アップグレード インストール メカニズムを使用するので、特定のスイッ
チ内の各モジュールは順番にアップグレードする必要があります。安定した状態を確保するために、ス
イッチ内の IPS モジュールをアップグレードしてから次の IPS モジュールをアップグレードするまで
に 5 分間の間隔をあける必要があります。
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MPS-14/2 モジュールのアップグレード
注意

MPS-14/2 モジュールのソフトウェア アップグレードは、部分的な中断を伴います。スイッチに搭
載されたファイバ チャネル モジュールおよびスイッチ自体のソフトウェアをアップグレードする場
合、NX-OS ソフトウェアのアップグレードに中断は発生しません。
MPS-14/2 モジュールは、14 のファイバ チャネル ポート（アップグレード時に中断しない）と 2 つの
ギガビット イーサネット ポート（アップグレード時に中断する）を備えています。MPS-14/2 モ
ジュールは、2 つのギガビット イーサネット ポートに対してローリング アップグレード インストール
メカニズムを使用するので、特定のスイッチ内の各モジュールは順番にアップグレードする必要があり
ます。安定した状態を確保するために、スイッチ内の MPS-14/2 モジュールをアップグレードしてから
次のモジュールをアップグレードするまでに 5 分間の間隔をあける必要があります。

サポートされているハードウェア
次のハードウェアを 1 つまたは複数使用して、FCIP および iSCSI 機能を設定できます。
『Cisco MDS 9200 Series Hardware Installation
• IPS-4 または IPS-8 モジュール（詳細については、
Guide』または『Cisco MDS 9500 Series Hardware Installation Guide』を参照してください）

• MPS-14/2 モジュール（詳細については、『Cisco MDS 9200 Series Hardware Installation Guide』
または『Cisco MDS 9500 Series Hardware Installation Guide』を参照してください）

（注）

MPS-14/2 モジュールおよび Cisco MDS 9216i 内蔵スーパーバイザ モジュールの両方で、ファ
イバ チャネル ポートとギガビット イーサネット ポートのポート番号が異なります。ファイバ
チャネル ポート番号は 1 ～ 14、ギガビット イーサネット ポート番号は 1 および 2 です。

• Cisco MDS 9216i スイッチ（『Cisco MDS 9200 Series Hardware Installation Guide』を参照）

IPv4 でのギガビット イーサネット インターフェイスの設定
FCIP と iSCSI は両方とも TCP/IP を使用してネットワーク接続を行います。各 IPS モジュールまたは
MPS-14/2 モジュールでは、ギガビット イーサネット インターフェイスを適切に設定することにより、
接続を行います。
各 IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット ポート用に、IPS という新
しいポート モードが定義されています。IPS ポートは、暗黙的に IPS モードに設定されているため、
iSCSI および FCIP ストレージ機能を実行する場合だけ使用できます。IPS ポートでは、イーサネット
フレームのブリッジングや、他の IP パケットのルーティングは行われません。
各 IPS ポートはファイバ チャネル SAN 内の 1 つの仮想ファイバ チャネル ホストを表します。この
IPS ポートに接続されているすべての iSCSI ホストは、この 1 つのファイバ チャネル ホストを介して
統合および多重化されます。

（注）

FCIP の設定については、第 2 章「FCIP の設定」を参照してください。iSCSI の設定については、第 4
章「iSCSI の設定」を参照してください。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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ファイバ チャネル ストレージ サブシステムですべてのホスト デバイスに対する明示的な LUN アクセ
ス コントロールが必要な大規模な iSCSI 構成では、プロキシ イニシエータ モードを使用して設定を簡
素化します。

（注）

MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット インターフェイスは EtherChannel をサポートしてい
ません。

（注）

ヒント

ギガビット イーサネット インターフェイスで IPv6 を設定する方法については、『Security
Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット ポートは、管理イーサネット
ポートと同じイーサネット ブロードキャスト ドメイン内に設定しないでください。異なるスタンドア
ロン ハブまたはスイッチを使用するか、または異なる VLAN を使用して、異なるブロードキャスト ド
メインに設定する必要があります。

ギガビット イーサネット インターフェイスの基本設定
図 6-3 に、IP バージョン 4（IPv4）でのギガビット イーサネットの設定例を示します。
IPv4 でのギガビット イーサネットの設定例

ࠬࠗ࠶࠴ 1

IP ࡞࠲

10.1.1.100/24
10.1.1.1/24

（注）

IP ࡎࠬ࠻
10.100.1.1/24
10.100.1.25/24

91555

図 6-3

ギガビット イーサネット インターフェイスが接続されているイーサネット スイッチ上のポートは、ス
イッチ ポートの代わりにホスト ポート（アクセス ポートともいう）として設定する必要があります。
（イーサネット スイッチ上の）そのポートのスパニング ツリー設定をディセーブルにする必要がありま
す。これにより、（スパニング ツリー設定がイネーブルであればイーサネット スイッチが実行する）
イーサネット スパニング ツリー処理の待ち時間による管理ポートの起動待ち時間を回避できます。シ
スコ イーサネット スイッチで、Cisco IOS の switchport host コマンドまたは Catalyst OS の set port
host コマンドのいずれかを使用します。

IPS モジュールのコア ダンプ
IPS のコア ダンプは、他のモジュールに対するシステムのカーネル コア ダンプとは異なります。IPS
モジュールのオペレーティング システム（OS）が予期せずリセットされた場合、メモリ イメージのコ
ピー（IPS コア ダンプ）を取得すると、リセットの原因の確認に役立ちます。その状況では、 IPS モ
ジュールからスーパーバーザ モジュールにコア ダンプが送られ、格納されます。シスコ製 MDS ス
イッチには、次の 2 つのレベルの IPS コア ダンプがあります。
• 部分コア ダンプ（デフォルト）：部分コア ダンプはそれぞれ 4 つの部分（4 つのファイル）で構成
されます。4 つのファイルはすべて、アクティブなスーパーバイザ モジュールに保存されます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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これらのファイルを表示するには show cores コマンドを使用します。

• 完全コア ダンプ：完全コア ダンプはそれぞれ 75 の部分（75 のファイル）で構成されます。
MPS-14/2 モジュールおよび Cisco MDS 9216i スイッチの IPS コア ダンプには、38 の部分だけが
含まれます。このコア ダンプの保存には大きな容量が必要となるため、このコア ダンプはスー
パーバイザ モジュールに保存されません。外部 TFTP サーバに直接コピーされます。

IPS コア ダンプ（およびその他のコア ダンプ）のコピー先となる外部 TFTP サーバの設定には、
system cores tftp: コマンドを使用します。

インターフェイスの説明の設定
任意のインターフェイスのスイッチ ポートの説明の設定の詳細については、
『Interfaces Configuration
Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

ビーコン モードの設定
任意のインターフェイスのビーコン モードの設定の詳細については、
『Interfaces Configuration Guide,
Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

自動ネゴシエーションの設定
デフォルトで、自動ネゴシエーションはすべてのギガビット イーサネット インターフェイスでイネー
ブルになっています。指定したギガビット イーサネット インターフェイスに対して、自動ネゴシエー
ションをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。自動ネゴシエーションをイネーブルに設定す
ると、ポートはリンクの相手方に基づいて速度やポーズの方式、および着信信号のデュプレックスを自
動的に検出します。また、自動ネゴシエーション機能を使用して、リンク アップの状態も検出できま
す。

MTU フレーム サイズの設定
ポートで大きな（ジャンボ）フレームを伝送するようにスイッチのインターフェイスを設定できます。
デフォルトの IP Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）フレーム サイズは、すべて
のイーサネット ポートで 1500 バイトです。ポートにジャンボ フレームを設定すると、MTU サイズを
最大 9000 バイトに拡張できます。

（注）

ヒント

MTU の最小サイズは 576 バイトです。

MTU の変更は中断を伴うため、ソフトウェアが MTU サイズの変更を検出すると、すべての FCIP リ
ンクと iSCSI セッションにフラップが発生します。

無差別モードの設定
無差別モードは、特定のギガビット イーサネット インターフェイスでイネーブルまたはディセーブル
に設定できます。無差別モードをイネーブルに設定すると、ギガビット イーサネット インターフェイ
スはすべてのパケットを受信します。その後、ソフトウェアによってギガビット イーサネット イン
ターフェイス宛てではないパケットがフィルタリングされて廃棄されます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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ギガビット イーサネットの VLAN の概要
Virtual LAN（VLAN; 仮想 LAN）は、1 つの物理 LAN ネットワーク上で複数の仮想レイヤ 2 ネット
ワークを構成します。VLAN を使用すると、トラフィックの隔離、セキュリティの確保、およびブ
ロードキャストの制御が可能になります。
ギガビット イーサネット ポートは、IEEE 802.1Q VLAN によってカプセル化されたイーサネット フ
レームを自動的に認識します。複数の VLAN から送信されたトラフィックを単一のギガビット イーサ
ネット ポート上で終端させる必要がある場合は、VLAN ごとに 1 つずつサブインターフェイスを設定
します。

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールがシスコ製イーサネット スイッチに接続されていて、複数
の VLAN からのトラフィックを単一の IPS ポートに送信する必要がある場合は、イーサネット スイッ
チで次の要件を確認します。

• IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールに接続されたイーサネット スイッチ ポートがトラン
キング ポートとして設定されている

• カプセル化がデフォルトの ISL でなく、802.1Q に設定されている

VLAN ID をギガビット イーサネット インターフェイス名のサブスクリプションとして使用して、サ
ブインターフェイス名（slot-number / port-numberVLAN-ID）を作成します。

インターフェイス サブネットの要件
ギガビット イーサネット インターフェイス（メジャー）、サブインターフェイス（ VLAN ID）、および
管理インターフェイス（mgmt 0）は、設定に応じて、同じサブネットまたは異なるサブネット上に設
定できます（表 6-1 を参照）。
表 6-1

インターフェイスのサブネット要件

インターフェイス 1

インターフェイス 2

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1

同じサブネッ
ト内での許可

2 つのメジャー インターフェイスは同じサブネッ
トまたは異なるサブネット内に設定できます。

Yes

VLAN ID が同じ 2 つのサブインターフェイスは、
同じサブネットまたは異なるサブネット内に設定
できます。

No

VLAN ID が異なる 2 つのサブインターフェイス
は、同じサブネットに設定できません。

No

サブインターフェイスは、メジャー インターフェ
イスと同じサブネットに設定できません。

No

mgmt0 インターフェイスは、ギガビット イーサ

No

ネット インターフェイスまたはサブインターフェ
イスと同じサブネットに設定できません。

1/2

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1.100

1/2.100

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1.100

1/2.200

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1

1/1.100

mgmt0

ギガビット イーサネット

1/1.100
mgmt0

ギガビット イーサネット

注意

Yes

1/1

（注）

表 6-1 の設定要件は、イーサネット ポートチャネルにも適用されます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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ギガビット イーサネット接続の確認
有効な IP アドレスを使用してギガビット イーサネット インターフェイスを接続したら、各スイッチの
インターフェイス接続を確認します。IP ホストの IP アドレスを使用してこのホストに対して ping を実
行し、スタティック IP ルートが正しく設定されていることを確認します。

（注）

接続に失敗した場合は、次のことを確認してから、IP ホストに再び ping を実行してください。
- 説明（IP ホスト）の IP アドレスが正しく設定されている。
- ホストがアクティブ状態である（電源が投入されている）。
- IP ルートが正しく設定されている
- IP ホストからギガビット イーサネット インターフェイス サブネットに至るルートが存在する
- ギガビット イーサネット インターフェイスが up 状態である

ギガビット イーサネットのハイ アベイラビリティの設定
Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）およびイーサネット ポートチャネルは、iSCSI および
FCIP サービスにハイ アベイラビリティを提供する 2 つのギガビット イーサネット機能です。

iSCSI および FCIP サービスの VRRP
VRRP は iSCSI および FCIP サービスに対して、ギガビット イーサネット ポートへの冗長代替パスを
提供します。VRRP を利用すると、IP アドレスを代替ギガビット イーサネット インターフェイスに
フェールオーバーして保護できます。これにより、IP アドレスが常に使用可能な状態になります
（図 6-4 を参照）。
図 6-4

VRRP の例

ࠬࠗ࠶࠴ 1

IPS ࡕࠫࡘ࡞

10.1.1.10
VRRP
ࡑࠬ࠲

VRRP ࠣ࡞ࡊ
ᗐ IP 10.1.1.100
ធ⛯వ
10.1.1.100

L2 ࠬࠗ࠶࠴
IP ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

IPS ࡕࠫࡘ࡞

ࠬࠗ࠶࠴ 2

90855

10.1.1.30
VRRP
ࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊ
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VRRP グループのすべてのメンバー（図 6-4 を参照）が、IPS ギガビット イーサネット ポートになっ
ている必要があります。VRRP グループ メンバーには、次のインターフェイスを 1 つまたは複数設定
できます。
• 同じ IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールの 1 つまたは複数のインターフェイス
• 1 台のスイッチの IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのインターフェイス
• 複数のスイッチの IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのインターフェイス
• ギガビット イーサネット サブインターフェイス
• イーサネット ポートチャネルおよびポートチャネル サブインターフェイス

（注）

メイン インターフェイスとすべてのサブインターフェイスを含めて、1 つのギガビット イーサネット
インターフェイスには、IPv4 と IPv6 の両方で最大 7 つの VRRP グループを設定できます。

イーサネット ポートチャネルの集約の概要
イーサネット ポートチャネルは、複数の物理ギガビット イーサネット インターフェイスを単一の論理
イーサネット インターフェイスに集約したものです。これにより、リンク冗長性が確保され、場合に
よっては集約帯域幅およびロード バランシング効率が高まります。

MDS スイッチのギガビット イーサネット ポートに接続されたイーサネット スイッチでは、IP アドレ
ス、IP アドレスと UDP/TCP ポート番号、または MAC アドレスに基づいてロード バランシングを実
行できます。このロード バランシング方式では、1 つの TCP 接続からのデータ トラフィックは、必ず
イーサネット ポートチャネルの同じ物理ギガビット イーサネット ポート上で伝送されます。MDS に
着信するトラフィックに対して、イーサネット スイッチは、IP アドレス、送信元 / 宛先 MAC アドレ
ス、または IP アドレスとポートに基づいてロード バランシングを実行できます。1 つの TCP 接続から
のデータ トラフィックは、常に同じ物理リンク上で伝送されます。両方のポートを発信方向で使用す
るには、複数の TCP 接続が必要です。
1 つの FCIP リンクのすべての FCIP データ トラフィックは、1 つの TCP 接続上で伝送されます。した
がって、この FCIP リンクの集約帯域幅は 1 Gbps になります。
（注）

シスコ製イーサネット スイッチのポートチャネルは、デフォルトの 802.3ad プロトコルとしてではな
く、スタティック ポートチャネルとして設定する必要があります。
イーサネット ポートチャネルが集約できるのは、指定された IPS モジュール上で相互に隣接する 2 つ
の物理インターフェイスだけです（図 6-5 を参照）。

（注）

ポートチャネル メンバーは、ポート 1 と 2、ポート 3 と 4、ポート 5 と 6、またはポート 7 と 8 のいず
れかの組み合せでなければなりません。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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図 6-5

イーサネット ポートチャネルの例

ࠬࠗ࠶࠴ 1

ࠗࠨࡀ࠶࠻ PortChannel
㓸⚂
L2 ࠬࠗ࠶࠴

90856

IPS ࡕࠫࡘ࡞

図 6-5 で、スロット 9 のギガビット イーサネット ポート 3 および 4 は、イーサネット ポートチャネル
に集約されます。イーサネット ポートチャネルは、MPS-14/2 モジュールおよび 9216i IPS モジュール
ではサポートされていません。

（注）

ポートチャネル インターフェイスは、ギガビット イーサネットおよびファイバ チャネル用に設定でき
ます。ただし、ポートチャネル メンバーシップに基づいて、ギガビット イーサネット パラメータまた
はファイバ チャネル パラメータだけが適用できます。

CDP
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、シスコ デバイスによって使用されるアドバタイズ プロトコルで
あり、同一ネットワーク上の他のシスコ デバイスに自身をアドバタイズします。CDP はデータ リンク
層で実行されるため、レイヤ 3 プロトコルとは関係ありません。CDP は、スーパーバイザ モジュール
の管理イーサネット インターフェイスと、IPS および MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネッ
ト インターフェイスでサポートされます。

CDP バージョン 1（v1）とバージョン 2（v2）が、Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチでサポートされ
ます。他のバージョン番号を持つ CDP パケットは、受信時にそのまま廃棄されます。
『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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IPS のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
ライセンス

ライセンスの説明

IPS-8 モジュール用 IP パッケージ ベースの SAN 拡張 次の機能は、IPS-8 および IPS-4 モジュールに適用されます。
• FCIP

• （SAN_EXTN_OVER_IP）

IPS-4 モジュール用 IP パッケージ ベースの SAN 拡張
• （SAN_EXTN_OVER_IP_IPS4）

• FCIP 圧縮
• FCIP 書き込みアクセラレーション
• FCIP テープ読み取りアクセラレーション
• SAN 拡張チューナー機能
• IVR over FCIP
• IVR NAT over FCIP
• ネットワーク シミュレータ

MPS-14/2 モジュール用 IP パッケージ ベースの SAN
拡張

• （SAN_EXTN_OVER_IP_IPS2）

次の機能は、MPS-14/2 モジュールおよび固定の Cisco MDS
9216i スイッチの IP ポートに適用されます。

• FCIP
• ハードウェアベースの FCIP 圧縮
• FCIP 書き込みアクセラレーション
• FCIP テープ読み取りアクセラレーション
• SAN 拡張チューナー機能
• IVR over FCIP
• IVR NAT over FCIP

注意事項と制限
ヒント

ギガビット イーサネット インターフェイスに IPv4-ACL がすでに設定されている場合、このインター
フェイスをイーサネット ポートチャネル グループに追加できません。
ギガビット イーサネット インターフェイスで IPv4-ACL を設定する際には、次の注意事項に従ってく
ださい。

• Transmission Control Protocol（TCP）または Internet Control Message Protocol（ICMP）だけを
使用します。

（注）

User Datagram Protocol（UDP）や HTTP などの他のプロトコルは、ギガビット イーサ
ネット インターフェイスではサポートされていません。これらのプロトコルに関するルー
ルを含む ACL をギガビット イーサネット インターフェイスに適用することは可能ですが、
これらのルールは無効になります。

• インターフェイスをイネーブルにする前に、インターフェイスに IPv4-ACL を適用します。このよ
うにすれば、トラフィックが流れ始める前にフィルタを適用できます。
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• 次の条件を確認します。
– log-deny オプションを使用する場合、1 秒ごとに記録されるメッセージ数は最大 50 です。
– ギガビット イーサネット インターフェイスに established、precedence、および fragments
オプションを含む IPv4-ACL を適用すると、これらのオプションは無視されます。
– 前から存在している TCP 接続に IPv4-ACL のルールを適用しても、このルールは無視されま
す。たとえば、A と B の間に既存の TCP 接続がある場合に、送信元が A で送信先が B のパ
ケットをすべて廃棄する IPv4-ACL を適用しても、このルールは無効になります。

デフォルト設定
表 6-2 に、IP ストレージ サービス パラメータのデフォルト設定を示します。
表 6-2

ギガビット イーサネットのデフォルト パラメータ

パラメータ

デフォルト

IPS core size

Partial

IP ストレージの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「IPS コア ダンプの設定」（P.6-12）
• 「イーサネット ポートチャネルの設定」（P.6-13）

IPS コア ダンプの設定
手順の詳細
図 6-3 の例において、ギガビット イーサネット インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Cisco DCNM-SAN の [Physical Attributes] ペインで、[Switches] > [Interfaces] > [Gigabit Ethernet] を
選択します。[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。
Device Manager で、設定するギガビット イーサネット ポートを右クリックし、[Configure...] を選択
します。[Gigabit Ethernet Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

Cisco DCNM-SAN の場合は、[General] タブをクリックします。Device Manager の場合は、[GigE] タ
ブをクリックして、インターフェイスの一般的な設定オプションを表示します。

ステップ 3

インターフェイスの説明および MTU 値を設定します。MTU フィールドの有効値は 576 ～ 9000 の数
値です。

ステップ 4

このインターフェイスを CDP に参加させる場合は、[Admin] を up または down に設定し、[CDP]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[IpAddress/Mask] にこのインターフェイスの IP アドレスおよびサブネット マスクを設定します。

ステップ 6

Cisco DCNM-SAN で、これらの変更を保存する場合は、[Apply Changes] をクリックします。変更を
廃棄する場合は、[Undo Changes] をクリックします。
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Device Manager で、これらの変更を保存する場合は、[Apply] をクリックします。変更を廃棄してギ
ガビット イーサネット設定ダイアログボックスを閉じる場合は、[Close] をクリックします。

イーサネット ポートチャネルの設定
『Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』で指定された PortChannel 設定は、イーサネット
PortChannel 設定にも適用されます。

IPS 設定の確認
ここでは、次の内容について説明します。

• 「モジュール ステータスの確認」（P.6-13）

モジュール ステータスの確認
モジュールのステータスを確認するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Fabric] ペインでスイッチを選択します。

ステップ 2

[Physical Attributes] ペインで [Switches] フォルダを開き、[Hardware] を選択します。
[Information] ペインに、スイッチ内のすべてのモジュールのステータスが表示されます。

IPS のフィールドに関する説明
ここでは、次の各フィールドについて説明します。

FCIP プロファイル
フィールド

説明

IP Address

このエンティティのインターネット アドレス。

Port

FCIP エンティティが新しい TCP 接続要求を待ち受ける、FCIP の既知
のポート番号以外の TCP ポート。

SACK

TCP 選択的受信確認オプションをイネーブルにし、受信側が複数の損
失フレームを 1 つの ACK で確認応答し、高速な回復を可能にするかど
うか。

KeepAlive (s)

このエンティティ内部のすべてのリンクに対する TCP キープアライブ
タイムアウト。

ReTrans MinTimeout (ms)

このエンティティ内部のすべてのリンクに対する TCP 最小再送信タイ
ムアウト。
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フィールド

説明

ReTrans Max

TCP 接続で同じデータ項目を再送信する最大回数。この再送信回数後
に配信の確認応答がなかった場合、その接続は終了されます。

Send BufSize (KB)

このエンティティ内部のすべてのリンクのすべての TCP 接続に対す
る、集約 TCP 送信ウィンドウ。この値は出力フロー制御に使用されま
す。このエンティティ内部のすべての接続でキューに入れられたデー
タの合計がこの値に達すると、出力側でフロー制御が行われます。

Bandwidth Max (Kb)

アドバタイズする TCP 受信ウィンドウを算出するための、B-D 乗算に
使用されるネットワーク パイプの推定帯域幅。

Bandwidth Min (Kb)

このエンティティ内部のリンクの TCP 接続に使用可能な最小帯域幅。

Est Round Trip Time (us)

アドバタイズする TCP 受信ウィンドウを算出するための、B-D 乗算に
使用されるネットワーク パイプの推定ラウンドトリップ遅延。

PMTU Enable

パス MTU ディスカバリ。

PMTU ResetTimeout (sec)

MSS がネゴシエーションされた TCP 値に戻るまで、探索されたパス
MTU が有効となっている期間。

CWM Enable

True の場合、輻輳ウィンドウ モニタリングがイネーブルされます。

CWM BurstSize (KB)

TCP 送信側の待機時間後に送信される最大バースト。

Max Jitter

このインターフェイスの TCP 接続で発生する可能性のある最大遅延変
動（輻輳が原因ではないもの）。

FCIP Tunnels
フィールド

説明

Interface

このリンクが関連するこの FCIP デバイスのインターフェイスを識別し
ます。

Attached

この FCIP リンクが開始されたインターフェイス。

B Port Enable

True の場合、ローカル FCIP リンクで B ポート モードがイネーブルに
なります。

B Port KeepAlive

True の場合、ピアから受信した（ファイバ チャネルの）ELS エコー フ
レームに対してメッセージが送信されます。一部の B ポート実装では、
リンク キープアライブとして ELS エコー要求 / 応答フレームが使用さ
れます。

Remote IP Address

リモート FCIP エンティティのインターネット アドレス。

Remote TCP Port

ローカル FCIP エンティティによってこのリンクの TCP 接続設定が開
始された場合に、その FCIP エンティティの接続先となるリモート
TCP ポート。

Spc Frames Enable

True の場合、TCP アクティブ オープナが FCIP 特殊フレームを開始
し、TCP パッシブ オープナがその FCIP 特殊フレームに応答するよう
になります。False に設定すると、FCIP 特殊フレームは生成されず、
応答もされません。
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フィールド

説明

Spc Frames RemoteWWN

リモート FC ファブリック エンティティの World Wide Name。長さゼ
ロの文字列となっている場合は、このリンクがすべてのリモート エン
ティティからの接続を受け付けます。WWN が指定されると、このリ
ンクはその WWN を持つリモート エンティティからの接続を受け付け
ます。

Spc Frames Remote Profile
Id

リモート FCIP エンティティの ID。

FCIP Tunnels (Advanced)
フィールド

説明

Interface

この FCIP リンクが開始されたインターフェイス。

Timestamp Enable

True の場合、FCIP ヘッダーのタイムスタンプが確認されます。

Timestamp Tolerance

ローカル時刻と、FCIP ヘッダーで受信したタイムスタンプ値の間で許容
される時間差。デフォルトでは、この値が EDTOV/2 になります。
EDTOV とは、エラー状態を検出するためのタイムアウト値としてファ
イバ チャネル ポートで使用される Error_Detect_Timeout Value です。

Number Connections

このリンクで許可される TCP 接続の最大数。

Passive

False の場合、このリンク エンドポイントはピアへの接続をアクティブ
に試行します。True の場合、このリンク エンドポイントはピアからの
接続を待ちます。

QoS Control

TCP 制御接続用として IP ヘッダーの ToS フィールドに設定する値。

QoS Data

TCP データ接続用として IP ヘッダーの ToS フィールドに設定する値。

IP Compression

圧縮する場合に使用するアルゴリズム。

Write Accelerator

書き込みアクセラレータを使用すると SCSI 書き込みパフォーマンスを
向上できます。

Tape Accelerator

True の場合、テープ アクセラレータ（テープの書き込みパフォーマン
スを向上可能）がイネーブルになります。

Tape Accelerator Oper

FCIP リンクの書き込みアクセラレーションをイネーブルにします。

TapeRead Accelerator Oper

テープ アクセラレータ動作を有効にすると自動的にイネーブルになり
ます。

FlowCtrlBufSize Tape (KB) フロー制御バッファのサイズ（64 K ～ 32 MB）。0 に設定すると、フ
ロー制御バッファのサイズがスイッチによって自動的に計算されます。

IPSec

このリンクで IP セキュリティがオンとオフのどちらになっているかを
示します。

XRC Emulator

オンにすると、XRC エミュレータがイネーブルになります。この機能
はデフォルトではディセーブルになっています。

XRC Emulator Oper

XRC エミュレータの動作状態を示します。
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FCIP Tunnels (FICON TA)
フィールド

説明

Interface

このリンクが関連する FCIP デバイスのインターフェイスを識別する一
意の値。

VSAN List Admin

FICON テープ アクセラレーションが設定される VSAN のリスト。

VSAN List Oper

FICON テープ アクセラレーションが動作する VSAN のリスト。

FCIP Tunnels Statistics
フィールド

説明

Interface

このリンクが関連する FCIP デバイスのインターフェイスを識別する一
意の値。

Rx IPCompRatio

FCIP デバイスで受信したパケットの IP 圧縮比。このオブジェクトの
値は、小数点以下 2 桁までの浮動小数点数で示されます。

Tx IPCompRatio

FCIP デバイスで送信したパケットの IP 圧縮比。このオブジェクトの
値は、小数点以下 2 桁までの浮動小数点数で示されます。

FCIP XRC Statistics
フィールド

説明

ProfileId

プロファイルの固有 ID。

Interface

インターフェイスの名前。

RRSAccelerated

アクセラレーションされた読み取りレコード セット IU の数。

RRSForwarded

転送された読み取りレコード セット IU の数。

BusyStatus

コントロール ユニットから受信したビジー状態のインスタンスの数。

UnitCheckStatus

コントロール ユニットから受信したユニット チェック状態のインスタ
ンスの数。

cfmFcipLinkExtXRCEStats
SelReset

処理された選択的リセットの数。

BufferAllocErrors

バッファ割り当てエラーの数。
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iSCSI Connection
フィールド

説明

LocalAddr

この接続で使用されるローカル インターネット ネットワーク アドレ
ス。

RemoteAddr

この接続で使用されるリモート インターネット ネットワーク アドレ
ス。

CID

この接続の iSCSI 接続 ID。

State

iSCSI ネゴシエーションから見た、この接続の現在の状態。
• login：トランスポート プロトコルで接続されているが、最終ビッ
トが設定された有効な iSCSI ログイン応答が送信または受信され
ていません。

• full：最終ビットが設定された有効な iSCSI ログイン応答が送信ま
たは受信されています。

• logout：有効な iSCSI ログアウト コマンドが送信または受信され
たが、トランスポート プロトコル接続がまだ閉じられていません。

MaxRecvDSLen

この接続で使用されているコマンドまたはデータ PDU でサポートされ
る最大データ ペイロード サイズ。ネゴシエーションが 512 K ブロック単
位で行われていても、レポートされるサイズはバイト単位となります。

SendMarker

この接続で、発信データ ストリームにマーカーを挿入するかどうかを
示します。

HeaderDigest

この接続で使用される iSCSI ヘッダー ダイジェスト方式。

DataDigest

この接続で使用される iSCSI データ ダイジェスト方式。

iSCSI Initiators
フィールド

説明

Name or IP Address

このエントリで表されるノードのグローバルな固有識別子となる文字
列。

VSAN Membership

このエントリで表されるノードがアクセス可能な設定済み VSAN のリ
スト。

Dynamic

True の場合は、このエントリで表されるノードが自動的に検出されま
す。

Initiator Type

ノードが、iSCSI ロード バランシングに使用されるホストかどうかを
示します。

Persistent Node WWN

True の場合は、FC ドメイン内で同じノード名で表されるノードに、同
じ FC アドレスが割り当てられます。ノードの FC アドレスは、自動割
り当てでも手動割り当てでもかまいません。

SystemAssigned Node
WWNN

True の場合、このノードに FC アドレスが自動的に割り当てられます。
False の場合は、FC アドレスが手動で設定されます。

Node WWN

ノードの永続的な FC アドレス。
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フィールド

説明

Persistent Port WWN

True の場合は、FC ドメイン内で同じノード名で表されるノードのポー
トに、同じ FC アドレスが割り当てられます。

Port WWN

このノードに関連付けられたすべての FC ポート アドレス。

AuthUser

発信側がログイン時の使用を許可された唯一の CHAP ユーザ名です。

Target UserName

（任意）ログインに使用されるユーザ名。ユーザ名を指定しなかった場
合は、グローバル ユーザ名が使用されます。

Target Password

（任意）ログインに使用されるパスワード。パスワードを指定しなかっ
た場合は、グローバル パスワードが使用されます。

Load Metric

iSCSI ロード バランシング用に、この iSCSI 発信側に設定されたロー
ド メトリック。

Auto Zone Name

この発信側のターゲット リストに対する自動ゾーンをシステムが作成
するときに使用されるゾーン名。

iSCSI Targets
フィールド

説明

Dynamically Import FC
Targets

このオプションをオンにすると、FC ターゲットが iSCSI ドメインに動
的にインポートされます。iSCSI ドメイン内にすでに存在しているター
ゲットはインポートされません。

iSCSI Name

このエントリで表されるノードの iSCSI 名。

Dynamic

このエントリで表されるノードが、自動的に検出されたものか、手動
で設定されたものかを示します。

Primary Port WWN

このターゲットの FC アドレス。

Secondary Port WWN

このターゲットのオプションのセカンダリ FC アドレス。この FC アド
レスは、プライマリに到達できない場合に使用されます。

LUN Map iSCSI

この LU に設定されたデフォルトの論理ユニット番号。

LUN Map FC Primary

プライマリ ポート アドレスに対するリモート LU の論理ユニット番号。

LUN Map FC Secondary

セカンダリ ポート アドレスに対するリモート LU の論理ユニット番号。

Initiator Access All

True の場合、このターゲットの発信側許可リストになくても、すべて
の発信側がこのターゲットにアクセスできます。False の場合は、許可
リストにある発信側だけがこのターゲットにアクセスを許可されます。

Initiator Access List

このエントリで表されるノードにアクセスを許可されたすべての iSCSI
ノードのリスト。AllAllowed が False でリストの値が空の場合は、こ
のターゲットにアクセスを許可される発信側がありません。

Advertised Interfaces

ターゲットがアドバタイズされるすべてのインターフェイスのリスト。

Trespass Mode

このノードのトレスパス モード。各 iSCSI ターゲットは FC ターゲッ
トの 1 つ以上のポートを表しています。True の場合は、プライマリ
ポートがダウンしているときに、すべての LUN I/O 要求をセカンダリ
ポートに渡すよう、ノードが FC ノードに指示します。

RevertToPrimaryPort

FC ターゲットがオンラインに復帰した場合に、プライマリ ポートに戻
す必要があるかどうかを示します。
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iSCSI Session Initiators
フィールド

説明

Name or IP Address

発信側ポートの名前または IP アドレス。

Alias

ログイン時に獲得した発信側のエイリアス。

Module Control
フィールド

説明

Module Id

モジュールの ID。

Admin Status

モジュールの iSCSI 機能をイネーブルまたはディセーブルにします。

OperStatus

モジュールの iSCSI インターフェイスがイネーブルか、ディセーブル
かが表示されます。

iSCSI Global
フィールド

説明

AuthMethod

認証方式。

InitiatorIdleTimeout

ゲートウェイ（FC ターゲットを表すもの）が、最後の iSCSI セッショ
ンから iSCSI 発信側がダウンするまで待つ時間。この時間が経過する
と、その iSCSI 発信側に関する情報をパージします。

iSLB ZonesetActivate

このオプションをオンにすると、発信側ターゲットに関連付けられた
自動ゾーン分割が実行されます。

DynamicInitiator

このフィールドは、ダイナミック iSCSI 発信側の作成方法を決定しま
す。iSCSI オプション（デフォルト）を選択すると、ダイナミック
iSCSI 発信側が作成されます。iSLB を選択すると、iSLB ダイナミッ
ク発信側が作成されます。拒否するオプションを選択すると、発信側
のダイナミック作成が禁止されます。

Target UserName

ログインに使用するデフォルト ユーザ名。発信側のユーザ名を指定し
た場合は、代わりにそのユーザ名が使用されます。

Target Password

ログインに使用するデフォルト パスワード。発信側のパスワードを指
定した場合は、代わりにそのパスワードが使用されます。

iSCSI Session Statistics
フィールド

説明

PDU Command

このセッションで転送されたコマンド PDU の数。

PDU Response

このセッションで転送された応答 PDU の数。

Data Tx

このセッションでローカル iSCSI ノードから送信されたデータのバイ
ト数。
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フィールド

説明

Data Rx

このセッションでローカル iSCSI ノードで受信されたデータのバイト
数。

Errors Digest

認証エラー。

Errors CxnTimeout

接続タイムアウト。

iSCSI iSLB VRRP
フィールド

説明

VrId、IpVersion
Load Balance

仮想ルータ番号および IP バージョン（IPv4、IPv6、または DNS）。
ロード バランシングがイネーブルになっているかどうかを示します。

iSCSI Initiator Access
フィールド

説明

Initiator Name

iSCSI ノード名。

Initiator Specific Target
フィールド

説明

Name

ノードのグローバルな固有識別子。

Port WWN(s) Primary

この iSCSI 発信側固有のターゲットに関連付けられた、ファイバ チャ
ネル ターゲットのポート アドレス。

Port WWN(s) Secondary

この iSCSI 発信側固有のターゲットに関連付けられた、ファイバ チャ
ネル ターゲットのポート アドレス。

LUN Map (Hex) iSCSI

この iSCSI 発信側固有のターゲットに関連付けられた、ファイバ チャ
ネル ターゲットのポート アドレス。

LUN Map (Hex) FC Primary この iSCSI 発信側固有のターゲットに関連付けられた、ファイバ チャ
ネル ターゲットのポート アドレス。

LUN Map (Hex) FC
Secondary

この iSCSI 発信側固有のターゲットに関連付けられた、ファイバ チャ
ネル ターゲットのポート アドレス。

No AutoZone Creation

この iSCDI 発信側ターゲットおよび iSCSI 発信側に対して、ファイバ
チャネル ゾーンが自動的に作成されるかどうかを示します。 True の場
合、ゾーンは自動的に作成されません。False（デフォルト）の場合、
ゾーンは自動的に作成されます。

Trespass Mode

このノードのトレスパス モード。True の場合、プライマリ ポート
（fcAddress）がダウンすると、ファイバ チャネル ノード インスタンス
はすべての LUN I/O 要求をセカンダリ ポート（fcSecondaryAddress）
に渡します。
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フィールド

説明

Revert to Primary Port

このノードのプライマリ モードに戻ります。True の場合、プライマリ
ポートがオンラインに復帰すると、ファイバ チャネル ノード インスタ
ンスはすべての LUN I/O 要求をプライマリ ポート（fcAddress）に渡
します。

Primary PWWN VSAN

この発信側ターゲットの自動ゾーンが配置される VSAN を示します。
このオブジェクトが設定されていない場合、VSAN はネーム サーバに
照会することで決定されます。

Secondary PWWN VSAN

この発信側ターゲットの自動ゾーンが配置される VSAN を示します。
このオブジェクトが設定されていない場合、VSAN はネーム サーバに
照会することで決定されます。

iSCSI Initiator PWWN
フィールド

説明

Port WWN

このエントリのファイバ チャネル アドレス。

iSCSI Sessions
フィールド

説明

Type

iSCSI セッションのタイプ。
• normal：セッションは通常の iSCSI セッション
• discovery：セッションは探索だけに使用中。

TargetName

方向が発信の場合は、ここにリモート ターゲットの名前が格納されま
す。

Vsan ID

このセッションが属す VSAN。

ISID

iSCSI セッション ID の発信側で定義された部分。

TSIH

このセッション用にターゲットで定義された識別ハンドル。

iSCSI Sessions Detail
フィールド

説明

ConnectionNumber

このセッションに現在属している転送プロトコル接続の数。

ImmediateData

発信側とターゲットが、このセッションでの即時データのサポートに
合意しているかどうか。

Initial

True の場合、発信側は Ready-To-Transfer を待ってからターゲットに
送信する必要があります。False の場合、発信側は FirstBurstSize で設
定された制限内、および要求で予想されるデータ転送長の範囲内で
データをすぐに送信できます。
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フィールド

説明

MaxOutstanding

このセッション中のタスクごとの未処理の Ready-To-Transfers の最大
数。

First

このセッション中に送信される割り込みデータでサポートされる最大
長。

Max

受信データまたは送信データ PDU の 1 つのシーケンス中に送信可能な
最大バイト数。

Sequence

False の場合は、iSCSI データ PDU シーケンスが任意の順序で転送さ
れる可能性があることを示します。True の場合は、エラー回復時を除
いて、連続的に増加するオフセットを使用してデータ PDU シーケンス
を転送する必要があることを示します。

PDU

False の場合は、シーケンス中の iSCSI データ PDU が任意の順序でか
まいません。True の場合は、シーケンス中のデータ PDU が、PDU 間
にギャップやオーバーレイがなく、連続して増加するアドレスになっ
ている必要があることを示します。

その他の関連資料
IPS の実装に関する追加情報については、次を参照してください。
• 「関連資料」（P.6-22）
• 「標準」（P.6-22）
• 「RFC」（P.6-23）
• 「MIB」（P.6-23）

関連資料
関連項目

参照先

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 5.0(1a)』

標準
標準

タイトル

この機能によってサポートされる新しい標準または変
更された標準はありません。またこの機能による既存
標準のサポートに変更はありません。

–
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RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。また既存 RFC のサ
ポートに変更はありません。

–

MIB
MIB

MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または
変更された MIB はありません。また既存 MIB のサ
ポートに変更はありません。

MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/dc-os/mibs
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7

ギガビット イーサネット インターフェイスで
の IPv4 の設定
Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチはギガビット イーサネット インターフェイス上で IP バージョン 4
（IPv4）をサポートしています。この章では、IPv4 アドレスおよびその他の IPv4 機能の設定方法につ
いて説明します。
この章では、次の事項について説明します。

• 「IPv4 について」（P.7-1）
• 「ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv4 のライセンス要件」（P.7-4）
• 「注意事項と制限」（P.7-4）
• 「デフォルト設定」（P.7-5）
• 「IPv4 の設定」（P.7-5）
• 「IPv4 の設定例」（P.7-7）
• 「その他の関連資料」（P.7-8）

IPv4 について
Cisco MDS 9000 ファミリはギガビット イーサネット インターフェイス上で IP バージョン 4（IPv4）
をサポートしています。FCIP と iSCSI は両方とも TCP/IP を使用してネットワーク接続を行います。
各 IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールでは、ギガビット イーサネット インターフェイスを適
切に設定することにより、接続を行います。
各 IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット ポート用に、IPS という新
しいポート モードが定義されています。IPS ポートは、暗黙的に IPS モードに設定されているため、
iSCSI および FCIP ストレージ機能を実行する場合だけ使用できます。IPS ポートでは、イーサネット
フレームのブリッジングや、他の IP パケットのルーティングは行われません。
各 IPS ポートはファイバ チャネル SAN 内の 1 つの仮想ファイバ チャネル ホストを表します。この
IPS ポートに接続されているすべての iSCSI ホストは、この 1 つのファイバ チャネル ホストを介して
統合および多重化されます。

（注）

MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット インターフェイスは EtherChannel をサポートしてい
ません。
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FCIP と iSCSI は両方とも TCP/IP を使用してネットワーク接続を行います。各 IPS モジュールまたは
MPS-14/2 モジュールでは、ギガビット イーサネット インターフェイスを適切に設定することにより、
接続を行います。ここでは、FCIP および iSCSI で IP を使用するように設定するための手順について説
明します。

（注）

FCIP の設定については、第 2 章「FCIP の設定」を参照してください。iSCSI の設定については、第 4
章「iSCSI の設定」を参照してください。
各 IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット ポート用に、IPS という新
しいポート モードが定義されています。IPS ポートは、暗黙的に IPS モードに設定されているため、
iSCSI および FCIP ストレージ機能を実行する場合だけ使用できます。IPS ポートでは、イーサネット
フレームのブリッジングや、他の IP パケットのルーティングは行われません。
各 IPS ポートはファイバ チャネル SAN 内の 1 つの仮想ファイバ チャネル ホストを表します。この
IPS ポートに接続されているすべての iSCSI ホストは、この 1 つのファイバ チャネル ホストを介して
統合および多重化されます。
ファイバ チャネル ストレージ サブシステムですべてのホスト デバイスの明示的な LUN アクセス コン
トロールが必要ない大規模な iSCSI 導入では、プロキシ イニシエータ モードを使用すると設定が簡単
になります。

（注）

MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット インターフェイスは EtherChannel をサポートしてい
ません。

（注）

ヒント

ギガビット イーサネット インターフェイスで IPv6 を設定する場合は、
「IPv6 アドレッシングの設定と
IPv6 ルーティングのイネーブル化」（P.8-14）を参照してください。

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールのギガビット イーサネット ポートは、管理イーサネット
ポートと同じイーサネット ブロードキャスト ドメイン内に設定しないでください。異なるスタンドア
ロン ハブまたはスイッチを使用するか、または異なる VLAN を使用して、異なるブロードキャスト ド
メインに設定する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「インターフェイスの説明」（P.7-2）
• 「ビーコン モード」（P.7-3）
• 「ギガビット イーサネットの VLAN の概要」（P.7-3）
• 「インターフェイス サブネットの要件」（P.7-3）

インターフェイスの説明
任意のインターフェイスのスイッチ ポートの説明の設定の詳細については、
『Interfaces Configuration
Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。
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ビーコン モード
任意のインターフェイスのビーコン モードの設定の詳細については、
『Interfaces Configuration Guide,
Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

ギガビット イーサネットの VLAN の概要
Virtual LAN（VLAN; 仮想 LAN）は、1 つの物理 LAN ネットワーク上で複数の仮想レイヤ 2 ネット
ワークを構成します。VLAN を使用すると、トラフィックの隔離、セキュリティの確保、およびブ
ロードキャストの制御が可能になります。
ギガビット イーサネット ポートは、IEEE 802.1Q VLAN によってカプセル化されたイーサネット フ
レームを自動的に認識します。複数の VLAN から送信されたトラフィックを単一のギガビット イーサ
ネット ポート上で終端させる必要がある場合は、VLAN ごとに 1 つずつサブインターフェイスを設定
します。

（注）

IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールがシスコ製イーサネット スイッチに接続されていて、複数
の VLAN からのトラフィックを単一の IPS ポートに送信する必要がある場合は、イーサネット スイッ
チで次の要件を確認します。

• IPS モジュールまたは MPS-14/2 モジュールに接続されたイーサネット スイッチ ポートがトラン
キング ポートとして設定されている

• カプセル化がデフォルトの ISL でなく、802.1Q に設定されている

VLAN ID をギガビット イーサネット インターフェイス名のサブスクリプションとして使用して、サ
ブインターフェイス名を作成します。

slot-number / port-number.VLAN-ID

インターフェイス サブネットの要件
ギガビット イーサネット インターフェイス（メジャー）、サブインターフェイス（ VLAN ID）、および
管理インターフェイス（mgmt 0）は、設定に応じて、同じサブネットまたは異なるサブネット上に設
定できます（表 7-1 を参照）。
表 7-1

インターフェイスのサブネット要件

インターフェイス 1

インターフェイス 2

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1

Yes

VLAN ID が同じ 2 つのサブインターフェイスは、
同じサブネットまたは異なるサブネット内に設定
できます。

No

VLAN ID が異なる 2 つのサブインターフェイス
は、同じサブネットに設定できません。

No

サブインターフェイスは、メジャー インターフェ
イスと同じサブネットに設定できません。

1/2.200

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1

2 つのメジャー インターフェイスは同じサブネッ
トまたは異なるサブネット内に設定できます。

1/2.100

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1.100

1/1.100

注意

Yes

1/2

ギガビット イーサネット ギガビット イーサネット

1/1.100

同じサブネッ
ト内での許可
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ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv4 のライセンス要件

表 7-1

インターフェイスのサブネット要件 （続き）

インターフェイス 1

mgmt0

インターフェイス 2

同じサブネッ
ト内での許可

注意

ギガビット イーサネット

No

mgmt0 インターフェイスは、ギガビット イーサ

No

ネット インターフェイスまたはサブインターフェ
イスと同じサブネットに設定できません。

1/1.100
mgmt0

ギガビット イーサネット

1/1

（注）

表 7-1 の設定要件は、イーサネット ポートチャネルにも適用されます。

ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv4 のライ
センス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
ライセンス

ライセンスの説明

エンタープライズ パッケージ
（ENTERPRISE_PKG）

IPsec と IKE for IPv4 が対象になります。

注意事項と制限
ギガビット イーサネット インターフェイスで IPv4-ACL を設定する際には、次の注意事項に従ってく
ださい。

• Transmission Control Protocol（TCP）または Internet Control Message Protocol（ICMP）だけを
使用します。

（注）

User Datagram Protocol（UDP）や HTTP などの他のプロトコルは、ギガビット イーサ
ネット インターフェイスではサポートされていません。これらのプロトコルに関するルー
ルを含む ACL をギガビット イーサネット インターフェイスに適用することは可能ですが、
これらのルールは無効になります。

• インターフェイスをイネーブルにする前に、インターフェイスに IPv4-ACL を適用します。このよ
うにすれば、トラフィックが流れ始める前にフィルタを適用できます。

• 次の条件を確認します。
– log-deny オプションを使用する場合、1 秒ごとに記録されるメッセージ数は最大 50 です。
– established オプションを含む IPv4-ACL をギガビット イーサネット インターフェイスに適用
すると、このオプションは無視されます。

– 前から存在している TCP 接続に IPv4-ACL のルールを適用しても、このルールは無視されま
す。たとえば、A と B の間に既存の TCP 接続がある場合に、送信元が A で送信先が B のパ
ケットをすべて廃棄する IPv4-ACL を適用しても、このルールは無効になります。
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ヒント

ギガビット イーサネット インターフェイスに IPv4-ACL がすでに設定されている場合、このインター
フェイスをイーサネット ポートチャネル グループに追加できません。

デフォルト設定
表 7-2 に、IPv4 パラメータのデフォルト設定を示します。
表 7-2

IPv4 のデフォルト パラメータ

パラメータ

デフォルト

IPv4 MTU フレーム サイズ

すべてのイーサネット ポートで 1500 バイト

自動ネゴシエーション

イネーブル

無差別モード

ディセーブル

IPv4 の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ギガビット イーサネット インターフェイスの設定」（P.7-5）
• 「自動ネゴシエーションの設定」（P.7-6）
• 「MTU フレーム サイズの設定」（P.7-6）
• 「無差別モードの設定」（P.7-7）
• 「VLAN サブインターフェイスの設定」（P.7-7）

ギガビット イーサネット インターフェイスの設定
手順の詳細
ギガビット イーサネット インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Switches] > [Interfaces] > [Ethernet] > [IPS] の順に展開します。
[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。

ステップ 2

[IP Addresses] タブをクリックします。

ステップ 3

[Create Row] をクリックします。
[Create Gigabit Ethernet Interface] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

ギガビット イーサネット インターフェイスを作成するスイッチを選択します。

ステップ 5

インターフェイスを入力します たとえば、スロット 2、ポート 2 の場合 2/2 です。

ステップ 6

IPv4 アドレス（10.1.1.100）およびサブネット マスク（255.255.255.0）を入力します。
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ステップ 7

これらの変更を保存するには、[Create] をクリックします。変更を保存しないで終了するには、
[Close] をクリックします。

自動ネゴシエーションの設定
デフォルトで、自動ネゴシエーションはすべてのギガビット イーサネット インターフェイスでイネーブ
ルになっています。指定したギガビット イーサネット インターフェイスに対して、自動ネゴシエーショ
ンをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。自動ネゴシエーションをイネーブルに設定すると、
ポートはリンクの相手方に基づいて速度やポーズの方式、および着信信号のデュプレックスを自動的に
検出します。また、自動ネゴシエーション機能を使用して、リンク アップの状態も検出できます。

手順の詳細
自動ネゴシエーションを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Switches] > [Interfaces] > [Ethernet] > [IPS] の順に展開します。
[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。

ステップ 2

[General] タブで、特定のスイッチの Auto Negotiate オプションをイネーブルまたはディセーブルに設
定できます。

ステップ 3

[Apply Changes] をクリックします。

MTU フレーム サイズの設定
ポートで大きな（ジャンボ）フレームを伝送するようにスイッチのインターフェイスを設定できます。
デフォルトの IP Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）フレーム サイズは、すべて
のイーサネット ポートで 1500 バイトです。ポートにジャンボ フレームを設定すると、MTU サイズを
最大 9000 バイトに拡張できます。

（注）

ヒント

MTU の最小サイズは 576 バイトです。

MTU の変更は中断を伴うため、ソフトウェアが MTU サイズの変更を検出すると、すべての FCIP リ
ンクと iSCSI セッションにフラップが発生します。

手順の詳細

MTU フレーム サイズを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Switches] > [Interfaces] > [Ethernet] > [IPS] の順に展開します。
[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。

ステップ 2

[General] タブの [Mtu] カラムで新しい値を入力すると、特定のスイッチの MTU フレーム サイズを設
定できます。たとえば、3000 バイトに設定できます。デフォルトは 1500 バイトです。
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ステップ 3

[Apply Changes] をクリックします。

無差別モードの設定
無差別モードは、特定のギガビット イーサネット インターフェイスでイネーブルまたはディセーブル
に設定できます。無差別モードをイネーブルに設定すると、ギガビット イーサネット インターフェイ
スはすべてのパケットを受信します。その後、ソフトウェアによってギガビット イーサネット イン
ターフェイス宛てではないパケットがフィルタリングされて廃棄されます。

手順の詳細
無差別モードを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Switches] > [Interfaces] > [Ethernet] > [IPS] の順に展開します。
[Information] ペインにギガビット イーサネットの設定が表示されます。

ステップ 2

[General] タブで、特定のスイッチの Promiscuous Mode オプションをイネーブルまたはディセーブル
に設定できます。

ステップ 3

[Apply Changes] をクリックします。

VLAN サブインターフェイスの設定
手順の詳細

Device Manager を使用して VLAN サブインターフェイス（VLAN ID）する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Interface] > [Ethernet and iSCSI] を選択します。

ステップ 2

[Sub Interfaces] タブをクリックします。

ステップ 3

802.1Q を使用するギガビット イーサネット サブインターフェイスを選択します。

ステップ 4

[Edit IP Address] ボタンをクリックします。

ステップ 5

ギガビット イーサネット インターフェイスの IPv4 アドレスとサブネット マスクを入力します。

ステップ 6

[Create] をクリックすると変更が保存されます。変更を保存しない場合は、 [Close] をクリックします。

IPv4 の設定例
図 7-1 に、IP バージョン 4（IPv4）でのギガビット イーサネットの設定例を示します。
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IPv4 でのギガビット イーサネットの設定例

ࠬࠗ࠶࠴ 1
10.1.1.100/24
10.1.1.1/24

（注）

IP ࡎࠬ࠻

IP ࡞࠲

10.100.1.1/24
10.100.1.25/24

91555

図 7-1

MDS ギガビット イーサネット インターフェイスが接続されているイーサネット スイッチ上のポート
は、スイッチ ポートの代わりにホスト ポート（アクセス ポートともいう）として設定する必要があり
ます。
（イーサネット スイッチ上の）そのポートのスパニング ツリー設定をディセーブルにする必要が
あります。これにより、
（スパニング ツリー設定がイネーブルであればイーサネット スイッチが実行す
る）イーサネット スパニング ツリー処理の待ち時間による管理ポートの起動待ち時間を回避できます。
シスコ イーサネット スイッチで、Cisco IOS の switchport host コマンドまたは Catalyst OS の set
port host コマンドのいずれかを使用します。

その他の関連資料
FCIP の実装に関する詳細情報については、次の各セクションを参照してください。
• 「関連資料」（P.7-8）
• 「標準」（P.7-8）
• 「RFC」（P.7-9）
• 「MIB」（P.7-9）

関連資料
関連項目

参照先

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 5.0(1a)』

標準
標準

タイトル

この機能によってサポートされる新しい標準または変
更された標準はありません。またこの機能による既存
標準のサポートに変更はありません。

–
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RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。また既存 RFC のサ
ポートに変更はありません。

–

MIB
MIB
• CISCO-IETF-VRRP-MIB

MIB リンク
MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/dc-os/mibs
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ギガビット イーサネット インターフェイスで
の IPv6 の設定
Cisco MDS NX-OS で IP バージョン 6（IPv6）は IP バージョン 4（IPv4）よりも拡張されたアドレッ
シング機能を提供します。IPv6 のアーキテクチャは、エンドツーエンドのセキュリティ、Quality Of
Service（QoS）、およびグローバルに一意なアドレスなどのサービスを提供すると同時に、既存の
IPv4 ユーザが簡単に IPv6 へ移行できるように設計されています。
（注）

IP アドレッシングを使用する Cisco NX-OS 機能の IPv6 アドレッシングのサポートについては、この
ガイドの該当する章を参照してください。

（注）

ギガビット イーサネット インターフェイスで IP バージョン 4（IPv4）を設定するには、第 7 章「ギガ
ビット イーサネット インターフェイスでの IPv4 の設定」を参照してください。
この章では、次の事項について説明します。

• 「IPv6 について」（P.8-1）
• 「注意事項と制限」（P.8-12）
• 「デフォルト設定」（P.8-13）
• 「IPv6 用の基本的な接続の設定」（P.8-13）
• 「その他の関連資料」（P.8-16）

IPv6 について
IP バージョン 6（IPv6）では、ネットワーク アドレス ビットが 32 ビット（IPv4）から 128 ビットへ
と 4 倍になることで、IP バージョン 4（IPv4）よりも拡張されたアドレッシング機能が Cisco MDS
NX-OS で得られるようになります。IPv6 のアーキテクチャは、エンドツーエンドのセキュリティ、
Quality Of Service（QoS）、およびグローバルに一意なアドレスなどのサービスを提供すると同時に、
既存の IPv4 ユーザが簡単に IPv6 へ移行できるように設計されています。
IPv6 の IPv4 に対する改良点は、次のとおりです。
• ネットワークの拡張性およびグローバルな到達可能性の実現
• プライベート アドレスおよび Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）
が不要

• アドレスの自動設定の簡素化
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ここでは、Cisco MDS NX-OS がサポートしている IPv6 機能について説明します。内容は次のとおり
です。

• 「IPv6 アドレス空間の拡張による一意アドレスの確保」（P.8-2）
• 「IPv6 アドレス フォーマット」（P.8-2）
• 「IPv6 アドレス プレフィクスの形式」（P.8-3）
• 「IPv6 アドレスの種類：ユニキャスト」（P.8-3）
• 「IPv6 アドレスの種類：マルチキャスト」（P.8-5）
• 「IPv6 の ICMP」（P.8-6）
• 「IPv6 のパス MTU ディスカバリ」（P.8-7）
• 「IPv6 ネイバー探索」（P.8-7）
• 「ルータの検出」（P.8-9）
• 「IPv6 ステートレス自動設定」（P.8-9）
• 「IPv4 と IPv6 の二重プロトコル スタック」（P.8-10）
• 「IPv6 アドレッシングと IPv6 ルーティングのイネーブル化」（P.8-11）
• 「IPv4 から IPv6 への移行」（P.8-12）

IPv6 アドレス空間の拡張による一意アドレスの確保
IPv6 では、ネットワーク アドレスのビット数を（IPv4 の）32 ビットから 4 倍の 128 ビットに増やし
てアドレス空間を拡張しています。これにより、利用できるグローバルに一意な IP アドレスの数が大
幅に増加しています。グローバルに一意な IPv6 アドレスを利用すると、ネットワーク接続デバイスの
グローバルな到達可能性とエンドツーエンドのセキュリティを実現できます。これは、より多くのアド
レスを必要とするアプリケーションやサービスに不可欠な機能です。

IPv6 アドレス フォーマット
IPv6 アドレスは、16 ビットの 16 進フィールドをコロン（:）で続けた x:x:x:x:x:x:x:x という形式で表
現されます。次に、IPv6 アドレスの例を示します。
2001:0DB8:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210
2001:0DB8:0:0:8:800:200C:417A
IPv6 アドレスには、通常、連続するゼロの 16 進フィールドが含まれます。IPv6 アドレスの先頭、中
間、または末尾にある連続した 0 の 16 進フィールドを 2 つのコロン（::）を使用して圧縮すると、
IPv6 アドレスが使いやすくなります（2 つのコロンは連続した 0 の 16 進フィールドを表します）。
表 8-1 に、圧縮された IPv6 アドレスの形式をリストします。
（注）

IPv6 アドレスでは、最も長く連続するゼロの 16 進フィールドを表すために 2 つのコロン（::）を 1 回
だけ使用できます。

（注）

IPv6 アドレスの 16 進文字は大文字と小文字が区別されません。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN

8-2

OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

第8章

ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv6 の設定

IPv6 について

表 8-1

圧縮された IPv6 アドレス形式

IPv6 アドレス タイプ

非圧縮形式

圧縮形式

ユニキャスト

2001:0DB8:800:200C:0:0:0:417A 2001:0DB8:800:200C::417A

マルチキャスト

FF01:0:0:0:0:0:0:101

FF01::101

IPv6 アドレス プレフィクスの形式
ipv6-prefix/prefix-length 形式の IPv6 アドレス プレフィクスを使用すると、アドレス空間全体のビット
単位の連続ブロックを表現できます。ipv6-prefix は、16 進の 16 ビット値をコロンで区切って指定しま
す。prefix-length は、アドレスの連続する上位何ビットがプレフィクス（アドレスのネットワーク部）
を構成するかを示す 10 進値です。たとえば、2001:0DB8:8086:6502::/32 は IPv6 プレフィクスとして
有効です。

IPv6 アドレスの種類：ユニキャスト
IPv6 ユニキャスト アドレスは、1 つのノード上の 1 つのインターフェイスの ID です。ユニキャスト
アドレスに送信されたパケットは、そのアドレスが示すインターフェイスに配信されます。Cisco
MDS NX-OS は、次の種類の IPv6 ユニキャスト アドレスをサポートしています。
• グローバル アドレス
• リンクローカル アドレス

グローバル アドレス
グローバル IPv6 アドレスは、グローバル ルーティング プレフィクス、サブネット ID、およびイン
ターフェイス ID で定義されます。図 8-1 に、グローバル アドレスの構造を示します。

3

グローバル アドレスの形式

ࡊࡠࡃࠗ࠳

ࠨࠗ࠻

ࡎࠬ࠻

45 ࡆ࠶࠻

16 ࡆ࠶࠻

64 ࡆ࠶࠻

ࠣࡠࡃ࡞ ࡞࠹ࠖࡦࠣ ࡊࡈࠖࠢࠬ

SLA

ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ ID

147996

図 8-1

001

2000::/3（001）～ E000::/3（111）のプレフィクスを持つアドレスには、Extended Universal Identifier
（EUI）64 形式の 64 ビット インターフェイス識別子が必要です。インターネット割り当て番号局
（IANA）は、2000::/16 の範囲の IPv6 アドレス空間を地域レジストリに割り当てます。
集約可能グローバル アドレスは、通常、48 ビットのグローバル ルーティング プレフィクスと、16
ビットのサブネット ID または Site-Level Aggregator（SLA; サイトレベル集約）で構成されます。
RFC 2374（IPv6 集約可能グローバル ユニキャスト アドレス形式）では、グローバル ルーティング プ
レフィクスに Top-Level Aggregator（TLA）と Next-Level Aggregator（NLA）という他の 2 つの階層
構造フィールドが含まれていました。IETF は、TLS フィールドと NLA フィールドがポリシーベース
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のフィールドであるため、これらのフィールドを RFC から削除することに決定しました。この変更の
前に展開された既存の IPv6 ネットワークの中には、依然として古いアーキテクチャに基づくネット
ワークを使用しているものもあります。
個々の組織では、サブネット ID と呼ばれる 16 ビットのサブネット フィールドを使用して、独自の
ローカル アドレッシング階層を作成したり、サブネットを識別したりできます。サブネット ID は
IPv4 でのサブネットに似ていますが、IPv6 サブネット ID を持つ組織では最大 65,535 個のサブネット
をサポートできるという点が異なります。
インターフェイス ID は、リンク上のインターフェイスの識別に使用されます。インターフェイス ID
は、リンク上で一意である必要があります。また、より広い範囲で一意にすることもできます。多くの
場合、インターフェイス ID は、インターフェイスのリンク層アドレスと同じか、それに基づいている
ため、グローバルに一意になります。集約可能グローバル ユニキャストおよびその他の IPv6 アドレス
タイプで使用されるインターフェイス ID は、長さが 64 ビットの変更された EUI-64 形式で構築されて
いる必要があります。

Cisco MDS NX-OS は、IEEE 802 インターフェイス（たとえば、ギガビット イーサネット インター
フェイス）をサポートしています。最初の 3 オクテット（24 ビット）は、インターフェイスの 48 ビッ
トのリンク層アドレス（MAC アドレス）の Organizationally Unique Identifier（OUI）から取得され、
4 番めと 5 番めのオクテット（16 ビット）は、FFFE の固定 16 進値であり、最後の 3 オクテット（24
ビット）は、MAC アドレスの最後の 3 オクテットから取得されます。インターフェイス ID の構成は、
最初のオクテットの 7 番めのビットである Universal/Local（U/L; ユニバーサル / ローカル）ビットを 0
または 1 の値に設定することで完成します。0 の値はローカルに管理される ID を表し、1 の値はグ
ローバルに一意の IPv6 インターフェイス ID を表します（図 8-2 を参照）。
図 8-2
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リンクローカル アドレス
リンクローカル アドレスは、リンクローカル プレフィクス FE80::/10 と Modified EUI-64 形式のイン
ターフェイス ID を使用して自動的にインターフェイスに設定される IPv6 ユニキャスト アドレスです。
リンクローカル アドレスは、ネイバー探索プロトコルおよびステートレス自動コンフィギュレーショ
ン プロセスで使用されます。ローカル リンク上のノードは、リンクローカル アドレスを使用して通信
できます。図 8-3 に、リンクローカル アドレスの構造を示します。
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図 8-3

リンクローカル アドレスの形式
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IPv6 アドレスの種類：マルチキャスト
IPv6 マルチキャスト アドレスとは、FF00::/8（1111 1111）というプレフィクスを持つ IPv6 アドレス
です。IPv6 マルチキャスト アドレスは、通常は異なるノードに属するインターフェイスのセットの識
別子です。マルチキャスト アドレスに送信されたパケットは、マルチキャスト アドレスが示すすべて
のインターフェイスに配信されます。プレフィクスに続く 2 番めのオクテットで、マルチキャスト ア
ドレスのライフタイムとスコープが定義されます。永続マルチキャスト アドレスはライフタイム パラ
メータが 0 と等しく、一時マルチキャスト アドレスはライフタイム パラメータが 1 と等しくなってい
ます。ノード、リンク、サイト、組織、またはグローバル スコープを持つマルチキャスト アドレスの
スコープ パラメータは、それぞれ 1、2、5、8、および E です たとえば、プレフィクスが FF02::/16 の
マルチキャスト アドレスは、リンク スコープを持つ永続マルチキャスト アドレスです。図 8-4 に、
IPv6 マルチキャスト アドレスの形式を示します。
図 8-4
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IPv6 ホストは、次のマルチキャスト グループに参加して、各マルチキャスト グループ宛のパケットを
受信する必要があります。
• 全ノード マルチキャスト グループ FF02::1
• ユニキャスト アドレスの下位 24 ビットと連結した送信要求ノード マルチキャスト グループ
FFF02:0:0:0:0:1:FF00:0000/104
送信要求ノード マルチキャスト アドレスは、IPv6 ユニキャスト アドレスに対応するマルチキャス
ト グループです。IPv6 ノードは、割り当てられているすべてのユニキャスト アドレスについて、
関連する送信要求ノード マルチキャスト グループに参加する必要があります。IPv6 送信要求ノー
ド マルチキャスト アドレスは、対応する IPv6 ユニキャスト アドレスの下位 24 ビットと連結され
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るプレフィクス FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000/104 を持ちます。（図 8-5 を参照）。たとえば、IPv6 ア
ドレス 2037::01:800:200E:8C6C に対応する送信要求ノード マルチキャスト アドレスは
FF02::1:FF0E:8C6C です。送信要求ノード アドレスは、ネイバー送信要求メッセージで使用され
ます。
図 8-5

IPv6 送信要求ノード マルチキャスト アドレスの形式
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（注）

IPv6 にはブロードキャスト アドレスはありません。IPv6 マルチキャスト アドレスがブロードキャスト
アドレスの代わりに使用されます。

IPv6 の ICMP
IPv6 の Internet Control Message Protocol（ICMP）の機能は、IPv4 の ICMP と同じです。ICMP は、
ICMP 宛先到達不能メッセージのようなエラー メッセージ、および ICMP エコー要求や応答メッセージ
のような情報メッセージを生成します。また、IPv6 の ICMP パケットは、IPv6 ネイバー探索プロセス、
パス MTU ディスカバリ、および Multicast Listener Discovery（MLD; マルチキャスト リスナー ディスカ
バリ）プロトコル for IPv6 で使用されます。MLD は、バージョン 2 の Internet Group Management
Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）for IPv4 をベースとしています。
基本 IPv6 パケット ヘッダーの次ヘッダー フィールドの値 58 は、IPv6 ICMP パケットを示します。
IPv6 の ICMP パケットは、すべての拡張ヘッダーに続いて IPv6 パケットの末尾に配置される点でトラ
ンスポートレイヤ パケットに似ています。IPv6 ICMP パケット内の ICMPv6 タイプ フィールドと
ICMPv6 コード フィールドは、ICMP メッセージ タイプなどの IPv6 ICMP パケットの詳細を示しま
す。チェックサム フィールドの値は、（送信側で計算し、受信側がチェックすることにより）IPv6
ICMP パケットと IPv6 擬似ヘッダーのフィールドから抽出されます。ICMPv6 データ フィールドに
は、IP パケット処理に関連するエラー情報または診断情報が含まれます。図 8-6 に、IPv6 ICMP パ
ケット ヘッダーの形式を示します。
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図 8-6

IPv6 ICMP パケット ヘッダーの形式
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IPv6 のパス MTU ディスカバリ
IPv4 の場合と同様に、IPv6 のパス MTU ディスカバリを使用すると、特定のデータ パス上のすべての
リンクの MTU サイズの差をホストが動的に検出し、調整できます。ただし、IPv6 では、特定のデー
タ パス上の 1 つのリンクのパス MTU がパケットのサイズに十分に対応できる大きさでない場合に、
フラグメンテーションはパケットの送信元によって処理されます。IPv6 ホストでパケット フラグメン
テーションを処理すると、IPv6 ルータの処理リソースが節約され、IPv6 ネットワークの効率が向上し
ます。

（注）

IPv4 では、最小リンク MTU が 68 オクテットであるため、特定のデータ パスに沿うすべてのリンクの
MTU サイズが少なくとも 68 オクテットの MTU サイズをサポートする必要があります。
IPv6 では、最小リンク MTU は 1280 オクテットです。IPv6 リンクには、1500 オクテットの MTU 値
の使用をお勧めします。

IPv6 ネイバー探索
IPv6 のネイバー探索プロセスは、ICMP メッセージと送信要求ノード マルチキャスト アドレスを使用
して、同じネットワーク（ローカル リンク）上のネイバーのリンク層アドレスを判別し、ネイバーの
到達可能性を確認して、近隣ルータの状況を把握します。

IPv6 ネイバー送信要求メッセージおよびアドバタイズ メッセージ
ICMP パケット ヘッダーの Type フィールドの値が 135 の場合、ネイバー送信要求メッセージを示しま
す。ネイバー送信要求メッセージは、ノードが同じローカル リンク上の別のノードのリンク層アドレ
スを決定するときに、ローカル リンク上で送信されます（図 8-7 を参照）。ノードで別のノードのリン
ク層アドレスを特定する必要がある場合、ネイバー送信要求メッセージの送信元アドレスは、ネイバー
送信要求メッセージを送信するノードの IPv6 アドレスになります。ネイバー送信要求メッセージ内の
宛先アドレスは、宛先ノードの IPv6 アドレスに対応する送信要求ノード マルチキャスト アドレスで
す。ネイバー送信要求メッセージには、送信元ノードのリンク層アドレスも含まれます。
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図 8-7

IPv6 ネイバー探索：ネイバー送信要求メッセージ
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ネイバー送信要求メッセージを受信したあと、宛先ノードは、ICMP パケット ヘッダーのタイプ フィー
ルドに値 136 を含むネイバー アドバタイズメント メッセージをローカル リンクに送信することで応答し
ます。ネイバー アドバタイズメント メッセージの送信元アドレスは、ネイバー アドバタイズメント メッ
セージを送信するノードの IPv6 アドレス（具体的には、ノード インターフェイスの IPv6 アドレス）で
す。ネイバー アドバタイズメント メッセージ内の宛先アドレスは、ネイバー送信要求メッセージを送信
したノードの IPv6 アドレスです。ネイバー アドバタイズメント メッセージのデータ部分には、ネイバー
アドバタイズメント メッセージを送信するノードのリンク層アドレスが含まれます。
送信元ノードがネイバー アドバタイズメントを受信すると、送信元ノードと宛先ノードが通信できる
ようになります。
ネイバー送信要求メッセージは、ネイバーのリンク層アドレスが識別されたあとに、ネイバーの到達可
能性の確認にも使用されます。ノードがネイバーの到達可能性を確認するときに、ネイバー送信要求
メッセージの宛先アドレスは、ネイバーのユニキャスト アドレスです。
ネイバー アドバタイズメント メッセージは、ローカル リンク上のノードのリンク層アドレスが変更さ
れたときにも送信されます。このような変更がある場合、ネイバー アドバタイズの宛先アドレスは、
全ノード マルチキャスト アドレスになります。
ネイバー送信要求メッセージは、ネイバーのリンク層アドレスが識別されたあとに、ネイバーの到達可
能性の確認にも使用されます。ネイバー到達不能検出では、ネイバーの障害またはネイバーへの転送パ
スの障害が識別されます。この検出は、ホストとネイバー ノード（ホストまたはルータ）間のすべて
のパスで使用されます。ネイバー到達不能検出は、ユニキャスト パケットだけが送信されるネイバー
に対して実行され、マルチキャスト パケットが送信されるネイバーに対しては実行されません。
直近にネイバーに送信したパケットがネイバーで受信され、処理されたことが確認できた場合、ネイ
バーは到達可能と見なされます。到達可能であるという確認は、接続が動作中（宛先に到達中）である
ことを示す TCP などの上位層プロトコルからの情報や、ネイバー送信要求メッセージに対するネイ
バー アドバタイズメント メッセージを受信することで行われます。パケットがピアに到達している場
合、それらのパケットは送信元のネクストホップ ネイバーにも到達しています。したがって、転送の
進行により、ネクストホップ ネイバーが到達可能であることも確認されます。
ローカル リンク上にない宛先の場合、転送の進行は、ファーストホップ ルータが到達可能であること
を暗に意味します。上位層プロトコルからの確認応答がない場合、ノードは、ユニキャスト ネイバー
送信要求メッセージを使用してネイバーを探し、転送パスがまだ機能していることを確認します。ネイ
バー送信要求メッセージに対する応答としてネイバー アドバタイズメント メッセージを受け取った場
合、中継パスが動作していることが確認できます（送信要求フラグが 1 にセットされたネイバー アド

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN

8-8

OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x

第8章

ギガビット イーサネット インターフェイスでの IPv6 の設定

IPv6 について

バタイズ メッセージは、ネイバー送信要求メッセージに対してだけ送信されます）。非送信要求メッ
セージでは、送信元ノードから宛先ノードへの一方向パスだけが確認されます。送信要求ネイバー ア
ドバタイズメント メッセージは、両方向のパスが機能していることを示します。

（注）

送信要求フラグが値 0 に設定されたネイバー アドバタイズメント メッセージは、転送パスがまだ機能
していることを示す肯定確認応答とは見なされません。
ネイバー送信要求メッセージは、ユニキャスト IPv6 アドレスがインターフェイスに割り当てられる前
にそのアドレスが一意であることを確認するために、ステートレス自動設定プロセスでも使用されま
す。新規のリンクローカル IPv6 アドレスに対しては、アドレスがインターフェイスに割り当てられる
前に、最初に重複アドレス検出が実行されます（重複アドレス検出の実行中、新規アドレスは一時的な
状態のままです）。具体的には、ノードは未指定の送信元アドレスと一時的なリンクローカル アドレス
をメッセージの本文に含むネイバー送信要求メッセージを送信します。そのアドレスが別のノードです
でに使用されている場合、ノードは一時的なリンクローカル アドレスを含むネイバー アドバタイズメ
ント メッセージを返します。別のノードが同じアドレスの一意性を同時に検証している場合は、その
ノードもネイバー送信要求メッセージを返します。ネイバー送信要求メッセージの返信としてネイバー
アドバタイズメント メッセージが受信されず、同じ一時アドレスの検証を試行している他のノードか
らのネイバー送信要求メッセージも受信されない場合、最初のネイバー送信要求メッセージを送信した
ノードは、一時的なリンクローカル アドレスを一意であると見なし、そのアドレスをインターフェイ
スに割り当てます。

IPv6 ユニキャスト アドレス（グローバルまたはリンクローカル）はすべてリンクでの一意性を確認す
る必要があります。ただし、リンクローカル アドレスの一意性が確認されるまで、リンクローカル ア
ドレスに関連付けられた他の IPv6 アドレスに対して重複アドレス検出は実行されません。

ルータの検出
ルータの検出では、ルータ送信要求およびルータ アドバタイズの両方を実行します。ホストは、全
ルータのマルチキャスト アドレスにルータ送信要求を送信します。ルータは、送信要求または割り込
みに対して、デフォルトのルータ情報および MTU やホップ制限などの追加パラメータを含むルータ
アドバタイズを送信します。

IPv6 ステートレス自動設定
IPv6 ノードのすべてのインターフェイスは、インターフェイスの ID およびリンクローカル プレフィ
クス FE80::/10 から自動的に設定されるリンクローカル アドレスを持つ必要があります。リンクロー
カル アドレスを使用すると、ノードがリンク上の他のノードと通信できます。また、リンクローカル
アドレスを使用して、ノードをさらに設定することもできます。
ノードは、ネットワークに接続して自動的にサイトローカルおよびグローバル IPv6 アドレスを生成で
きます。手動設定や DHCP サーバなどのサーバによる支援は必要はありません。IPv6 の場合、リンク
上のルータは、Router Advertisement（RA; ルータ アドバタイズ）メッセージで、任意のサイトローカ
ル プレフィクスやグローバル プレフィクスをアドバタイズしたり、リンクのデフォルト ルータとして
機能する意図をアドバタイズしたりします。RA メッセージは、定期的に送信される場合と、システム
始動時にホストから送信されるルータ送信要求メッセージに対する応答として送信される場合がありま
す。（図 8-8 を参照）。
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IPv6 について

IPv6 ステートレス自動設定

52676

図 8-8
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リンク上のノードは、RA メッセージに含まれるプレフィクス（64 ビット）にそのインターフェイス
ID（64 ビット）を追加して、自動的にサイトローカルおよびグローバル IPv6 アドレスを設定できま
す。ノードによって設定された 128 ビットの IPv6 アドレスは、重複アドレス検出の対象となり、リン
ク上での一意性が確保されます。RA メッセージでアドバタイズされたプレフィクスがグローバルに一
意である場合、ノードによって設定された IPv6 アドレスもグローバルに一意になります。 ICMP パ
ケット ヘッダーの Type フィールドの値が 133 であるルータ送信要求メッセージは、システム始動時に
ホストによって送信されるため、ホストは次のスケジュールされた RA メッセージを待機することなく
すぐに自動設定できます。

IPv4 と IPv6 の二重プロトコル スタック
IPv4 と IPv6 の二重プロトコル スタックは、IPv6 へ移行するための 1 つの方法です。これにより、
ノードで稼動しているアプリケーションに対する段階的な 1 つずつのアップグレードが可能になりま
す。ノードで稼動しているアプリケーションは、 IPv6 プロトコル スタックを使用するようにアップグ
レードされます。アップグレードされていない（ IPv4 プロトコル スタックしかサポートしない）アプ
リケーションは、同じノード上でアップグレードされたアプリケーションと共存できます。新しいアプ
リケーションおよびアップグレードされたアプリケーションは、IPv4 および IPv6 の両方のプロトコル
スタックを利用します（図 8-9 を参照）。
デュアル IPv4 および IPv6 プロトコル スタック手法
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図 8-9
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IPv6 について

IPv4 と IPv6 の両方のアドレスおよび DNS 要求をサポートするために、新しい API が定義されていま
す。アプリケーションを新しい API にアップグレードしても、依然として IPv4 プロトコル スタックだ
けを使用できます。Cisco MDS NX-OS は、IPv4 と IPv6 の二重プロトコル スタックをサポートしてい
ます。インターフェイスに IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を設定すると、そのインターフェイス
は、IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックの両方を受け入れ、処理します。
図 8-10 で、IPv4 と IPv6 の二重プロトコル スタックをサポートするアプリケーションは、DNS サーバ
から宛先ホスト www.a.com 用に使用できるすべてのアドレスを要求します。DNS サーバは、
www.a.com に使用できるすべてのアドレス（IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方）を返信します。
アプリケーションはアドレスを選択し（ほとんどの場合、IPv6 アドレスがデフォルトの選択肢です）、
IPv6 プロトコル スタックを使用して送信元ノードを宛先に接続します。
デュアル IPv4 および IPv6 プロトコル スタック アプリケーション

www.example.com
=*?

IPv4

3ffe:yyyy::1
10.1.1.1
DNS
ࠨࡃ

10.1.1.1

IPv6

52684

図 8-10

3ffe:yyyy::1

IPv6 アドレッシングと IPv6 ルーティングのイネーブル化
IPv6 アドレスは、16 ビットの 16 進フィールドをコロン（:）で続けた x:x:x:x:x:x:x:x という形式で表
現されます。IPv6 アドレスには、通常、連続するゼロの 16 進フィールドが含まれます。IPv6 アドレ
スの先頭、中間、または末尾にある連続した 0 の 16 進フィールドを 2 つのコロン（::）を使用して圧
縮すると、IPv6 アドレスが使いやすくなります（2 つのコロンは連続した 0 の 16 進フィールドを表し
ます）。デフォルトでは、IPv6 アドレスは設定されておらず、IPv6 処理はディセーブルです。次の種
類のインターフェイスに IPv6 アドレスを設定できます。
• ギガビット イーサネット
• 管理
• VLAN（ギガビット イーサネット サブインターフェイス）
• VSAN
インターフェイスにグローバル IPv6 アドレスを設定すると、リンクローカル アドレスが自動的に設定
され、そのインターフェイスに対して IPv6 がアクティブになります。また、設定されたインターフェ
イスは、そのリンクに必要な次のマルチキャスト グループに自動的に加入します。

• 送信要求ノード マルチキャスト グループ FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104（インターフェイスに割り当
てられた各ユニキャスト アドレス用）

• 全ノード リンクローカル マルチキャスト グループ FF02::1
ここでは、個々のルータ インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当て、IPv6 トラフィックの処理をイ
ネーブルにする方法を説明します。デフォルトでは、 IPv6 アドレスは設定されておらず、IPv6 処理は
ディセーブルです。
次の種類のインターフェイスに IPv6 アドレスを設定できます。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
OL-24947-01-J、Cisco DCNM for SAN、リリース 5.x
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注意事項と制限

• ギガビット イーサネット
• 管理
• VLAN（ギガビット イーサネット サブインターフェイス）
• VSAN

（注）

IPv6 address は、RFC 2373 に記載された形式で指定する必要があります。この形式では、アドレス
は、16 進数値を 16 ビット単位でコロンで区切って指定します。
IPv6 prefix は、RFC 2373 に記載された形式で指定する必要があります。この形式では、アドレスは、
16 進数値を 16 ビット単位でコロンで区切って指定します。
IPv6 prefix length は、アドレスの連続する上位何ビットがプレフィクス（アドレスのネットワーク部）
を構成するかを示す 10 進値です。10 進値の前にスラッシュ記号を付ける必要があります。
インターフェイスにグローバル IPv6 アドレスを設定すると、リンクローカル アドレスが自動的に設定
され、そのインターフェイスに対して IPv6 がアクティブになります。また、設定されたインターフェ
イスは、そのリンクに必要な次のマルチキャスト グループに自動的に加入します。

• 送信要求ノード マルチキャスト グループ FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104（インターフェイスに割り当
てられた各ユニキャスト アドレス用）

• 全ノード リンクローカル マルチキャスト グループ FF02::1

（注）

（注）

送信要求ノード マルチキャスト アドレスは、ネイバー探索プロセスで使用されます。

各インターフェイスには IPv6 アドレス（スタティックおよび自動設定）を最大 8 つまで設定できます。
ただし、管理（mgmt 0）インターフェイスには、スタティック IPv6 アドレスを 1 つだけ設定できま
す。

IPv4 から IPv6 への移行
Cisco MDS NX-OS は、IPv4 から IPv6 への移行メカニズムをサポートしていません。IPv4 から IPv6
への移行には、シスコ ルータ製品の移行スキームを利用できます。ネットワークを移行するようにシ
スコ ルータを設定する方法の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide』の
「Implementing Tunneling for IPv6 」の章を参照してください。

注意事項と制限
ヒント

ギガビット イーサネット インターフェイスに IPv6-ACL がすでに設定されている場合、このインター
フェイスをイーサネット ポートチャネル グループに追加できません。IPv6-ACL の設定については、
『Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。
ギガビット イーサネット インターフェイスで IPv6-ACL を設定する際には、次の注意事項に従ってく
ださい。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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デフォルト設定

• Transmission Control Protocol（TCP）または Internet Control Message Protocol（ICMP）だけを
使用します。

（注）

User Datagram Protocol（UDP）や HTTP などの他のプロトコルは、ギガビット イーサ
ネット インターフェイスではサポートされていません。これらのプロトコルに関するルー
ルを含む ACL をギガビット イーサネット インターフェイスに適用することは可能ですが、
これらのルールは無効になります。

• インターフェイスをイネーブルにする前に、インターフェイスに IPv6-ACL を適用します。このよ
うにすれば、トラフィックが流れ始める前にフィルタを適用できます。

• 次の条件を確認します。
– log-deny オプションを使用する場合、1 秒ごとに記録されるメッセージ数は最大 50 です。
– ギガビット イーサネット インターフェイスに established オプションを含む IPv6-ACL を適用
すると、このオプションは無視されます。

– 前から存在している TCP 接続に IPv6-ACL のルールを適用しても、このルールは無視されま
す。たとえば、A と B の間に既存の TCP 接続がある場合に、送信元が A で送信先が B のパ
ケットをすべて廃棄する IPv6-ACL を適用しても、このルールは無効になります。

IPv6-ACL のインターフェイスへの適用については、『Security Configuration Guide, Cisco DCNM for
SAN』を参照してください。

デフォルト設定
表 8-2 は、IPv6 パラメータのデフォルト設定の一覧です。
表 8-2

デフォルト IPv6 パラメータ

パラメータ

デフォルト

IPv6 処理

ディセーブル

重複アドレス検出試行回数

0（ネイバー探索ディセーブル）

到達可能性時間

1000 ミリ秒

再送信時間

30000 ミリ秒

IPv6-ACL

なし

IPv6 用の基本的な接続の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化」（P.8-14）
• 「IPv4 および IPv6 プロトコル アドレスの設定」（P.8-14）
• 「IPv6 スタティック ルートの設定」（P.8-15）

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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IPv6 用の基本的な接続の設定

IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化
手順の詳細
インターフェイスに IPv6 アドレスを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[Interfaces] > [Gigabit Ethernet and iSCSI] を選択します。
[Gigabit Ethernet Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

設定する IP アドレスをクリックし、[Edit IP Address] をクリックします。

[IP Address] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 3

[Create] をクリックし、IPv6 形式を使用して [IP Address/Mask] フィールドを設定します（たとえば、
2001:0DB8:800:200C::417A/64 など）。

ステップ 4

これらの変更を保存するには、[Create] をクリックします。変更を保存しないで終了するには、
[Close] をクリックします。

Device Manager を使用して IPv6 インターフェイスをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [Routing] を選択します。[IP Routing Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Routing Enabled] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

これらの変更を保存するには、[Apply] をクリックします。変更を保存しないで終了するには、[Close]
をクリックします。

IPv4 および IPv6 プロトコル アドレスの設定
シスコ製ネットワーキング デバイスのインターフェイスに IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を設定
すると、インターフェイスは IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの両方でデータを送受信できます。

手順の詳細

Device Manager を使用して、IPv4 および IPv6 プロトコル スタックの両方をサポートするようにシス
コ製ネットワーキング デバイスのインターフェイスを設定する手順は、次のとおりです
ステップ 1

[Interfaces] > [Gigabit Ethernet and iSCSI] を選択します。
[Gigabit Ethernet Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

設定する [IP Address] フィールドをクリックし、[Edit IP Address] をクリックします。

[IP Address] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 3

[Create] をクリックし、IPv4 または IPv6 形式を使用して [IP Address/Mask] フィールドを設定します。

ステップ 4

これらの変更を保存するには、[Create] をクリックします。変更を保存しないで終了するには、
[Close] をクリックします。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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IPv6 用の基本的な接続の設定

IPv6 スタティック ルートの設定
IPv6 スタティック ルートを手動で設定し、2 台のネットワーキング デバイス間の明示的なパス定義す
る必要があります。IPv6 スタティック ルートは自動的に更新されないので、ネットワーク トポロジが
変化した場合は、手動で再設定する必要があります。

手順の詳細

Device Manager を使用して IPv6 スタティック ルートを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[IP] > [Routing] を選択します。
[IP Routing Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[Create] をクリックします。
[Create IP Route] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Dest] フィールドに IPv6 宛先アドレスを設定します。

ステップ 4

[Mask] フィールドに IPv6 サブネット マスクを設定します。

ステップ 5

[Gateway] フィールドに IPv6 デフォルト ゲートウェイを設定します。

ステップ 6

（任意）[Metric] フィールドに必要なルート トリックを設定します。

ステップ 7

[Interface] ドロップダウン メニューからインターフェイスを選択します。

ステップ 8

これらの変更を保存するには、[Create] をクリックします。変更を保存しないで終了するには、
[Close] をクリックします。

IP サービス コンフィギュレーション ガイド、Cisco DCNM for SAN
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その他の関連資料

その他の関連資料
FCIP の実装に関する詳細情報については、次の各セクションを参照してください。
• 「関連資料」（P.8-16）
• 「標準」（P.8-16）
• 「RFC」（P.8-16）
• 「MIB」（P.8-16）

関連資料
関連項目

参照先

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』

『Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 5.0(1a)』

標準
標準

タイトル

この機能によってサポートされる新しい標準または変
更された標準はありません。またこの機能による既存
標準のサポートに変更はありません。

–

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。また既存 RFC のサ
ポートに変更はありません。

–

MIB
MIB

MIB リンク

• CISCO-IETF-VRRP-MIB

MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/dc-os/mibs
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