
FCoE を使用する Cisco Adapter FEXの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 概要, 1 ページ

概要
Cisco Adapter Fabric Extender（FEX）機能を使用すると、FEXへの FCoE接続を作成し、仮想イン
ターフェイスカード（VIC）アダプタによってサーバへの FCoE接続を確立できます。

たとえば、この機能を使用して、Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカードを搭載する Cisco
UCS Cシリーズラックマウントサーバに Nexusスイッチを接続したり、Broadcom BCM57712コ
ンバージェンスのネットワークインターフェイスカード（C-NIC）がインストールされている
サードパーティ製サーバに接続したりすることができます。

スイッチは、仮想ポートチャネル（vPC）を通じてFEXに接続されます。一方、FEXは、FEXと
VICアダプタ間の標準的な FCoEリンクを使用してサーバに接続されます。

注意事項と制約事項

Enhanced vPCを使用する場合、FEXは FCoE転送を行うために 1つの Cisco Nexusファブリック
にのみ関連付けます。

FabricPathを使用する場合は、FCoEトラフィック専用のリンクを使用する必要があります。

Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバで Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカード
（VIC）を使用する場合、次の点に注意する必要があります。

• VICをネットワークインターフェイス仮想化（NIV）モードで設定する必要があります。こ
れにより、2つの統合ポートが仮想ホストバスアダプタ（vHBA）としてシステムに表示さ
れます。

• VNPポート経由ではFEXに接続できません。このような接続が行われる場合は、VICでNIV
モードをイネーブルにできません。
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• Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバの NICモードをアクティブ-スタンバイに設定
する必要があります。

HPシャーシには、HPブランドのVirtualConnectカード（具体的なモデル名は、HPVCFlexFabric
10Gb 24ポートモジュール）が内蔵されています。このカードでは、FCとイーサネットの両
方の処理用の独自でホストを隠ぺいする内部 NPVプロセスが実行されています。次に、その
カードの外部リンクは、標準の Cisco 2232PP FEXの外部リンクにアップストリームとして接
続され、最終的に、Nexusコアに接続されます。

（注）

FCoE を使用した Cisco アダプタ FEX の設定

手順

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   

仮想化機能をインストールします。install feature-set virtualization

例：
switch(config) # install feature-set
virtualization
switch(config) #

ステップ 2   

仮想化機能を有効にします。feature-set virtualization

例：
switch(config) # feature-set
virtualization
switch(config)#

ステップ 3   

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。

fexfex-chassis-ID

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

ステップ 4   

fex-chassis_IDの範囲は、100～ 199です。

FEXで Fibre Channel over Ethernetトラ
フィックをイネーブルにします。

fcoe

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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたイーサネットインターフェイス

の設定モードを開始します。

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

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

ステップ 6   

fex-chassis-IDの範囲は 100～ 199です。
FCoEの slotの場合、portの範囲は 1～ 32
です。

インターフェイスをポートモードで設定し

ます。

switchport mode vntag

例：
switch(config-if) # switchport mode
vntag
switch(config-if) #

ステップ 7   

仮想イーサネットインターフェイスを作成

し、そのインターフェイスのコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface vethernetveth-id

例：
switch(config-if) # interface
vethernet 2
switch(config-if) #

ステップ 8   

veth-idの範囲は 1～ 1,048,575です。

冗長性を持たせるために 2台の
CiscoNexusシリーズスイッチが
ある場合は、仮想イーサネット

インターフェイス IDは各スイッ
チで一意である必要があります。

（注）

指定されたイーサネットインターフェイス

を、指定されたポートチャネルにバインド

します。

bind interface ethernet
[fex-chassis-ID/]slot/portchannelchannel-no

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

ステップ 9   

fex-chassis-IDの範囲は 100～ 199です。slot
は 1にする必要があります。FCoEでは、
portの範囲は 1～ 32です。channel-noの範
囲は 1～ 4096です。

インターフェイスを、トランクポートまた

はアクセスポートとして設定します。

switchport mode {trunk|access}

例：
switch(config-if) # switchport mode
trunk
switch(config-if) #

ステップ 10   

（任意）

インターフェイスをトランクポートとして

設定した場合は、このコマンドを使用し、

switchport trunk allowed vlanvlan-ID

例：
switch(config-if) # switchport trunk
allowed vlan 33
switch(config-if) #

ステップ 11   

FCoEトラフィックの VLANを指定しま
す。

内部使用のために予約された VLANを除
いて、vlan-IDの範囲は 1～ 4094です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

インターフェイスをアクセスポートとして

設定した場合は、このコマンドを使用し、

switchport access vlanvlan-ID

例：
switch(config-if) # switchport access
vlan 33
switch(config-if) #

ステップ 12   

FCoEトラフィックの VLANを指定しま
す。

スイッチに仮想ファイバチャネルインター

フェイスを作成し、コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interface vfcvfc-id

例：
switch(config-if) # interface vfc 4
switch(config-if) #

ステップ 13   

vfc-idの範囲は 1～ 8192です。

仮想ファイバチャネルインターフェイス

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 vethernetveth-num

例：
switch(config-if) # bind interface
veth 2
switch(config-if) #

ステップ 14   

veth-numの範囲は 1～ 1048575です。

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 15   

次に、トランクポートとして設定されたチャネル 1の FEX 101およびイーサネットインターフェ
イスを使用して、SANファブリックAの FCoEを使用するCisco Adapter FEXを設定する手順の例
を示します。

nexus5000-sanA(config)#configure terminal
nexus5000-sanA(config)# install feature-set virtualization
nexus5000-sanA(config)# feature-set virtualization
nexus5000-sanA(config)# fex 101
nexus5000-sanA(config-fex)# fcoe
nexus5000-sanA(config-fex)# interface ethernet 101/1/1
nexus5000-sanA(config-if)# switchport mode vntag
nexus5000-sanA(config-if)# interface veth 2
nexus5000-sanA(config-if)# bind interface eth 101/1/1 channel 1
nexus5000-sanA(config-if)# switchport mode trunk
nexus5000-sanA(config-if)# switchport trunk allowed vlan 33
nexus5000-sanA(config-if)# interface vfc 4
nexus5000-sanA(config-if)# bind interface veth 2
nexus5000-sanA(config-if)# no shutdown

次に、チャネル 2の FEX 102およびイーサネットインターフェイスを使用して、SANファブリッ
ク Bの FCoEを使用する Cisco Adapter FEXをアクセスポートとして設定する手順の例を示しま
す。

nexus5000-sanB(config)#configure terminal
nexus5000-sanB(config)# install feature-set virtualization
nexus5000-sanB(config)# feature-set virtualization
nexus5000-sanB(config)# fex 102
nexus5000-sanB(config-fex)# fcoe
nexus5000-sanB(config-fex)# interface ethernet 102/1/1
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nexus5000-sanB(config-if)# switchport mode vntag
nexus5000-sanB(config-if)# interface veth 5
nexus5000-sanB(config-if)# bind interface eth 102/1/1 channel 2
nexus5000-sanB(config-if)# switchport mode access
nexus5000-sanB(config-if)# switchport access vlan 40
nexus5000-sanB(config-if)# interface vfc 6
nexus5000-sanB(config-if)# bind interface veth 5
nexus5000-sanB(config-if)# no shutdown
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