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FabricPath を使用したダイナミック FCoE に関する情報
Fibre Channel over Ethernet（FCoE）は I/O統合を可能にします。つまり、LANと SANの両方のト
ラフィックを、同じスイッチおよび同じ回線上で共存させます。この機能により、複数の異なる

ネットワークを単一のインフラに統合できます。

従来の FCoEを使用した I/O統合の主な価値は次のとおりです。

• SANと LANのトラフィックの個別ネットワークインフラが不要。

•配線やサーバインターフェイスカード（NIC、HBA）などのハードウェア要件の軽減、およ
び導入コストの低減。

•少ない物理資産による消費電力と冷却要件の軽減。
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•マルチプロトコルネットワーク用として導入の敏捷性を高め、将来のプロトコルニーズの
不確実性に備えながら、長期的投資を維持する。

FabricPathイーサネットテクノロジを使用して、FCoE統合ではさらに以下を行います。

•物理的でなく、論理的 SAN A/Bの分離を作成する。

•データセンター内でマルチプロトコルトラフィックを効率的に負荷分散する。

•スイッチ間の関係を動的に確立し、設定中のヒューマンエラーの可能性を減らす。

•規模拡大に合わせてハイアベイラビリティの割合を高める。

FabricPathアーキテクチャは、冗長性を備えた固有のマルチパス機能によってノード障害を処理し
ます。ファブリックレベルの冗長性は、デュアルファブリックモデル（SAN A / SAN B）によっ
て提供されます。2つの SANの分離は、2つの異なる VLAN（VLAN Aおよび B）にマッピング
される 2つの異なる VSANとして論理的に行われます。SAN Aのファイバチャネルトラフィッ
クは VLAN Aの FCoEトラフィックとなり、SAN Bのファイバチャネルトラフィックは VLAN
Bの FCoEトラフィックになり、 LANトラフィックは統合イーサネットインフラ経由で 1つ以上
の追加 VLAN上で転送されます。この論理環境で、VSAN A /VSAN B設定はファブリック全体の
コントロールプレーン障害から保護されます。

2つの別々の SANに接続するホストの従来の方式は、FabricPathアーキテクチャ上で FCoEととも
にサポートされています。ホストは、VSANの分離したセットをホストする 2つの異なるリーフ
ノードに接続されます。これらのリーフノード以外に、ファブリック自体は同じインフラで統合

されますが、ホストは 2つの SANファブリックの管理を継続します。

次の図は、n個のスパイン（S）とm個のリーフ（L）を持つFabricPathトポロジを示しています。
m個のリーフは FabricPathカプセル化を使用して n個のスパインを介して互いに通信します。

図 1：FabricPath トポロジ
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FCoEは、基盤となるイーサネットトポロジの上部にFCoE仮想リンクのオーバーレイを作成しま
す。そのイーサネットトポロジがどのように構築されたか、そしてMACアドレスのルート計算
にどのプロトコルが使用されているかは関係ありません。

ダイナミック FCoE環境で、トポロジはリーフをトランスペアレントスパインを介して転送され
る FCoE Forwarder（FCF）スイッチとして使用し展開されます。

FCoEホストおよび FCoEストレージデバイスは、リーフスイッチを介して FabricPathトポロジ
に接続されます。この設定では、リーフスイッチだけが FCoE転送を行います（リーフスイッチ
だけが FCFとして機能します）。スパインスイッチは、外部の宛先MACアドレスに基づいて、
MAC-in-MACでカプセル化されたイーサネットフレームを転送するだけです。

次の図は、FabricPathトポロジ上の VE_Portから VE_Portの仮想リンクの論理 FCoEオーバーレイ
トポロジを示しています。

図 2：VE_Port から VE_Port の仮想リンクの FCoE オーバーレイ

リーフスイッチによって実装される FCFのみが、このオーバーレイトポロジの一部です。この
トポロジは、FCoE VLANごとに Fabric Shortest Path First（FSPF）によって認識されます。FSPF
は、DomainID（D_ID）に基づき、FCoEフレームを転送するための仮想リンクを計算します。仮
想リンクは、論理的に接続された 2つの VE_Portに関連付けられたペアのMACアドレスによっ
て一意に識別されます。仮想リンクの識別は、転送ネットワークの FCoEカプセル化にどのMAC
アドレスが使用されるかを識別することと同じです。
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機能がイネーブルになっているリーフの数として、Lmを使用します。この機能はすべてのリーフ

でイネーブルではない場合があります。FCoEメッシュは、基本的に FCoEまたは FabricPathがイ
ネーブルになっているリーフです。

SAN A/B の分離
ダイナミック FCoEでは、SAN A/Bの分離がバックボーン全体で論理的に実現されます。次の図
に示すように、物理SANA/Bの分離は、FCFのリーフからエンドデバイスに維持されます。SAN
A/Bの FCoEトラフィックは、リーフを越えて、FabricPathの等コストマルチパス（ECMP）リン
クによってすべてのスパインに伝送され、論理 SAN A/Bの分離を維持します。

図 3：物理トポロジ図

前の図では、トポロジの物理的接続は、一般的なリーフ/スパインCLOSアーキテクチャのベスト
プラクティスに従っています。論理的には、SANAおよび SAN Bは Top of Rack（ToR）スイッチ
で物理的に分離されます。トラフィックが FabricPathネットワークに入ると、ストレージトラ
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フィックはネットワーク上で論理的に分離されます（次の図を参照）。これはストレージデバイ

スエッジに対して再度物理的に分離されます。

図 4：論理トポロジ図

ダイナミック FCoEはスパインの接続増加を利用して、FabricPathネットワーク内のさらなる冗長
性を実現します。多数のスパインを持つ大規模ネットワークは、ストレージネットワークの信頼

性と安定性向上を意味します。これは、ストレージ環境のベストプラクティス要件の維持ととも

に達成されます。

ダイナミック VFC 上の FCoE トラフィックのロードバランシング
FabricPathは、送信元と宛先の間に冗長パスを提供します。FCoEトラフィックは1つ以上のFCoE
ノードと非FCoEノード（スパイン、リーフ）を含むFabricPathネットワークを通過するため、冗
長パス全体で適切なポートチャネルハッシュにより順序どおりの配信を保証する必要がありま

す。すべての FabricPathノードでは交換 IDを含むポートチャネルハッシュがイネーブルになっ
ています。順序どおりの配信を維持するために、単一フローからのトラフィックはネットワーク

を通る際に 1セットのノードのみを常に通過します。

FabricPath トポロジを使用してサポートされるダイナミック FCoE
FabricPathを使用してダイナミック FCoEでサポートされているトポロジは次のとおりです。
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•直接 FCFリーフに接続された FCoEデバイス

• FCFリーフへの従来の FCoE VE_Port接続

• FCFリーフに接続されたレガシー FCファブリック

• FCFリーフに接続された NPVおよび FCoE NPVデバイス

•直接 FCFリーフに接続されたネイティブ FCデバイス

FabricPathマルチトポロジ設定によって物理的な分離は可能ですが、必須ではありません。（注）

FabricPath を使用したダイナミック FCoE 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。

ライセンス要件製品

リーフロールの FCoEライセンス機能と
FabricPathライセンス機能。

Fibre Channel over Ethernet

スパインとリーフの FabricPath機能。FabricPath

FabricPath を使用したダイナミック FCoE の前提条件
ダイナミック FCoEの前提条件は次のとおりです。

• FabricPathをイネーブルにする必要があります。

• FCFリーフ用に fcoe機能をイネーブルにします。

• FCFリーフに vPC+ MCTがある場合、MCTに最大の FabricPathコストを割り当てます。

•
•すべてのノード（リーフおよびスパイン）で VSANにマッピングされている VLANのファ
ブリックパスモードをイネーブルにします。
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FabricPath を使用したダイナミック FCoE に関する注意事
項と制約事項

FabricPathを使用したダイナミック FCoEには、次の注意事項と制約事項があります。

• FabricPathリーフノードで FCoE機能をイネーブルにします。

•ストレージトラフィックに使用する FCoE VLANで、FabricPathモードをイネーブルにしま
す。

• FabricPath展開のスイッチの最小数は 1台です。ただし、SAN A/Bを分離する場合は 2台の
スパインスイッチが必要です。そのようにしないと、分離はまったく行われません。

• FabricPathスイッチ IDをスタティックに定義します。ダイナミック vFCにはスイッチ IDの
変更が必要です。トラフィック損失は、スイッチ IDの変更時に発生する可能性があります。
スイッチ IDはスタティックに設定することをお勧めします。

• Multichassis EtherChannel Trunk（MCT）は最大の Intermediate System-to-Intermediate System
（IS-IS）コストであり、16777215です。FCoE VLANはMCTとして起動しません。Fabric
IS-ISは FCoE/FTPトラフィックが通過しないように大きい値にする必要があります。

•以下を確認してください。

◦別々のトポロジの FCoE VLANを定義し、MCTリンクを明示的に削除します。

◦通常転送に使用されるのを避けるため、MCTのコストを高く設定します。

• VFCを動的にシャットダウンすると、レイヤ 2マルチパス（L2MP）ループが発生してトラ
フィック損失が起きる可能性があるため、お勧めしません。

• VSANに特定のデータパスを使用する場合、FabricPathを使用したダイナミック FCoEのト
ポロジで FabricPathマルチトポロジを使用します。
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設定トポロジの例
次の図は、以下のセクションで説明する設定の例を示しています。

図 5：設定例

この図の部品ラベルは、説明のみを目的としています。（注）

FabricPath を使用したダイナミック FCoE の設定

手順

ステップ 1 FabricPathインフラを確立します。
すべてのスパインおよびリーフで、FabricPathインフラを設定する必要があります。FabricPathト
ポロジ内のすべてのスパインおよびすべてのリーフの設定, （10ページ）を参照してください。

ステップ 2 FCoEトラフィックのスパインを設定します。
参照先 FabricPathトポロジ内のすべてのスパインおよびすべてのリーフの設定, （10ページ）

ステップ 3 FCoEトラフィックには FCoE以外のリーフを設定します。
フェールオーバーの場合、リーフはこの設定が必要です。FabricPathトポロジ内のすべてのスパイ
ンおよびすべてのリーフの設定, （10ページ）を参照してください。

ステップ 4 FCoE（FCF）処理にはリーフを設定します。
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フェールオーバーの場合、リーフはこの設定が必要です。

1 FCFリーフの設定, （12ページ）を参照してください。

2 FCoEおよび FabricPath対応 VLANの設定, （13ページ）を参照してください。

vPCまたは vPC+がリーフでイネーブルになっている場合は、FCFリーフ用 vPC+ピ
アリンクの FabricPathコストを増やす, （14ページ）の手順に従います。

（注）

ステップ 5 FC/FCoE用リーフでポートを設定します。

vPCまたは vPC+がイネーブルの場合は、FCFリーフ用 vPC+ピアリンクの FabricPathコストを増
やす, （14ページ）の手順に従います。

関連トピック

FabricPathのイネーブル化, （9ページ）
FabricPathトポロジ内のすべてのスパインおよびすべてのリーフの設定, （10ページ）
FCFリーフの設定, （12ページ）
FCoEおよび FabricPath対応 VLANの設定, （13ページ）
FabricPath VLANの定義, （13ページ）
FCFリーフ用 vPC+ピアリンクの FabricPathコストを増やす, （14ページ）

FabricPath のイネーブル化

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。

switch# configure terminalステップ 1   

スイッチでFabricPathフィーチャセットをイン
ストールします。

switch(config)# install feature-set
fabricpath

ステップ 2   

スイッチで FabricPathフィーチャセットをイ
ネーブルにします。

switch(config)# feature-set
fabricpath

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。
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次の例では、FabricPathをイネーブルにする方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# install feature-set fabricpath
switch(config)# feature-set fabricpath
switch(config)# copy running-config startup-config

FabricPath トポロジ内のすべてのスパインおよびすべてのリーフの設
定

Quality of Service（QoS）の設定はスパイン上でイネーブルになります。FCFは確立されていませ
ん。

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。

switch# configure terminalステップ 1   

スイッチで FabricPathフィーチャセットをインス
トールします。

switch(config)# install
feature-set fabricpath

ステップ 2   

スイッチで FabricPathフィーチャセットをイネーブ
ルにします。

switch(config)# feature-set
fabricpath

ステップ 3   

システムクラスコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch(config)# system qosステップ 4   

システムのサービスポリシーを、FCoEトラフィッ
クのデフォルトポリシーマップを指定するように

switch(config-sys-qos)#
service-policy type
{network-qos | qos | queuing}

ステップ 5   

セットアップします。FCoE用の 4種類の定義済み
ポリシーマップは次のとおりです。

[input |
output]fcoe-default-policy-name

• service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

• service-policy type queuing input
fcoe-default-in-policy

• service-policy type queuing output
fcoe-default-out-policy

• service-policy type network-qos
fcoe-default-nq-policy

Cisco Nexusデバイスで FCoEをイネーブ
ルにする前に、事前定義されたFCoEポリ
シーマップをタイプ qos、タイプ
network-qos、およびタイプ queuingの各ポ
リシーマップに追加する必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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-sys-qos)# vlan
vlan-id

ステップ 6   

VLANを FabricPath VLANとして設定します。switch(config-vlan)#mode
fabricpath

ステップ 7   

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、FabricPathとして設定するインターフェ
イスを指定します。

switch(config-vlan)# interface
[ethernetslot/port |
port-channelchannel-no]

ステップ 8   

特定のスロット内のポート番号には 1～ 128を指定
できます。

EtherChannel論理インターフェイスに割り当てられ
るポートチャネル番号には 1～ 4096を指定できま
す。

FabricPathポートとしてインターフェイスを指定し
ます。

switch(config-if)# switchport
mode fabricpath

ステップ 9   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 10   

次の例では、スパインを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# install feature-set fabricpath
switch(config)# feature-set fabricpath
switch(config)# system qos
switch(config)# service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
switch(config)# service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
switch(config)# service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
switch(config)# service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# mode fabricpath
switch(config-vlan)# interface ethernet1/11
switch(config-if)# switchport mode fabricpath
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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FCF リーフの設定

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。

switch# configure terminalステップ 1   

FCoE機能をイネーブルにします。switch(config)# feature fcoeステップ 2   

ファブリックのアドバタイズメント間隔を設定

します。デフォルト値は 8秒です。有効な範囲
は 4～ 60秒です。

switch(config)# fcoe
fka-adv-periodinterval

ステップ 3   

スイッチ IDを設定します。指定できる範囲は 1
～ 4094です。

switch(config)# fabricpath
switch-idswitch-id-value

ステップ 4   

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 5   

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 6   

VSANを設定します。switch(config-vsan-db)#
vsanvsan-id

ステップ 7   

vPCに関する情報を表示します。switch(config-vsan-db)# show
vpc

ステップ 8   

vPCがイネーブルになっている場合
は、次の手順をFCFリーフ用 vPC+ピ
アリンクのFabricPathコストを増やす,
（14ページ）実行します。

（注）

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次の例は、FCFリーフを設定する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# feature fcoe
switch(config)# fcoe fka-adv-period 20
switch(config)# fabricpath switch-id 5
switch(config)# vlan 100

switch(config-vsan-db)# vsan database
switch(config-vsan-db)# vsan 100
switch(config-vsan-db)# show vpc
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FCoE および FabricPath 対応 VLAN 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。

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)# vlanvlan-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
[vsanvsan-id]

ステップ 3   

対象のVLANから指定したVSANへのマッピングを
設定します。

次に、FCoEおよび FabricPath対応 VLANを設定する方法の例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 100
switch(config-vlan)# fcoe vsan 10

FabricPath VLAN の定義

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。

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)# vlanvlan-idステップ 2   

VLANの動作モードを設定します。switch(config-vlan)#mode
fabricpath

ステップ 3   

次に、FabricPath VLANの定義方法の例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 100
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switch(config-vlan)# mode fabricpath
switch(config-vlan)# copy running-config startup-config

FCF リーフ用 vPC+ ピアリンクの FabricPath コストを増やす

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。

switch# configure terminalステップ 1   

show vpcコマンドの出力に基づく 3つのオプションが
あります。

switch(config)# show vpcステップ 2   

• show vpcコマンドを使用できない場合は、この手
順を続行しないでください。

• vPC+がコマンド出力にない場合は、この手順を続
行しないでください。

• vPC+がコマンド出力にある場合は、この手順の残
りのステップを実行します。

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、FabricPathとして設定するインターフェイスを指
定します。

switch(config)# interface
[ethernetslot/port |
port-channelchannel-no]

ステップ 3   

特定のスロット内のポート番号には 1～ 128を指定で
きます。

EtherChannel論理インターフェイスに割り当てられる
ポートチャネル番号には 1～ 4096を指定できます。

MCTインターフェイスのメトリックを設定します。
default-metricは 16777215に設定する必要があります。

switch(config-if)# fabricpath
isis metricdefault-metric

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

ピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、vPC+ピアリンクの FabricPathを増やす方法の例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# show vpc
switch(config)# interface port-channel 93
switch(config-if)# fabricpath isis metric 16777215
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ダイナミック VFC のインスタンス化および初期化
ダイナミック FCoEは、仮想ファイバチャネルポート（VFC）を作成し、スイッチ間リンクの
ポートタイプ（VE_Port/TE Port）をインスタンス化する機能をイネーブルにします。同じ VLAN
の FCoEと FabricPathをイネーブルにすると、TEモードのダイナミックVFCのインスタンス化お
よび初期化をトリガーとして実行する必要があります。そのプロセスは次のとおりです。

1 各 FCFリーフは、グローバル FCF-MACアドレスによって一意に識別されます。

2 各FCFリーフは、FIPSの要求されていないマルチキャスト検出アドバタイズメントをALL-FCF
MACアドレスに、送信元MACアドレスを FabricPath-enabled FCoE VLAN上のグローバル
FCF-MACアドレスにフラッディングします。これは次の 2つの要因によってトリガーされま
す。

a FCoE機能はリーフでイネーブルになっています。

b FabricPathは FCoE VLANでイネーブルになっています。

3 この FabricPathクラウド上のすべての FCFリーフは、対応する FCoEイネーブルの FP VLAN
で、このマルチキャストアドバタイズメントを受信します。この FIPSマルチキャストフレー
ムを受信すると、VEモードのダイナミック VFCが 2つの FCFリーフノードの間に作成され
ます。

4 2つの FCFリーフ間の TEモードには、ダイナミック VFCが 1つだけあります。

5 ダイナミックVFCは、そのVFC ID範囲に基づいて区別できます。すべてのダイナミックVFC
は、32000より大きい IDを取得します。

6 VFCには、有効な FabricPath FCoE VLANが複数存在する可能性があります。VLANは、同じ
トポロジである場合と、そうでない場合とがあります。

7 各 FCFは 1ホップずつ離れています。FabricPathを使用するすべての VEパスでは、デフォル
ト固定の FSPFコスト値が使用されます。

FabricPath 設定を使用するダイナミック FCoE の確認
FabricPath設定情報を使用してダイナミック FCoEを表示するには、次のいずれかの作業を行いま
す。

目的コマンド

インターフェイス設定情報の概要を表示しま

す。

show interface brief

仮想ファイバチャネルインターフェイスの設

定情報を表示します。

show interface vfc
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目的コマンド

仮想ポートチャネルの設定情報を表示します。show vpc

接続された SANスイッチのトポロジ情報を表
示します。

show topology

スイッチの FCoEパラメータのステータスを表
示します。

show fcoe

スイッチ上で現在実行されているコンフィギュ

レーションを表示します。

show running-config

FabricPathを使用してダイナミック FCoEデー
タベースを表示します。

show fcoe dce

show interface brief コマンド
switch(config)# show interface brief
--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Por
t
Interface Ch
#
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/2 1 eth access down Link not connected 10G(D) --
Eth1/3 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/4 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/5 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/6 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/7 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/8 1 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/9 1 eth access down SFP validation failed 10G(D) --
Eth1/10 1 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/11 1 eth f-path up none 10G(D) --
Eth1/12 1 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/13 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/14 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/15 1 eth access down SFP validation failed 10G(D) --
Eth1/16 1 eth access down Link not connected 10G(D) --
Eth1/17 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/18 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/19 1 eth access down SFP validation failed 10G(D) --
Eth1/20 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/21 1 eth access down SFP validation failed 10G(D) --
Eth1/22 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/23 1 eth access down SFP validation failed 10G(D) --
Eth1/24 1 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/25 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/26 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/27 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/28 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/29 1 eth access up none 10G(D) --
Eth1/30 1 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/31 1 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/32 1 eth access down SFP not inserted 10G(D) --

--------------------------------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
--------------------------------------------------------------------------------
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mgmt0 -- up 10.193.52.117 1000 1500

-------------------------------------------------------------------------------
Interface Vsan Admin Admin Status Bind Oper Oper

Mode Trunk Info Mode Speed
Mode (Gbps)

-------------------------------------------------------------------------------
vfc32002 1 E on trunking 54:7f:ee:b1:8a:00 TE 10
vfc32003 1 E on trunking 54:7f:ee:73:e8:00 TE 10

show interface vfc コマンド
switch(config)# show interface vfc 32002
vfc32002 is trunking

Dynamic VFC Peer MAC is 54:7f:ee:b1:8a:00
Hardware is Ethernet
Port WWN is 2d:01:54:7f:ee:73:e6:78
Admin port mode is E, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is TE
Port vsan is 1
Trunk vsans (admin allowed and active) (1,100)
Trunk vsans (up) (100)
Trunk vsans (isolated) ()
Trunk vsans (initializing) (1)
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 frames output, 0 bytes

Interface last changed at Mon Feb 14 19:46:53 2011

switch(config)# show interface vfc 32003
vfc32003 is trunking

Dynamic VFC Peer MAC is 54:7f:ee:73:e8:00
Hardware is Ethernet
Port WWN is 2d:02:54:7f:ee:73:e6:78
Admin port mode is E, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is TE
Port vsan is 1
Trunk vsans (admin allowed and active) (1,100)
Trunk vsans (up) (100)
Trunk vsans (isolated) ()
Trunk vsans (initializing) (1)
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 frames output, 0 bytes

Interface last changed at Mon Feb 14 19:49:23 2011

===========================================================================

show vpc コマンド
switch(config)# show vpc

vPC domain id : 300 vPC+ switch id : 1550
vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up -

show topology コマンド
switch(config)# show topology
FC Topology for VSAN 100 :
--------------------------------------------------------------------------------

Interface Peer Domain Peer Interface Peer IP Address(Switch Name)
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--------------------------------------------------------------------------------
vfc32002 0x0b(11) vfc32002 10.193.52.108(nc-9)
vfc32003 0x64(100) vfc32003 10.193.52.118(o2-356)

show fcoe コマンド
switch(config)# show fcoe
Global FCF details

FCF-MAC is 54:7f:ee:73:e6:20
FC-MAP is 0e:fc:00
FCF Priority is 128
FKA Advertisement period for FCF is 8 seconds

VFC MAC details

show running-config コマンド
switchconfig)# show running-config

!Command: show running-config
!Time: Mon Feb 14 19:58:47 2011

version 7.0(3)N1(1)
feature fcoe

install feature-set fabricpath
feature-set fabricpath

feature telnet
feature lldp

username admin password 5 $1$1dLADwhf$7Ip2IYSMp/0nsII8rU5qh/ role network-admin
no password strength-check
ip domain-lookup
system qos
service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

snmp-server user admin network-admin auth md5 0x95d13d5b1da2ee92b77769b4c177a94b
priv 0x95d13d5b1da2ee92b77769b4c177a94b localizedkey
rmon event 1 log trap public description FATAL(1) owner PMON@FATAL
rmon event 2 log trap public description CRITICAL(2) owner PMON@CRITICAL
rmon event 3 log trap public description ERROR(3) owner PMON@ERROR
rmon event 4 log trap public description WARNING(4) owner PMON@WARNING
rmon event 5 log trap public description INFORMATION(5) owner PMON@INFO

vlan 1
vlan 100
fcoe vsan 100
mode fabricpath

vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.193.48.1

vsan database
vsan 100

interface vfc32002
bind mac-address 54:7f:ee:b1:8a:00
dce
switchport mode E
no shutdown

interface vfc32003
bind mac-address 54:7f:ee:73:e8:00
dce
switchport mode E
no shutdown

interface Ethernet1/1
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interface Ethernet1/2

interface Ethernet1/3

interface Ethernet1/4

interface Ethernet1/5

interface Ethernet1/6

interface Ethernet1/7

interface Ethernet1/8

interface Ethernet1/9

interface Ethernet1/10

interface Ethernet1/11
switchport mode fabricpath

interface Ethernet1/12

interface Ethernet1/13

interface Ethernet1/14

interface Ethernet1/15

interface Ethernet1/16

interface Ethernet1/17

interface Ethernet1/18

interface Ethernet1/19

interface Ethernet1/20

interface Ethernet1/21

interface Ethernet1/22

interface Ethernet1/23

interface Ethernet1/24

interface Ethernet1/25

interface Ethernet1/26

interface Ethernet1/27

interface Ethernet1/28

interface Ethernet1/29

interface Ethernet1/30

interface Ethernet1/31

interface Ethernet1/32

interface mgmt0
vrf member management
ip address 10.193.52.117/21

line console
line vty
fabricpath domain default
fabricpath switch-id 302
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show fcoe dce コマンド
switch# show fcoe dce

Dynamic VFC MAC details :
-----------------------------------------------------------

Interface Peer-swid Peer-mac
-----------------------------------------------------------

vfc32002 303 54:7f:ee:b1:8a:00
vfc32003 301 54:7f:ee:73:e8:00

FabricPath を使用したダイナミック FCoE の設定の出力例
次の出力例は、FabricPathを使用してダイナミック FCoEを設定する方法を示します。feature
fabricpathコマンドを入力し、適切なリンクを FabricPathコアポートとして設定します。

この例は、VSAN 100と VSAN 200について説明します。

次は、トポロジ例の説明です。

• S1および S2は FabricPathスパインです。

• L1～ L4は FCFリーフです。

• L5と L6は非 FCoEリーフです。

図 6：ダイナミック FCoE 設定の例

この例では、S1と S2の設定を示します。
switch# show running-config
system qos
service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
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service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

vlan 100
mode fabric path

vlan 200
mode fabric path

この例では、L5と L6の非 FCoEリーフの設定を示します。
switch# show running-config
system qos
service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

vlan 100
mode fabric path

vlan 200
mode fabric path

この例では、L1～ FCFリーフの設定を示します（VSAN 100）。
switch# show running-config
feature fcoe
vlan 100

mode fabric path
fcoe vsan 100

vlan 200
mode fabric path

vsan database
vsan 100

fabricpath switch-id 301

fcoe fka-adv-period 20

この例では、L4 FCFリーフの設定を示します（VSAN 100、VSAN 200）。
switch# show running-config
feature fcoe
vlan 100

mode fabric path
fcoe vsan 100

vlan 200
mode fabric path
fcoe vsan 200

vsan database
vsan 100
vsan 200

fabricpath switch-id 304

fcoe fka-adv-period 20

この例では、L2 FCFリーフの設定を示します（VSAN 100）。
switch# show running-config
feature fcoe

vlan 100
mode fabric path
fcoe vsan 100

vlan 200
mode fabric path

vsan database
vsan 100

fabricpath switch-id 302

fcoe fka-adv-period 20
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switch# show vpc
vPC domain id : 1
vPC+ switch id : 123

:
vPC Peer-link status
-----------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------
1 Po93 up 1,10,20,30,101,201,500
interface port-channel93

fabricpath isis metric 16777215

この例では、L3 FCFリーフの設定を示します（VSAN 200）。
switch# show running-config
feature fcoe

vlan 100
mode fabric path

vlan 200
mode fabric path
fcoe vsan 200

vsan database
vsan 200

fabricpath switch-id 303

fcoe fka-adv-period 20

switch# show vpc
vPC domain id : 1
vPC+ switch id : 123

:
-----------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------
1 Po93 up 1,10,20,30,101,201,500
interface port-channel93
fabricpath isis metric 16777215

その他の設定の出力例については、「FabricPathを使用したダイナミック FCoEの設定の出力例」
を参照してください。
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