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仮想インターフェイスの概要
Cisco Nexus 5000シリーズスイッチでは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）がサポートされてい
ます。これにより、スイッチとサーバの間の同じ物理イーサネット接続上でファイバチャネルお

よびイーサネットトラフィックを伝送できます。

FCoEのファイバチャネル部分は、仮想ファイバチャネルインターフェイスとして設定されま
す。論理ファイバチャネル機能（インターフェイスモードなど）は、仮想ファイバチャネルイ

ンターフェイスで設定できます。

仮想ファイバチャネルインターフェイスは、いずれかのインターフェイスにバインドしたうえで

使用する必要があります。バインド先は、CNAがCiscoNexus 5000シリーズスイッチに直接接続
されている場合は物理イーサネットインターフェイス、CNAがレイヤ2ブリッジにリモート接続
されている場合はMACアドレス、CNAがvPCを介してFCFに接続されている場合はEtherChannel
となります。
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FCoE VLAN および仮想インターフェイスに関する注意事
項

FCoEVLANと仮想ファイバチャネル（vFC）インターフェイスを設定する際は、次のガイドライ
ンに従ってください。

•それぞれのvFCインターフェイスは、FCoE対応イーサネットインターフェイス、EtherChannel
インターフェイス、またはリモート接続されたアダプタのMACアドレスにバインドする必
要があります。 FCoEは、10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。

vFCインターフェイスにバインドするイーサネットインターフェイスまたは EtherChannelイ
ンターフェイスを設定する際は、次の点に注意してください。

◦イーサネットまたは EthernetChannelインターフェイスは、トランクポートにする必要
があります（switchport mode trunkコマンドを使用します）。

◦ vFCの VSANに対応する FCoE VLANは、許可 VLANリストに含まれている必要があ
ります。

◦ FCoE VLANをトランクポートのネイティブ VLANとして設定しないでください。

トランク上のデフォルトのVLANはネイティブVLANです。タグなしフレー
ムはいずれも、ネイティブVLANトラフィックとしてトランクを通過します。

（注）

◦ FCoEには FCoE VLANだけを使用する必要があります。

◦デフォルト VLANの VLAN1を FCoE VLANとして使用しないでください。

◦イーサネットインターフェイスは、PortFastとして設定する必要があります
（spanning-tree port type edge trunkコマンドを使用します）。

スイッチインターフェイスのトランキングが有効に設定されている場合でも、

サーバインターフェイスにトランキングを設定する必要はありません。サー

バから送信される FCoE以外のトラフィックはすべて、ネイティブ VLAN上
を通過します。

（注）

• vFCインターフェイスは、FIPスヌーピングブリッジに接続された複数のメンバポートを持
つイーサネットポートチャネルにバインドされます。

•各 vFCインターフェイスは、ただ 1つの VSANに対応付けられます。

• vFCインターフェイスに関連付けられたVSANは、専用の FCoE対応VLANにマッピングす
る必要があります。
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•プライベート VLANでは、FCoEはサポートされません。

• LANの代替パス用に（同一または別の SANファブリックにある）統合アクセススイッチを
イーサネットリンク経由で相互に接続する必要がある場合は、すべての FCoE VLANをメン
バーシップから除外することを、これらのリンクに対して明示的に設定する必要がありま

す。

• SAN-Aおよび SAN-Bファブリックの FCoEに対してはそれぞれ別々の FCoE VLANを使用
する必要があります。

• vPCを介した pre-FIP CNAへの FCoE接続はサポートされていません。

仮想インターフェイスは、管理状態がダウンに設定された状態で作成されます。仮想インター

フェイスを動作させるためには、管理状態を明示的に設定する必要があります。

（注）

仮想インターフェイスの設定

VSAN から VLAN へのマッピング
SAN内の仮想ファブリック（VSAN）ごとにトラフィックを伝送できるよう、それぞれの統合ア
クセススイッチには一意の専用 VLANを設定する必要があります（VSAN 1用に VLAN 1002、
VSAN 2用に VLAN 1003など）。MSTが有効に設定されている場合、FCoE VLANには別個の
MSTインスタンスを使用する必要があります。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# vlan vlan-id
3. switch(config-vlan)# fcoe [vsan vsan-id]
4. switch(config-vlan)# exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

VLANコンフィギュレーションモードを開始します。 VLAN
番号の有効範囲は 1～ 4,096です。

switch(config)# vlan vlan-idステップ 2   

指定された VLANで FCoEをイネーブルにします。 VSAN番
号を指定しない場合は、対象の VLANから番号が同じ VSAN
へマッピングが作成されます。

switch(config-vlan)# fcoe [vsan
vsan-id]

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

対象のVLANから指定したVSANへのマッピングを設定しま
す。

VLANコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-vlan)# exitステップ 4   

次の例は、VLAN 200を VSAN 2にマッピングする方法を示したものです。
switch(config)# vlan 200
switch(config-vlan)# fcoe vsan 2

仮想ファイバチャネルインターフェイスの作成

仮想ファイバチャネルインターフェイスを作成できます。仮想ファイバチャネルインターフェ

イスは、いずれかの物理インターフェイスにバインドしたうえで使用する必要があります。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface vfc vfc-id
3. switch(config-if)# bind {interface {ethernet slot/port | port-channel channel-number} | mac-address

MAC-address}
4. （任意） switch(config-if)# no bind {interface {ethernet slot/port | port-channel channel-number}

| mac-address MAC-address}
5. （任意） switch(config)# no interface vfc vfc-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

仮想ファイバチャネルインターフェイスがまだ存在して

いない場合、それを作成し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface vfc vfc-idステップ 2   

仮想ファイバチャネルインターフェイス IDの有効範囲
は、1～ 8192です。

指定されたインターフェイスに仮想ファイバチャネルイ

ンターフェイスをバインドします。

switch(config-if)# bind {interface {ethernet
slot/port | port-channel channel-number} |
mac-address MAC-address}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

指定されたインターフェイスに対する仮想ファイバチャ

ネルインターフェイスのバインドを解除します。

switch(config-if)# no bind {interface
{ethernet slot/port | port-channel
channel-number} | mac-address
MAC-address}

ステップ 4   

（任意）

仮想ファイバチャネルインターフェイスを削除します。

switch(config)# no interface vfc vfc-idステップ 5   

次の例は、イーサネットインターフェイスに仮想ファイバチャネルインターフェイスをバイン

ドする方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 4
switch(config-if)# bind interface ethernet 1/4

次の例は、Nexus 2232PPファブリックエクステンダイーサネットインターフェイスに仮想ファ
イバチャネルインターフェイスをバインドする方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 1001
switch(config-if)# bind interface ethernet 100/1/1

次の例は、仮想ファイバチャネルインターフェイスをバインドして vPCを作成する方法を示し
たものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 3
switch(config-if)# bind interface port-channel 1

次の例は、Nexus 2232PPファブリックエクステンダ上の仮想ファイバチャネルインターフェイ
スをバインドして vPCを作成する方法を示したものです。
switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 1001
switch(config-if)# bind interface ethernet 100/1/1

FCoEをサポートしていないNexusファブリックエクステンダにインターフェイスをバインド
しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

（注）

次の例は、MACアドレスに仮想ファイバチャネルインターフェイスをバインドする方法を示し
たものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 2
switch(config-if)# bind mac-address 00:0a:00:00:00:36
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次の例は、Nexus 2232PPファブリックエクステンダのMACアドレスに仮想ファイバチャネルイ
ンターフェイスをバインドする方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 1001
switch(config-if)# bind mac-address 00:01:0b:00:00:02

次の例は、仮想ファイバチャネルインターフェイスを削除する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# no interface vfc 4

仮想ファイバチャネルインターフェイスと VSAN との関連付け
SAN内の仮想ファブリック（VSAN）ごとにトラフィックを伝送できるよう、それぞれの統合ア
クセススイッチには一意の専用 VLANを設定する必要があります（VSAN 1用に VLAN 1002、
VSAN 2用に VLAN 1003など）。MSTが有効に設定されている場合、FCoE VLANには別個の
MSTインスタンスを使用する必要があります。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# vsan database
3. switch(config-vsan)# vsan vsan-id interface vfc vfc-id
4. （任意） switch(config-vsan)# no vsan vsan-id interface vfc vfc-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

VSANコンフィギュレーションモードを開始します。switch(config)# vsan databaseステップ 2   

VSANと仮想ファイバチャネルインターフェイスの関連付
けを設定します。

switch(config-vsan)# vsan vsan-id
interface vfc vfc-id

ステップ 3   

VSAN番号は、仮想ファイバチャネルインターフェイスに
バインドされた物理イーサネットインターフェイスの上の

VLANにマッピングする必要があります。

（任意）

VSANと仮想ファイバチャネルインターフェイスの関連付
けを解除します。

switch(config-vsan)# no vsan vsan-id
interface vfc vfc-id

ステップ 4   
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次の例は、仮想ファイバチャネルインターフェイスを VSANに関連付ける方法を示したもので
す。

switch# configure terminal
switch(config)# vsan database
switch(config-vsan)# vsan 2 interface vfc 4

仮想インターフェイスの確認
仮想インターフェイスに関する設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

目的コマンド

指定されたファイバチャネルインターフェイ

スの詳細な設定を表示します。

switch# show interface vfc vfc-id

すべてのインターフェイスのステータスが表示

されます。

switch# show interface brief

FCoE VLANから VSANへのマッピングを表示
します。

switch# show vlan fcoe

次の例は、イーサネットインターフェイスにバインドされた仮想ファイバチャネルインターフェ

イスを表示する方法を示したものです。

switch# show interface vfc 3
vfc3 is up

Bound interface is Ethernet1/37
Hardware is Virtual Fibre Channel
Port WWN is 20:02:00:0d:ec:6d:95:3f
Admin port mode is F, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is F, FCID is 0x490100
Port vsan is 931
1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
0 frames input, 0 bytes
0 discards, 0 errors

0 frames output, 0 bytes
0 discards, 0 errors

Interface last changed at Thu May 21 04:44:42 2009
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次の例は、MACアドレスにバインドされた仮想ファイバチャネルインターフェイスを表示する
方法を示したものです。

switch# show interface vfc 1001
vfc1001 is down

Bound MAC is 00:0a:00:00:00:01
Hardware is Virtual Fibre Channel
Port WWN is 23:e8:00:0d:ec:6d:95:3f
Admin port mode is F, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port vsan is 901
1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
0 frames input, 0 bytes
0 discards, 0 errors

0 frames output, 0 bytes
0 discards, 0 errors

次の例は、スイッチ上のすべてのインターフェイスのステータスを表示する方法を示したもので

す（簡略化のため、出力の一部は省略）。

switch# show interface brief
-------------------------------------------------------------------------------
Interface Vsan Admin Admin Status SFP Oper Oper Port

Mode Trunk Mode Speed Channel
Mode (Gbps)

-------------------------------------------------------------------------------
fc3/1 1 auto on trunking swl TE 2 --
fc3/2 1 auto on sfpAbsent -- -- --
...
fc3/8 1 auto on sfpAbsent -- -- --
-------------------------------------------------------------------------------
Interface Status IP Address Speed MTU Port

Channel
-------------------------------------------------------------------------------
Ethernet1/1 hwFailure -- -- 1500 --
Ethernet1/2 hwFailure -- -- 1500 --
Ethernet1/3 up -- 10000 1500 --
...
Ethernet1/39 sfpIsAbsen -- -- 1500 --
Ethernet1/40 sfpIsAbsen -- -- 1500 --
-------------------------------------------------------------------------------
Interface Status IP Address Speed MTU
-------------------------------------------------------------------------------
mgmt0 up 172.16.24.41 100 1500
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Interface Vsan Admin Admin Status SFP Oper Oper Port

Mode Trunk Mode Speed Channel
Mode (Gbps)

-------------------------------------------------------------------------------
vfc 1 1 F -- down -- -- --
...

次の例は、スイッチにおけるVLANとVSANとのマッピングを表示する方法を示したものです。
switch# show vlan fcoe
VLAN VSAN Status
-------- -------- --------
15 15 Operational
20 20 Operational
25 25 Operational
30 30 Non-operational
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VSAN から VLAN へのマッピングの設定例
次に示すのは、FCoE VLANおよび仮想ファイバチャネルインターフェイスの設定例です。

手順の概要

1. 関連する VLANを有効にし、その VLANを VSANへマッピングします。
2. 物理イーサネットインターフェイス上で VLANを設定します。
3. 仮想ファイバチャネルインターフェイスを作成し、それを物理イーサネットインターフェイ
スにバインドします。

4. 仮想ファイバチャネルインターフェイスを VSANに関連付けます。
5. （任意）VSANのメンバーシップ情報を表示します。
6. （任意）仮想ファイバチャネルインターフェイスに関するインターフェイス情報を表示しま
す。

手順の詳細

ステップ 1 関連する VLANを有効にし、その VLANを VSANへマッピングします。
switch(config)# vlan 200
switch(config-vlan)# fcoe vsan 2
switch(config-vlan)# exit

ステップ 2 物理イーサネットインターフェイス上で VLANを設定します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port type edge trunk
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,200
switch(config-if)# exit

ステップ 3 仮想ファイバチャネルインターフェイスを作成し、それを物理イーサネットインターフェイスにバイン

ドします。
switch(config)# interface vfc 4
switch(config-if)# bind interface ethernet 1/4
switch(config-if)# exit

デフォルトでは、仮想ファイバチャネルインターフェイスはすべて VSAN 1上に存在します。
VLANから VSANへのマッピングを VSAN 1以外の VSANに対して行う場合は、ステップ 4へ
進みます。

（注）

ステップ 4 仮想ファイバチャネルインターフェイスを VSANに関連付けます。
switch(config)# vsan database
switch(config-vsan)# vsan 2 interface vfc 4
switch(config-vsan)# exit
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ステップ 5 （任意）VSANのメンバーシップ情報を表示します。
switch# show vsan 2 membership
vsan 2 interfaces

vfc 4

ステップ 6 （任意）仮想ファイバチャネルインターフェイスに関するインターフェイス情報を表示します。
switch# show interface vfc 4

vfc4 is up
Bound interface is Ethernet1/4
Hardware is Virtual Fibre Channel
Port WWN is 20:02:00:0d:ec:6d:95:3f
Port WWN is 20:02:00:0d:ec:6d:95:3f
snmp link state traps are enabled
Port WWN is 20:02:00:0d:ec:6d:95:3f
APort WWN is 20:02:00:0d:ec:6d:95:3f
snmp link state traps are enabled
Port mode is F, FCID is 0x490100
Port vsan is 931
1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
0 frames input, 0 bytes 0 discards, 0 errors
0 frames output, 0 bytes 0 discards, 0 errors
Interface last changed at Thu Mar 11 04:44:42 2010

FCoE over Enhanced vPC
イーサネットトラフィックは、Enhanced vPCトポロジでは FEXとスイッチペア間でデュアル
ホーム接続されますが、FCoEトラフィックは、SAN分離を維持するためにシングルホーム接続
される必要があります。したがって、Enhanced vPCが FCoEをサポートする一方で、SAN分離と
高 FCoE帯域幅が必要な場合は、シングルホーム接続の FEXトポロジの方が望ましいこともあり
ます。

シングルホーム接続のトポロジに対する、Enhanced vPCのデメリットを考慮してください。

•一般的な SANネットワークには、SAN Aと SAN Bという 2つのファブリックがあり、その
間のトラフィックは分離されています。 Enhanced vPCトポロジでは、各スイッチは FEXに
よってペア化されており（シングルホーム）、1つの FEXからの FCoEトラフィックが 1つ
のスイッチにしか送信されないようになっています。一方、イーサネットトラフィックは、

各 FEXと両方のスイッチ間でデュアルホーム接続されます。 FEXからの FCoEトラフィッ
クは 1つのスイッチにしか送受信されず、イーサネットトラフィックは両方に送受信される
ため、FEXアップリンクのトラフィック負荷は均等化されません。

• 8つのアップリンクポートを持つ FEXでは、イーサネットトラフィックは 8ポートをすべ
て使用しますが、シングルホーム接続の FCoEトラフィックは、このトポロジでは 4つの
ポートしか使用しないよう制限されているため、FCoEで使用可能な最大帯域幅も制限され
ます。さらに、共有リンクのデフォルトの QoSテンプレートは、FCoEトラフィックに対し
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てリンク帯域幅の半分しか割り当てず、残りの半分はイーサネットトラフィックに割り当て

られるという制限もあります。

• FEXを使用するEnhanced vPCトポロジでは、ホスト vPCは 2ポートに制限されており、FEX
あたり 1ポートずつ使用します。

次のネットワーク図は、それぞれ異なるNexus5000スイッチに関連付けられた、2つのNexus2000
ファブリックエクステンダを使用するシステムの FCoEトラフィックフローを示します。

図 1：FCoE over Enhanced vPC

FCoE over Enhanced vPC の設定
SAN分離を維持するため、FCoEトラフィックはシングルホーム接続される必要があります。ま
ず、FEXを 1つのスイッチと関連付けます。 FEXとスイッチが関連付けられると、仮想ファイバ
チャネル（vFC）インターフェイスを作成し、ポートにバインドします。

最初のピアでFEXとスイッチをペアリングすると、SANトラフィックを分離できるよう別のポー
ト番号を使用して 2番目のピアでも同じ設定を繰り返します。設定が異なっても、整合性エラー
が発生することはありません。これは、Enhanced vPC設定の FCoEの部分は、vPC整合性チェッ
クの対象となっていないためです。

はじめる前に

FCoE over Enhanced vPC, （10ページ）の制限事項を確認してください。

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Fibre Channel over Ethernet コンフィギュレーションガイドリリース
5.1(3)N1(1)    
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手順の概要

1. configure terminal
2. fex fex-chassis_ID
3. fcoe
4. interface vfc vfc-id
5. bind interface ethernet [fex-chassis-ID/]slot/port
6. no shutdown
7. （任意） end
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定されたFEXのコンフィギュレーションモードを開始
します。

fex fex-chassis_ID

例：
switch(config) # fex 101
switch(config-fex) #

ステップ 2   

fex-chassis_IDの範囲は 100～ 199です。

このスイッチにのみFCoEトラフィックを送信するよう、
FEXを設定します。

fcoe

例：
switch(config-fex) # fcoe
switch(config-fex) #

ステップ 3   

仮想ファイバチャネルインタフェースのコンフィギュ

レーションモードを開始します。インターフェイスが存

interface vfc vfc-id

例：
switch(config-fex) # interface vfc 1
switch(config-if) #

ステップ 4   

在しない場合は、このコマンドにより、インターフェイ

スが作成されます。

vfc-idの範囲は 1～ 8192です。

vFCインターフェイスを指定された物理イーサネットイ
ンターフェイスにバインドします。

bind interface ethernet
[fex-chassis-ID/]slot/port

例：
switch(config-if) # bind interface
ethernet 101/1/1
switch(config-if) #

ステップ 5   

fex-chassis_IDの範囲は 100～ 199です。 Cisco Nexus 5000
プラットフォームでは、slotは1である必要があります。
FCoEでは、portの範囲は 1～ 32です。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを、デフォルトの操作状態に戻します。no shutdown

例：
switch(config-if) # no shutdown
switch(config-if) #

ステップ 6   

（任意）

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
switch(config-if) # end
switch#

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

この例では、各 FEXを FCoEトラフィックのスイッチにペアリングする方法を示します。
nexus5000-sanA# configure terminal
nexus5000-sanA(config) # fex 101
nexus5000-sanA(config-fex) # fcoe
nexus5000-sanA(config-fex) # interface vfc 1
nexus5000-sanA(config-if) # bind interface ethernet 101/1/1
nexus5000-sanA(config-if) #no shutdown
nexus5000-sanA(config-if) # end
nexus5000-sanA# copy running-config startup-config
nexus5000-sanA#

nexus5000-sanB# configure terminal
nexus5000-sanB(config) # fex 102
nexus5000-sanB(config-fex) # fcoe
nexus5000-sanB(config-fex) # interface vfc 1
nexus5000-sanB(config-if) # bind interface ethernet 102/1/1
nexus5000-sanB(config-if) #no shutdown
nexus5000-sanB(config-if) # end
nexus5000-sanB# copy running-config startup-config
nexus5000-sanB#

vPC による SAN ブート
Cisco Nexusシリーズスイッチは、次の条件が満たされていれば、SANブートを使用できます。

• vPCに割り当てられたポートを含む Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダ
（FEX）が Nexusスイッチに関連付けられていること。

• vPCメンバには、1つのVFCインターフェイスしかバインドされていないこと。複数のイン
ターフェイスを複数のメンバにバインドすることはできません。

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS Fibre Channel over Ethernet コンフィギュレーションガイドリリース
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以前のすべての設定、および対応トポロジとの下位互換性を確保するには、EnhancedvPCを使
用しないストレート-スルー FEXトポロジで FEXを設定する必要があります。

（注）

vPC による SAN ブートの設定例
この例では、仮想ファイバチャネルインターフェイス 1はファブリック Aの物理イーサネット
インターフェイス 101/1/1と、ファブリック Bのインターフェイス 102/1/1にバインドされていま
す。インターフェイスは、両方のファブリックで仮想ポートチャネル 1に関連付けられていま
す。

nexus5000-sanA(config) # interface vfc 1
nexus5000-sanA(config-if) # bind interface eth 101/1/1
nexus5000-sanA(config) # interface eth 101/1/1
nexus5000-sanA(config-if) # channel-group 1 mode active
nexus5000-sanA(config-if) # interface port-channel 1
nexus5000-sanA(config-if) # vpc 1
nexus5000-sanA(config-if) #

nexus5000-sanB(config) # interface vfc 1
nexus5000-sanB(config-if) # bind interface eth 102/1/1
nexus5000-sanB(config) # interface eth 102/1/1
nexus5000-sanB(config-if) # channel-group 1 mode active
nexus5000-sanB(config-if) # interface port-channel 1
nexus5000-sanB(config-if) # vpc 1
nexus5000-sanB(config-if) #
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