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はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

• 対象読者, v ページ

• 表記法, v ページ

• Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの関連資料, vi ページ

• マニュアルに関するフィードバック, vii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, vii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusスイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者
を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x    
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説明表記法

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す

べき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

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。

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。

太字の 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。

イタリック体の screenフォン
ト

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。

!、#

Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチの関連資料
Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ全体のマニュアルセットは、次の URLにあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html
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マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

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、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What'sNew inCiscoProductDocumentation』を参照してください。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.htmlから入手できます。

『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、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
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSSフィードは無料のサービスです。
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vii

はじめに

マニュアルに関するフィードバック

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x
viii

はじめに

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート



第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 9000シリーズ NX-OS FCoEコンフィギュレーションガイド』に記載
されている新機能および変更された各機能について、リリース固有の情報を示します。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
この表では、『Cisco Nexus 9000シリーズ NX-OS IFCoE構成ガイド』の新機能および変更された
機能を要約し、その参照先を示しています。

表 1：新機能および変更された機能

参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

LANトラフィックのシャッ
トダウンに関する情報

7.0(3)I4(1)shutdown lanコマンドが新た
にサポートされるようになり

ました。

shutdown lanコマンドのサ
ポート

FCoEの VLANおよび仮想
インターフェイスの設定

7.0(3)I4(1)FCoE VLANおよび仮想イン
ターフェイスが新たにサポー

トされるようになりました。

FCoE VLANと仮想イン
ターフェイスのサポート

7.0(3)I3(1)初期サポートFCoE NPVのサポート

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x    
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第 2 章

FCoE NPV の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスで Fiber Channel over Ethernet（FCoE）の Nポート仮想化
（NPV）を設定する方法について説明します。

• FCoE NPVの概要, 3 ページ

• VNPポート, 5 ページ

• FCoE NPVのライセンス要件, 5 ページ

• FCoE NPVの設定に関する注意事項および制約事項, 6 ページ

• FCoE NPVの設定, 8 ページ

• FCoE NPVの設定の確認, 17 ページ

• FCoE NPVコアスイッチおよび FCoE NPVエッジスイッチの設定例, 19 ページ

• FCoE NPVコアスイッチおよび FCoE NPVエッジスイッチに対する暗黙的 VFCの設定例,
21 ページ

FCoE NPV の概要
Fiber Channel Over Ethernet（FCoE）Nポート仮想化（NPV）は、FCoE Initialization Protocol（FIP）
スヌーピングの拡張版であり、FCoE対応ホストから FCoE対応 FCoEフォワーダ（FCF）デバイ
スに安全に接続する方法を提供します。

FCoE NPVにより、以下を実現できます。

• Nポートバーチャライザ（NPV）として機能し、コアスイッチ（FCF）に接続するスイッ
チ。

• NPVスイッチを別のホストとして認識するコアスイッチ（FCF）。

• NPVスイッチに接続された複数のホストを、仮想化された Nポートとして表示。

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x    
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FCoE NPVは、Cisco Nexus 9300シリーズデバイスおよび Cisco Nexus 9500シリーズデバイス
（NX-OS 7.0(3)I3(1)以上）でサポートされます。

FCoE NPV の利点
FCoE NPVには、次のような利点があります。

• FCoE NPVにより、FCoEの展開に NPVの利点を活用できます（ドメイン IDの拡散を防止
し、ファイバチャネルフォワーダ（FCF）テーブルのサイズを削減するなど）。

• FCoE NPVにより、FCoEホストと FCoE FCFとの間に安全な接続を確立できます。

• FCoENPVには、FCFでのホストのリモート管理に付随する管理上およびトラブルシューティ
ング上の問題がありません。

• FCoE NPVは、トラフィックエンジニアリング、VSAN管理、管理、およびトラブルシュー
ティングといった NPVの機能を維持しながら、NVP機能の拡張として FIPスヌーピングを
実装します。

• FCoE NPVおよび FC NPVエッジスイッチとの FCoEサーバ接続により、レガシー FCネッ
トワークから FCoEネットワークに、サーバを円滑に移行できます。

FCoE NPV の機能
FCoE NPVの機能は次のとおりです。

•自動ロードバランシング

◦サーバインターフェイス（ホストのログイン）が、使用可能な複数のアップリンク間
で、ラウンドロビン方式で分散されます（NPポートまたは外部インターフェイス）。

◦中断を伴う自動ロードバランシングをイネーブルにすることで、既存のサーバインター
フェイス（ホスト）を、新たに追加されたNPアップリンクインターフェイスに負荷分
散できます。

例：

switch(config)# npv auto-load-balance disruptive

•トラフィックマッピング

◦ファブリックへのログインに、どのアップリンクを選択するかを設定できます。

◦現在マッピングされているアップリンクが停止している場合は、ロードバランシングは
自動開始されません。

◦例：
switch(config)# npv traffic-map server-interface 2/1 external-interface 2/1

• FCoE NPVブリッジでの FCoE転送
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• FCoE NPVは Data Center Bridging Exchange（DCBX）プロトコルをサポートしています。

• VNPポートを介して受信された FCoEフレームは、L2_DAが、VFポートでホストに割り当
てられているFCoEMACアドレスのいずれかに一致する場合にのみ転送されます。それ以外
の場合、これらのフレームは破棄されます。

ポートチャネルの VNPポートを介した FCoE NPVでは、FIPネゴシエーションにのみ自動ト
ラフィックマッピングが使用されます。ポートチャネルの VNPポートを介した FCoEトラ
フィック分散は、計算されたハッシュ値に基づきます。

（注）

VNP ポート
FCoE NPVブリッジから FCFへの接続は、ポイントツーポイントリンク上でのみサポートされま
す。これらのリンクは、個々のイーサネットインターフェイスまたはポートチャネルインター

フェイスになります。イーサネットインターフェイスに接続された FCFごとに、vFCインター
フェイスを作成し、バインドする必要があります。これらの vFCインターフェイスは、VNPポー
トとして設定する必要があります。

VNPポートでは、FCoE NPVブリッジが、それぞれ固有の eNode MACアドレスが付いた複数の
eNodeを持つ FCoE対応ホストをエミュレートします。デフォルトでは、VNPポートはトランク
モードでイネーブルになります。

VNPポートには、複数のVSANを設定できます。VNPポートVSANに対応する FCoEVLANを、
バインドしたイーサネットインターフェイスに設定する必要があります。

Cisco Nexus 9000シリーズデバイスの VNPポートは、それぞれ固有の Fabric Provided
MAC-Addresses（FPMA）が付いた複数のイーサネットノードを持つFCoE対応ホストをエミュ
レートします。

（注）

FCoE NPV のライセンス要件
次の表に、FCoE NPVのライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

FCoE NPVには、FCoE NPVライセンス
（FCOE_NPV_PKG）が必要です。CiscoNX-OS
ライセンス方式の詳細と、ライセンスの取得お

よび適用の方法については、『Cisco NX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS
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FCoE NPV の設定に関する注意事項および制約事項
FCoE NPVの設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• FCoE NPVをイネーブルにするには、以下の作業が必要です。

◦ FCOE_NPV_PKG（ライセンス）をダウンロードしてインストールします。

◦ install feature-set fcoe-npvコマンドを使用して、FCoE機能セットをインストールしま
す。

◦ feature-set fcoe-npvコマンドを使用して、FCoE機能セットをインストールします。

• showコマンドと internalキーワードの組み合わせはサポートされていません。

• FCoE NPVでは、サーバの FLOGIが FDISCに変換されません。

• FCoENPVは、イーサネットインターフェイス、ポートチャネル、またはブレイクアウトイ
ンターフェイスにバインドされている VNPポートをサポートします。

• FCoE NPVは、Cisco Nexus 9300シリーズデバイスおよび Cisco Nexus 9500シリーズデバイ
ス（NX-OS 7.0(3)I3(1)以上）でサポートされます。

◦ Nexus 9332PQスイッチ

◦ Nexus 9372PXスイッチ

◦ Nexus 9372PX-Eスイッチ

◦ Nexus C9396PXスイッチ

◦次のラインカードを搭載した Nexus C9504および Nexus C9508スイッチ:

◦ X9432PQ

◦ X9464PX

◦ X9536PQ

◦ X9564PX

◦ X9636PQ

• FCoE NPVでは FEXポートはサポートされません。

• FCoEをイネーブル化する場合は、イーサネットインターフェイスから VLAN 1を制限する
ことは避けます。VLAN 1は、FCoEのイネーブル化に不可欠です。

• FCoEホスト（Fポート）との接続に、40GGEM（ギガビットイーサネット拡張モジュール）
ポートを使用することはできません。このポートは、FCoEアップリンクポート（VNPポー
ト）として使用できます。
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•アプリケーションリーフエンジン（ALE）の 40Gポートは、FCoEホスト（Fポート）の接
続には使用できません。また、統合型ネットワークアダプタ（CNA）もサポートしていませ
ん。

• FCoE NPVでは、ネストされた NPVはサポートされません。

• FCoE NPVは FLOGI/FDISC（ネストされた NPIV）をサポートします。

1つのポートからの複数の FLOGIをサポートするには、FDISCの後に FLOGIを続けて送信
するホストやサーバに対応するように、NPIV機能セットをイネーブル化する必要がありま
す。

次に、NPIV機能セットをイネーブルおよびディセーブルにし、そのステータスを表示する
コマンドの例を示します。

◦
switch(config)# feature npiv
switch# show feature | include npiv
npiv 1 enabled
switch#

◦
switch# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:
====================
Interface: vfc-po100, State: Trunking

VSAN: 1, State: Waiting For VSAN Up
VSAN: 2, State: Up
VSAN: 3, State: Up, FCID: 0x040000

Interface: vfc1/49, State: Down

Number of External Interfaces: 2

◦
switch(config)# no feature npiv
switch# show feature | include npiv
npiv 1 disabled
switch#

• Cisco NX-OS 7.0(3) I 4(1)以降のリリースに対して FCoE NPVをイネーブル化する場合は、
FCoE VLANごとに以下の BLM設定が必要となります。
LEARN_DISABLE=1
L2_NON_UCAST_DROP=1
L2_MISS_DROP=1

イーサネット VLANには、このような BCM設定は不要です。（注）

ISSUの完了時には、これらの BCMコマンドは設定されておらず、個々の
FCoEVLANを削除してから追加する必要があります。または、スイッチをリ
ロードして、これらの BCM設定が適用されるようにします。

（注）
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FCoE NPV の設定

QoS の設定による no-drop のサポート
qosタイプの入力ポリシーは、入力 FCoEフレームのマーキングに使用されます。qosタイプのポ
リシーには、2つのクラスがあります。1つは FCoEパケット用のクラスであり、もう 1つは非
FCoEパケット用（デフォルトクラス）です。qosタイプの入力ポリシーは、FCoEトラフィック
を処理するインターフェイスに適用する必要があります（VFCにバインドされるすべてのイーサ
ネット/ポートチャネルインターフェイスなど）。

次に、必須となる QOSポリシーの設定例を示します。

• qosタイプのクラスマップを設定します。

switch(config)# class-map type qos match-any fcoe
switch(config-cmap-qos)# match protocol fcoe
switch(config-cmap-qos)# match cos 3
switch(config-cmap-qos)# exit
switch(config)#

• qosタイプのポリシーマップを設定します。

switch(config)# policy-map type qos fcoe
switch(config-pmap-qos)# class fcoe
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 3
switch(config-pmap-c-qos)# class class-default
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 0
switch(config-pmap-c-qos)# exit
switch(config-pmap-qos)# exit
switch(config)#

• network-qosタイプのポリシーマップを設定します。

switch(config)# policy-map type network-qos fcoe_nq
switch(config-pmap-nqos)# class type network-qos c-nq3
switch(config-pmap-nqos-c)# pause pfc-cos 3
switch(config-pmap-nqos-c)# mtu 9216
switch(config-pmap-nqos-c)# class type network-qos c-nq2
switch(config-pmap-nqos-c)# class type network-qos c-nq1
switch(config-pmap-nqos-c)# class type network-qos c-nq-default
switch(config-pmap-nqos-c)# exit
switch(config-pmap-nqos)# exit
switch(config)#

• queuingタイプのポリシーマップを設定します。

switch(config)# policy-map type queuing fcoe-in-policy
switch(config-pmap-que)# class type queuing c-in-q3
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 50
switch(config-pmap-c-que)# class type queuing c-in-q-default
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 50
switch(config-pmap-c-que)# exit
switch(config-pmap-que)# exit
switch(config)#

• queuingタイプのポリシーマップを設定します。

switch(config)# policy-map type queuing fcoe-out-policy
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switch(config-pmap-que)# class type queuing c-out-q3
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 50
switch(config-pmap-c-que)# class type queuing c-out-q-default
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 10
switch(config-pmap-c-que)# class type queuing c-out-q1
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 10
switch(config-pmap-c-que)# class type queuing c-out-q2
switch(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 30
switch(config-pmap-c-que)# exit
switch(config-pmap-que)# exit
switch(config)#

•システム全体の QoSポリシーを設定します。

switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing input fcoe-in-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing output fcoe-out-policy
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos fcoe_nq
switch(config-sys-qos)# exit
switch(config)#

• FCoEの VFCインターフェイスにバインドされている個々のイーサネット/ポートチャネル
インターフェイスに対し、入力 qosポリシーを適用します。

switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# mtu 9216 /* Or maximum allowed value */
switch(config-if)# service-policy type qos input fcoe
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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ポートの qos領域用に、ハードウェアの TCAMスペースが予約されていることを確認してく
ださい。

ベストプラクティスとして、以下を実行します。

（注）

•ポートの qos領域用に、TCAMスペースを予約します。

他の領域用に予約されたTCAMスペースを取得しなければならない場合もあります（l3qos
領域など）。

•設定を保存します。

•ラインカードまたはスイッチをリロードします。

•ポート qos領域の TCAMスペースを確認します。

例：

switch# show hardware accesslist tcam region | i "IPV4 Port QoS \[qos\] size"
IPV4 Port QoS [qos] size = 0 /*** Value is 0; No reserved TCAM space.***/

switch# config
switch(config)# hardware accesslist tcam region qos 256

Warning: Please reload all linecards for the configuration to take effect

switch# copy running-config startup-config

switch# reload

switch# show hardware accesslist tcam region | i "IPV4 Port QoS \[qos\] size"
IPV4 Port QoS [qos] size = 256

VLAN-VSAN マッピングの設定
VLANと VSANが必要となりますが、VSANは VLANにマッピングする必要があります。

1つの VLANは 1つの VSANにだけマッピングでき、その逆も同様です。この VSANを、Fおよ
び NP VFCインターフェイスに追加できます（後述）。

• VSANの作成例：

switch(config)#
switch(config)# vsan database
switch(config-vsan-db)# vsan 10
switch(config-vsan-db)#

• VSANを設定し、FCoE VLANにバインドする例：

switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# fcoe vsan 10
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#
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明示的な VFC の設定
明示的な VFCインターフェイスは、バインドされたイーサネット/ポートチャネルインターフェ
イスが明示的に設定された VFCインターフェイスです（インターフェイス IDの範囲は 1～
8912）。

•イーサネットインターフェイスにバインドされた明示的 VFCの例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 21
switch(config-if)# bind interface ethernet 2/1

•ポートチャネルインターフェイスにバインドされた明示的 VFCの例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 100
switch(config-if)# bind interface port-channel 100

•ブレイクアウトポートにバインドされた明示的 VFCの例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 111
switch(config-if)# bind interface ethernet 1/1/1

•明示的 VFCを使用した NPインターフェイスの設定例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc21
switch(config-if)# switchport mode NP
switch(config-if)# switchport trunk allowed vsan 10 /* optional; for restricting VSANs
*/

•明示的 VFCを使用した Fインターフェイスの設定例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc21
switch(config-if)# switchport mode F /* Default mode is F */
switch(config-if)# switchport trunk allowed vsan 10
switch (config-if)# exit
switch (config)# vsan database
switch(config-vsan-db)# vsan 10 interface vfc21
switch(config-vsan-db)# exit

暗黙的な VFC の設定
暗黙的な VFCインターフェイスは、slot/port、unit/slot/port、または port-channelidという形式の
IDを備えたVFCインターフェイスです。このVFCを作成すると、イーサネットインターフェイ
ス slot/port、unit/slot/port、またはport-channelidが、インターフェイスに自動的（暗黙的）にバイ
ンドされます。実行コンフィギュレーションには、バインドされたイーサネットインターフェイ

スまたはポートチャネルインターフェイスが表示されます。イーサネット/ポートチャネルイン
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ターフェイスが存在しない場合、または明示的な別のVFCインターフェイスにバインドされてい
る場合は、VFCの作成は失敗し、エラーが表示されます。

•イーサネットインターフェイスにバインドされた暗黙的 VFCの例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 2/1

•ポートチャネルインターフェイスにバインドされた暗黙的 VFCの例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc-port-channel 100

•ブレイクアウトポートにバインドされた暗黙的 VFCの例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 1/1/1

•暗黙的 VFCを使用した NPインターフェイスの設定例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc1/1/1
switch(config-if)# switchport mode NP
switch(config-if)# switchport trunk allowed vsan 10 /* optional; for restricting VSANs
*/

•暗黙的 VFCを使用した Fインターフェイスの設定例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc1/1/1
switch(config-if)# switchport mode F /* Default mode is F */
switch(config-if)# switchport trunk allowed vsan 10
switch (config-if)# exit
switch (config)# vsan database
switch(config-vsan-db)# vsan 10 interface vfc21
switch(config-vsan-db)# exit

FCoE NPV コアスイッチの設定
FCoE NPVコアスイッチを設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. switchto vdcvdc-name
3. feature npiv
4. interface ethernetslot/port
5. switchport mode trunk
6. exit
7. interface vfcvfc-id
8. bind interface ethernetslot/port
9. exit
10. vsan database
11. vsanvsan-id
12. vsanvsan-idinterface vfcvfc-id
13. exit
14. vlanvlan-id
15. fcoe vsanvsan-id
16. 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に入ります。configure terminalステップ 1   

ストレージ VDCに移動します。switchto vdcvdc-nameステップ 2   

NPIVをイネーブルにします。feature npivステップ 3   

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。

interface ethernetslot/portステップ 4   

物理インターフェイスモードをトランクに設定します。switchport mode trunkステップ 5   

インターフェイスモードを終了します。exitステップ 6   

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。

interface vfcvfc-idステップ 7   

P1の vFCポートモードを VFに設定します。bind interface ethernetslot/portステップ 8   

bind interface ethernetコマンドは、暗黙的 VFCの
設定には必要ありません。

重要

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了

します。

exitステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

VSANコンフィギュレーションモードを開始します。vsan databaseステップ 10   

VSANを作成します。vsanvsan-idステップ 11   

vFCを VSANに追加します。vsanvsan-idinterface vfcvfc-idステップ 12   

VSANコンフィギュレーションモードを終了します。exitステップ 13   

VLANコンフィギュレーションモードを開始します。vlanvlan-idステップ 14   

FCoE VLANを作成し、FCoE VLANを VSANにマッピン
グします。

fcoe vsanvsan-idステップ 15   

VLANコンフィギュレーションモードを終了します。exitステップ 16   

FCoE NPV エッジスイッチの設定
FCoE NPVエッジスイッチを設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要

1. install feature-set fcoe-npv
2. feature-set fcoe-npv
3. vsan database
4. vsanvsan-id
5. exit
6. vlanvlan-id
7. fcoe vsanvsan-id
8. exit
9. interface ethernetslot/port
10. switchport mode trunk
11. exit
12. interface vfcvfc-id
13. switchport mode NP
14. bind interface ethernetslot/port
15. exit
16. interface ethernetslot/port
17. switchport mode trunk
18. exit
19. interface vfcvfc-id
20. switchport trunk allowed vsanvsan-id
21. bind interface ethernetslot/port
22. exit
23. vsan database
24. vsanvsan-idinterface vfcvfc-id
25. vsanvsan-idinterface vfcvfc-id
26. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

FCoE NPVをインストールします。install feature-set fcoe-npvステップ 1   

FCoE NPVをイネーブルにします。feature-set fcoe-npvステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Cisco NX-OS 7.0(3) I 4(1)以降のリリースに対して
FCoE NPVをイネーブル化する場合は、FCoE VLAN
ごとに以下の BLM設定が必要となります。

LEARN_DISABLE=1
L2_NON_UCAST_DROP=1
L2_MISS_DROP=1

（注）

•イーサネット VLANには、このような BCM設
定は不要です。

VSANコンフィギュレーションモードを開始します。vsan databaseステップ 3   

VSANを作成します。vsanvsan-idステップ 4   

VSANコンフィギュレーションモードを終了します。exitステップ 5   

VLANコンフィギュレーションモードを開始します。vlanvlan-idステップ 6   

FCoE VLANを作成し、VSANにマッピングします。fcoe vsanvsan-idステップ 7   

VSANコンフィギュレーションモードを終了します。exitステップ 8   

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。

interface ethernetslot/portステップ 9   

スイッチ側の物理インターフェイスをトランクモードに設定

します。

switchport mode trunkステップ 10   

VSANコンフィギュレーションモードを終了します。exitステップ 11   

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。

interface vfcvfc-idステップ 12   

P2の vFCポートモードを VNPに設定します。switchport mode NPステップ 13   

P2の vFCポートモードを VNPに設定します。bind interface
ethernetslot/port

ステップ 14   

bind interface ethernetコマンドは、暗黙的VFCの設定
には必要ありません。

重要

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exitステップ 15   

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。

interface ethernetslot/portステップ 16   

サーバ側の物理インターフェイスをトランクモードに設定し

ます。

switchport mode trunkステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exitステップ 18   

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。

interface vfcvfc-idステップ 19   

VSAN 100を許可するように vFCポート P3を設定します。switchport trunk allowed
vsanvsan-id

ステップ 20   

VSAN 100を許可するように vFCポート P3を設定します。bind interface
ethernetslot/port

ステップ 21   

bind interface ethernetコマンドは、暗黙的VFCの設定
には必要ありません。

重要

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exitステップ 22   

VSANコンフィギュレーションモードを開始します。vsan databaseステップ 23   

VSAN 100ポートを VFポートに追加します。vsanvsan-idinterface vfcvfc-idステップ 24   

VNPポートを VSAN 100ポートに追加します。vsanvsan-idinterface vfcvfc-idステップ 25   

この手順は任意です。デフォルトの VSANポートは
1であり、VNPポートに適しています。

（注）

VSANコンフィギュレーションモードを終了します。exitステップ 26   

FCoE NPV の設定の確認
FCoE/VPCの設定情報を表示するには、次のいずれかを実行します。

目的コマンド

スイッチ上の Fibre Channel over
Ethernet（FCoE）パラメータの
ステータスを表示します。

show fcoe

Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）データベースの内容
を表示します。

show fcoe database

VFCインターフェイスの情報
を表示します。

show int vfcvfc-id
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NPVの設定情報を表示するには、次のいずれかを行います。

目的コマンド

Nポート仮想化（NPV）の現在
のステータスを表示します。

show npv status

Nポート仮想化（NPV）トラ
フィックマップを表示します。

show npv traffic-map

自動割り当てまたは静的割り当

てによって、サーバの VFCイ
ンターフェイス ifに指定または
割り当てられた外部 VFCイン
ターフェイス（NPインター
フェイス）を表示します。

show npv external-interface-usage server-interfaceif

自動割り当てまたは静的割り当

てによって、サーバで使用可能

なすべての VFCインターフェ
イスに指定または割り当てられ

た外部 VFCインターフェイス
（NPインターフェイス）を表
示します。

show npv external-interface-usage

ホストの FLOGIテーブルを表
示します。このテーブルには、

サーバインターフェイス、

VSAN、サーバインターフェイ
スに接続されたイニシエータに

割り当てられた FCID、イニシ
エータの PWWNおよび
NWWN、サーバインターフェ
イスに指定された NPVスイッ
チの外部インターフェイス/ゲー
トウェイがリストされます。

show npv flogi-table interfaceif

MACアドレステーブルに設定
されているエージングタイム

の情報を表示します。

show npv flogi-table vsanvsan

Nポート仮想化（NPV）の
FLOGIセッションに関する情
報を表示します。

show npv flogi-table
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目的コマンド

FKAがディセーブルにされて
いる VNPポートに関する情報
を表示します。

show fcoe-npv issu-impact

FCoE NPV コアスイッチおよび FCoE NPV エッジスイッチ
の設定例

図 1：FCoE NPV コアスイッチおよび FCoE NPV エッジスイッチの設定

• NPVコアスイッチの設定：

◦ストレージ VDCに移動し、NPIVをイネーブルにする

npv-core(config)# switchto vdc N9K-Storage-VDC-1
npv-core(config)# feature npiv

◦物理インターフェイスモードをトランクに設定
npv-core(config)# interface Eth 1/20
npv-core(config)# switchport mode trunk
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◦ P1の vFCポートモードを VFに設定
npv-core(config)# interface vfc1201
npv-core(config)# bind interface Eth1/20

◦ VSANを作成し、vFCを VSANに追加
npv-core(config)# vsan database
npv-core(config-vsan-db)# vsan 100
npv-core(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc1201

◦ FCoE VLANを作成し、VSANにマッピング
npv-core(config)# vlan 100
npv-core(config-vlan)# fcoe vsan 100

• FCoE NPVスイッチの設定：

◦ FCoE NPVのインストール
npv(config)# install feature-set fcoe-npv

◦ FCoE NPVをイネーブルにする
npv(config)# feature-set fcoe-npv

◦ VSANの作成
npv(config)# vsan database
npv(config-vsan-db)# vsan 100

◦ FCoE VLANを作成し、VSANにマッピング
npv(config)# vlan 100
npv(config-vlan)# fcoe vsan 100

◦スイッチ側の物理インターフェイスをトランクモードに設定
npv(config)# interface Eth1/20
npv(config-if)# switchport mode trunk

◦ P2の vFCポートモードを VNPに設定
npv(config)# interface vfc1201
npv(config-if)# switchport mode NP
npv(config-if)# bind interface Eth1/20

◦サーバ側の物理インターフェイスをトランクモードに設定
npv(config)# interface Eth1/1
npv(config-if)# switchport mode trunk

◦ VSAN 100を許可するように vFCポート P3を設定
npv(config)# interface vfc11
npv(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100
npv(config-if)# bind interface Eth1/1

◦ VNPおよび VFポートを VSAN 100に追加
npv(config)# vsan database
npv(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc1201
npv(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc11
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FCoE NPV コアスイッチおよび FCoE NPV エッジスイッチ
に対する暗黙的 VFC の設定例

図 2：FCoE NPV コアスイッチおよび FCoE NPV エッジスイッチに対する暗黙的 VFC の設定

• NPVコアスイッチの設定：

◦ストレージ VDCに移動し、NPIVをイネーブルにする

npv-core(config)# switchto vdc N9K-Storage-VDC-1
npv-core(config)# feature npiv

◦物理インターフェイスモードをトランクに設定
npv-core(config)# interface Eth 1/20
npv-core(config)# switchport mode trunk

◦ P1の vFCポートモードを VFに設定（暗黙的 VFC）
npv-core(config)# interface vfc 1/20

◦ VSANを作成し、vFCを VSANに追加
npv-core(config)# vsan database
npv-core(config-vsan-db)# vsan 100
npv-core(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1/20
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◦ FCoE VLANを作成し、VSANにマッピング
npv-core(config)# vlan 100
npv-core(config-vlan)# fcoe vsan 100

• FCoE NPVスイッチの設定：

◦ FCoE NPVのインストール
npv(config)# install feature-set fcoe-npv

◦ FCoE NPVをイネーブルにする
npv(config)# feature-set fcoe-npv

◦ VSANの作成
npv(config)# vsan database
npv(config-vsan-db)# vsan 100

◦ FCoE VLANを作成し、VSANにマッピング
npv(config)# vlan 100
npv(config-vlan)# fcoe vsan 100

◦スイッチ側の物理インターフェイスをトランクモードに設定
npv(config)# interface Eth 1/20
npv(config-if)# switchport mode trunk

◦ P2の vFCポートモードを VNPに設定（暗黙的 VFC）
npv(config)# interface vfc 1/20
npv(config-if)# switchport mode NP

◦サーバ側の物理インターフェイスをトランクモードに設定
npv(config)# interface Eth 1/1
npv(config-if)# switchport mode trunk

◦ VSAN 100を許可するように vFCポート P3を設定（暗黙的 VFC）
npv(config)# interface vfc 1/1
npv(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

◦ VNPおよび VFポートを VSAN 100に追加
npv(config)# vsan database
npv(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1/20
npv(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1/1
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第 3 章

FCoE の VLAN および仮想インターフェイス
の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 仮想インターフェイスの概要, 23 ページ

• FCoE VLANおよび仮想インターフェイスに関する注意事項および制約事項, 26 ページ

• 仮想インターフェイスの設定, 27 ページ

• 仮想インターフェイスの確認 , 34 ページ

• VSANから VLANへのマッピングの設定例 , 36 ページ

• vPCによる SANブート, 38 ページ

仮想インターフェイスの概要
CiscoNexusデバイスは、FibreChannel over Ethernet（FCoE）をサポートします。そのため、スイッ
チとサーバ間の同じ物理イーサネット接続で、ファイバチャネルと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、統合型ネットワークアダプタ（CNA）が Cisco Nexus
デバイス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を介してファイバチャネル
フォワーダ（FCF）に接続されている場合は EtherChannelとなります。
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VE ポート

仮想拡張（VE）ポートは、FCoEネットワークの拡張ポートとして機能します。VEポートは、
ネットワークで複数のFCoEスイッチを接続できます。VEポートは、物理イーサネットポートま
たはポートチャネルにバインドできます。

VE_Portがバインドされるポートチャネルのメンバー間のトラフィックは、SID、DID、および
OXIDに基づいてロードバランスされます。

FCoEトラフィックに対し、すべてのリンクがポートチャネルで使用できるように、port-channel
load-balance ethernetsource-dest-portコマンドを入力して、ポートチャネルのロードバランシング
を「source-dest-port」に設定します。ロードバランシングの「source-destination-oxid」設定が、
FCoEトラフィックに対して使用されます。

LAN トラフィックのシャットダウンに関する情報
統合型ネットワークアダプタ（CNA）では、1つの物理リンク上に FCoEと LANトラフィックの
両方（ユニファイド I/O）を共存させることができます。

CNAにvPCを設定する場合は、各種ネットワークパラメータをピアスイッチ間で一致させます。
システムで不一致が検出されると、セカンダリ vPCレッグがダウンします。vPCレッグは FCoE
およびLANトラフィックの両方を伝送しているため、FCoEリンクもダウンすることになります。

このような状況で FCoEリンクの停止を回避するには、shutdown lanコマンドを使用して、ポー
トチャネルおよび個別のイーサネットポートでLANトラフィックだけをシャットダウンします。

vPCによって、vPCセカンダリレッグの停止がトリガーされた場合、セカンダリ vPCレッグ
ではイーサネット LAN VLANだけが停止します。セカンダリ vPCレッグの FCoE VLANは稼
働し続けます。

（注）

shutdown lan コマンドに関する注意事項
• shutdown lanコマンドは、ポートチャネルインターフェイスまたは個別のイーサネットイ
ンターフェイス上のみで設定できます。

• shutdown lanコマンドは、VFCインターフェイスがバインドされているポートチャネルイン
ターフェイスまたは個別のイーサネットインターフェイス上のみで設定できます。

• shutdown lanコマンドは、トランキング動作状態にあるポートチャネルインターフェイスま
たは個別のイーサネットインターフェイス上のみで設定できます。

• vPC対応の shutdown lanがセカンダリ vPCレッグに適用されている場合、shutdown lanコマ
ンドをセカンダリ vPCレッグに対してイネーブルにすることはできません。

• shutdown lanコマンドがセカンダリ vPCレッグに適用されている場合、vPC対応の shutdown
lanは実行できません。

• shutdown lanコマンドは、ポートチャネルメンバー上では設定できません。
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• shutdown lanコマンドのデフォルト値は no shutdown lan（shutdown lanがディセーブル）で
す。

• shutdown lanコマンドでは、Link Layer Discovery Protocol（LLDP）機能をイネーブルにして
おくことが前提条件となります。

• shutdown lanをイネーブルに設定しているポートは、ポートチャネルに追加できません。

• shutdown lanのイネーブル化およびディセーブル化は、インターフェイスごとに設定する必
要があります。

• LANストレージのシャットダウンは、インターフェイスごとに設定する必要があります。

• shutdown LANのトリガーを設定することも、vPCセカンダリレッグの bringdownリクエス
トによってシャットダウンすることもできます。

•インターフェイスに shutdown lanが設定されていると、このインターフェイスでnoshutdown
lanコマンドを実行しても、LANVLANは起動しません。この場合、no shutdown lanコマン
ドによる影響はありません。

LAN トラフィックのシャットダウンの例
•ポートチャネルの LANトラフィックをシャットダウンします。

switch(config)#interface port-channel 955
switch(config-if)# shutdown lan

•個別のイーサネットポートの LANトラフィックをシャットダウンします。

switch(config)#interface Ethernet 2/5
switch(config-if)# shutdown lan

LAN トラフィックのシャットダウンの確認例
•イーサネットインターフェイス 2/5がメンバーとなるポートチャネル 955に対し、shutdown
lanコマンドが実行されたタイミングを確認します。

switch# sh interface port-channel 955 | grep LAN
All LAN VLANs are administratively shut

switch# sh interface ethernet 2/5 | grep LAN
All LAN VLANs are administratively shut

switch# sh run interface port-channel 955 | grep shut
shutdown lan

switch# sh run interface e2/5 | grep shut
shutdown lan
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•セカンダリ vPCレッグ（イーサネット 2/31がメンバーとなるポートチャネル 231）に対し、
vPCが LANのシャットダウンをトリガーしたタイミングを確認します。

switch# sh interface port-channel 231 | grep LAN
All LAN VLANs are administratively shut

FCoE VLAN および仮想インターフェイスに関する注意事
項および制約事項

FCoE VLANと仮想ファイバチャネル（vFC)インターフェイスには、以下の注意事項と制約事項
があります。

•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）
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• vFCインターフェイスは、FCoE Initialization Protocol（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できます。

•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。

•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。

•ポートチャネルにバインド可能な vFCsの最大数は 48です。

• FCoE VLANはマルチスパニングツリー（MST）をサポートしていません。FCoE VLANの
MSTインスタンスを作成すると、SANトラフィックが中断される可能性があります。

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 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）。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# vlanvlan-id
3. switch(config-vlan)# fcoe [vsanvsan-id]
4. switch(config-vlan)# exit
5. （任意） switch(config-vlan)# show vlan fcoe
6. （任意） switch(config)# copy running-config startup-config
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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。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。

VLANコンフィギュレーションモードを終了します。CiscoNexus
デバイスで設定されたコマンドを実行するには、このモードを

終了する必要があります。

switch(config-vlan)# exitステップ 4   

（任意）

VLANの FCoE設定に関する情報を表示します。
switch(config-vlan)# show vlan fcoeステップ 5   

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

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。
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手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface vfcvfc-id
3. switch(config-if)# bind {interface {ethernetslot/port | port-channelchannel-number} |

mac-addressMAC-address}
4. （任意） switch(config-if)# no bind {interface {ethernetslot/port | port-channelchannel-number} |

mac-addressMAC-address}
5. （任意） switch(config)# no interface vfcvfc-id

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。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 vfcvfc-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
{ethernetslot/port |
port-channelchannel-number} |
mac-addressMAC-address}

ステップ 3   

これが 10Gブレークアウトポートの場合、slot/port
構文は slot/QSFP-module/portになります。

（注）

（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
{ethernetslot/port |
port-channelchannel-number} |
mac-addressMAC-address}

ステップ 4   

これが 10Gブレークアウトポートの場合、slot/port
構文は slot/QSFP-module/portになります。

（注）

（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 vfcvfc-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
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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、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

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

4 ポート vPC に関する情報
4ポート vPCは、複数のメンバーポートからなるポートチャネルの個々のメンバーに対し、vFC
インターフェイスを関連付ける機能を提供します。

この機能は、Cisco Nexus 2300シリーズスイッチのみでサポートされています。（注）

注意事項と制約事項

4ポート vPCには、次の制限事項があります。

• Cisco Nexusシリーズスイッチでは、4ポート VPC機能が有効となるのは Cisco Nexus
2348UPQ、2348TQ、および 2332TQシリーズスイッチのみです。

• 1つの Cisco Nexus 2000シリーズスイッチでは、ポートチャネルと vFCを組み合わせた合計
数は、最大 64に制限されます。

•アクティブ-アクティブ FEX、および 2層の vPCトポロジはサポートされません。

• 4ポート vFCでは、NPVモード、vEthインターフェイス、MACバインドされた vFCイン
ターフェイス、および VEモードはサポートされません。

vPC インターフェイスの設定
次に、複数のメンバーを持つポートチャネルのメンバーポートに対し、vPCインターフェイスを
設定する手順を示します。
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4ポート vPCを設定解除できるのは、ポートチャネルから各メンバーポートを削除した後の
みです。単一メンバーからなるポートチャネルのみでしか、設定を解除できません。

（注）

手順の概要

1. 複数メンバーのポートチャネルを作成します。
2. 複数メンバーのポートチャネルに、個々のメンバーポートを追加します。
3. 複数メンバーのポートチャネルの各メンバーポートに、個別に vPCを関連付けます。

手順の詳細

ステップ 1 複数メンバーのポートチャネルを作成します。
switch(config-vlan)# interface port-channel 500
switch(config-vlan)# [no]fcoe multi-vfc

ステップ 2 複数メンバーのポートチャネルに、個々のメンバーポートを追加します。
switch(config-vlan)# interface ethernet 100/1/1
switch(config-vlan)# channel-group 500
switch (config)# interface ethernet 100/1/2
switch(config-if)# channel-group 500

ステップ 3 複数メンバーのポートチャネルの各メンバーポートに、個別に vPCを関連付けます。
switch(config)# interface vfc 10011
switch(config-vlan)# bind interface ethernet 100/1/1
switch(config-vlan)# interface vfc 10012
switch (config)# bind interface ethernet 100/1/2

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）。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# vsan database
3. switch(config-vsan)# vsanvsan-idinterface vfcvfc-id
4. （任意） switch(config-vsan)# no vsanvsan-idinterface vfcvfc-id
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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。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)#
vsanvsan-idinterface vfcvfc-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
vsanvsan-idinterface vfcvfc-id

ステップ 4   

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

暗黙的仮想ファイバチャネルポート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（vFC）を作成し、イーサネットインターフェイスまたはポートチャネル
に暗黙的にバインドする操作を、1つのコマンドを使用して実行できます。これには、vFC識別
子がイーサネットインターフェイスまたはポートチャネル識別子と一致する必要があります。

イーサネットインターフェイスはモジュール（スロットまたはポート）であるか、またはとなり

ます。

ブレイクアウトポートでは、暗黙的 vFCは作成できません。（注）

仮想ファイバチャネルインターフェイスの設定

はじめる前に

• FCoEの正しいライセンスがインストールされていることを確認します。
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• FCoEがイネーブルになっていることを確認します。

ステップ 1 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 2 VFCを作成します（まだ存在していない場合）。
switch(config) # interface vfc {id | slot/port | chassis/slot/port

ステップ 3 vFCインターフェイスを起動します。
switch(config-if) # no shutdown

ステップ 4 インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了します。
switch(config-if) # exit

仮想ファイバチャネルインターフェイスの設定

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

にバインドする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc 101/1/1
switch(config-if)# no shutdown
.
.
.
.
Switch# show interface vfc 101/1/1

vfc101/1/1 is trunking
Bound interface is Ethernet101/1/1
Hardware is Ethernet
Port WWN is 20:00:00:2a:6a:15:d2:7b
Admin port mode is F, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is TF
Port vsan is 600
Trunk vsans (admin allowed and active) (1,500,600)
Trunk vsans (up) (600)
Trunk vsans (isolated) ()
Trunk vsans (initializing) (1,500)
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
49 frames input, 5516 bytes
0 discards, 0 errors

49 frames output, 5772 bytes
0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters Fri Oct 30 06:19:33 2015
Interface last changed at Fri Oct 30 06:19:33 2015

仮想ファイバチャネルの設定 – ポートチャネルインターフェイス

ステップ 1 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。
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switch# configure terminal

ステップ 2 ポート番号に基づき、イーサネットポートチャネルに暗黙的にバインドする vFCを作成します。
ポート番号の範囲は 257～ 4096です。

switch(config) # interface vfc-port-channelport number

ステップ 3 vFCポートを起動します。
switch(config-if) # no shutdown

ステップ 4 現在のインターフェイスコンフィギュレーションモードを終了します。
switch(config-if) # exit

仮想ファイバチャネルの設定 – ポートチャネルインターフェイス

次の例は、イーサネットポートチャネルに暗黙的にバインドする vFCポートチャネルを作成する
方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vfc-port-channel 300
switch(config-if)# no shutdown
.
.
.
.
switch# show interface vfc-port-channel 258

vfc-po258 is trunking
Bound interface is port-channel258
Hardware is Ethernet
Port WWN is 21:01:8c:60:4f:59:31:3f
Admin port mode is E, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is TE
Port vsan is 600
Trunk vsans (admin allowed and active) (1,100,500,600)
Trunk vsans (up) (600)
Trunk vsans (isolated) ()
Trunk vsans (initializing) (1,100,500)
1 minute input rate 3448 bits/sec, 431 bytes/sec, 4 frames/sec
1 minute output rate 9064 bits/sec, 1133 bytes/sec, 4 frames/sec
977735 frames input, 77172556 bytes
0 discards, 0 errors

977733 frames output, 205924892 bytes
0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters Thu Oct 29 06:35:41 2015
Interface last changed at Thu Oct 29 06:35:41 2015

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 vfcvfc-id
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目的コマンド

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

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
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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

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。
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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

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
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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

vPC による SAN ブート
Cisco Nexus 9000シリーズデバイスは、Link Aggregation Control Protocol（LACP）ベースの vPCで
の、イニシエータのSANブートをサポートします。この制限事項は、LACPベースのポートチャ
ネルに固有です。ホスト側の VFCインターフェイスは、ポートチャネル自体ではなく、ポート
チャネルメンバにバインドされます。このバインディングにより、最初の構成で LACPベースの
ポートチャネルに依存することなく、CNA/ホストバスアダプタ（HBA）のリンクがアップした
時点で、SANブート中にホスト側の VFCがアップするようになります。

LACP suspend-individualコマンドはポートチャネルから削除する必要があります。削除しない
と、ホストからLACPBPDUが受信されない場合に、物理インターフェイスが中断されます。

（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 1/2/4、およびファブリック Bのインターフェイス 1/2/3にバインドされます。
このインターフェイスは、両方のファブリックの仮想ポートチャネル 1にも関連付けられます。

switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# no lacp suspend-individual
switch(config)# interface vfc 1
switch(config-if)# bind interface eth 1/2/4
switch(config)# interface eth 1/2/4
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switch(config-if)# channel-group 1 mode active
switch(config-if)# interface port-channel 1
switch(config-if)# vpc 1
switch(config-if)#
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# no lacp suspend-individual
switch(config)# interface vfc 1
switch(config-if)# bind interface eth 1/2/3
switch(config)# interface eth 1/2/3
switch(config-if)# channel-group 1 mode active
switch(config-if)# interface port-channel 1
switch(config-if)# vpc 1

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x    
39

FCoE の VLAN および仮想インターフェイスの設定
vPC による SAN ブートの設定例



   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x
40

FCoE の VLAN および仮想インターフェイスの設定
vPC による SAN ブートの設定例



索引

B

bind interface ethernet 13, 15, 16, 17

F

fcoe vsan 13, 14, 15, 16
feature npiv 13
feature-set fcoe-npv 6, 15

I

install feature-set fcoe-npv 6, 15
interface vfc 13, 15, 16, 17

S

show fcoe 17
show fcoe database 17

show fcoe-npv issu-impact 19
show int vfc 17
show npv external-interface-usage 18
show npv external-interface-usage server-interface 18
show npv flogi-table 18
show npv flogi-table interface 18
show npv flogi-table vsan 18
show npv status 18
show npv traffic-map 18
switchport mode NP 15, 16
switchport mode trunk 13, 15, 16
switchport trunk allowed vsan 15, 17
switchto vdc 13

V

vlan 13, 14, 15, 16
vsan 13, 14, 15, 16, 17
vsan database 13, 14, 15, 16, 17

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x    
IN-1



   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイドリリース 7.x
IN-2

索引


	Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS FCoE 構成ガイド リリース 7.x
	目次
	はじめに
	対象読者
	表記法
	Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料
	マニュアルに関するフィードバック
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

	新機能および変更された機能に関する情報
	新機能および変更された機能に関する情報

	FCoE NPV の設定
	FCoE NPV の概要
	FCoE NPV の利点
	FCoE NPV の機能

	VNP ポート
	FCoE NPV のライセンス要件
	FCoE NPV の設定に関する注意事項および制約事項
	FCoE NPV の設定
	QoS の設定による no-drop のサポート
	VLAN-VSAN マッピングの設定
	明示的な VFC の設定
	暗黙的な VFC の設定
	FCoE NPV コア スイッチの設定
	FCoE NPV エッジ スイッチの設定

	FCoE NPV の設定の確認
	FCoE NPV コア スイッチおよび FCoE NPV エッジ スイッチの設定例
	FCoE NPV コア スイッチおよび FCoE NPV エッジ スイッチに対する暗黙的 VFC の設定例

	FCoE の VLAN および仮想インターフェイスの設定
	仮想インターフェイスの概要
	LAN トラフィックのシャットダウンに関する情報
	shutdown lan コマンドに関する注意事項
	LAN トラフィックのシャットダウンの例
	LAN トラフィックのシャットダウンの確認例


	FCoE VLAN および仮想インターフェイスに関する注意事項および制約事項
	仮想インターフェイスの設定
	VSAN から VLAN へのマッピング
	仮想ファイバ チャネル インターフェイスの作成
	4 ポート vPC に関する情報
	注意事項と制約事項
	vPC インターフェイスの設定
	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
	暗黙的仮想ファイバ チャネル ポート チャネル インターフェイスの作成
	仮想ファイバ チャネルの設定 – ポート チャネル インターフェイス


	仮想インターフェイスの確認
	VSAN から VLAN へのマッピングの設定例
	vPC による SAN ブート
	vPC による SAN ブートの設定例


	索引

