注意事項と制約事項
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco Nexus 7000 シリーズおよび Cisco MDS 9000 の FCoE の確認済みの制限値 , 1 ページ
• Cisco Nexus 7000：注意事項および制約事項, 1 ページ
• Cisco MDS 9000 シリーズ：注意事項および制約事項, 5 ページ

Cisco Nexus 7000 シリーズおよび Cisco MDS 9000 の FCoE
の確認済みの制限値
設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。

Cisco Nexus 7000：注意事項および制約事項
• デフォルト VLAN 上の FCoE はイネーブルにできません。
• QoS ポリシーは、ネットワーク内のすべての Cisco FCoE スイッチで同一である必要がありま
す。
• Cisco NX-OS Release 6.1 以降では、FCoE が F2 および F2e シリーズ モジュールでサポートさ
れます。
◦ FCoE は F2e（SFP+）モジュールのみをサポートします。
◦ FCoE は F2e（銅線）モジュールはサポートしません。
• Cisco NX-OS リリース 7.2(0)D1(1) 以降では、FCoE は次の F3 シリーズ モジュールでサポー
トされます。
• Cisco Nexus 7700 F3 シリーズ 48 ポート 1/10 ギガビット イーサネット（SFP+）モジュー
ル（PID：N77-F348XP-23）
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• Cisco Nexus 7700 F3 シリーズ 24 ポート 40 ギガビット イーサネット（QSFP+）モジュー
ル（PID：N77-F324FQ-25）
• Cisco Nexus 7000 F3 シリーズ 12 ポート 40 ギガビット イーサネット（QSFP+）モジュー
ル（PID：N7K-F312FQ-25）

FCoE VDC
専用ストレージ VDC の FCoE に関するガイドラインは、次のとおりです。
• FCoE フィーチャ セットは、1 つの VDC でのみイネーブルにします。
• FCoE により割り当てられた VLAN 範囲内で VLAN を作成します。
• 専用の FCoE VDC のストレージ関連の機能以外の他の機能をイネーブルにしないでくださ
い。
• 32 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（PID N7K-F132XP-15）などの F シリー
ズ モジュールから、リソースを専用 FCoE VDC に割り当てます。
• ストレージ VDC ではロール バックはサポートされていません。
• Cisco NX-OS リリース 7.2(0)D1(1) では、ストレージ VDC と共有できるのは、24 台の FEX か
らのポートのみです。24 台までという制限はありませんが、24 台以上はテストされておら
ず、サポートもされません。
• F2、F2e、F3 シリーズ モジュールの FCoE は、スーパバイザ 2 モジュール（Cisco Nexus 7000
シリーズ デバイス用 N7K-SUP2）およびスーパバイザ 2E モジュール（Cisco Nexus 7700 シ
リーズ デバイス用 N77-SUP2E および Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイス用 N7K-SUP2E）で
サポートされます。
• ストレージ VDC で FCoE over FEX を有効にするには、ストレージ VDC に対して管理 VDC
またはデフォルト VDC から事前に allow feature-set FEX コマンドを実行する必要がありま
す。FCoE over FEX は、7.2(0)D1(1) 以降で使用できます。
• IVR（VSAN 間ルーティング）ゾーンの設定は、FCoE over FEX ではサポートされません。
• F3 の Fiber Channel over Ethernet （FCoE）機能ライセンスは、7.2.0 リリース以降でサポート
されます。イメージ 6.2.x 以前のバージョンにダウングレードするには、まず F3 FCoE ライ
センスをアンインストールしてから先に進みます。ライセンスの詳細については、『Cisco
NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
• F2、F2e、および F3 シリーズ モジュールは、同じ VDC に共存できます。これは、LAN とス
トレージ VDC の両方に当てはまります。
• F1 および F3 シリーズ モジュールは、同じ VDC に共存できません。これは、LAN とスト
レージ VDC の両方に当てはまります。
• F1 および F2 シリーズ モジュールは、同じ VDC に存在できません。これは、LAN とスト
レージ VDC の両方に当てはまります。
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• 管理 VDC またはデフォルト VDC で limit-resource module-type コマンドを使用して、F1、
F2、F2e、F3 などのモジュール リソースをストレージ VDC に割り当てます。サポートされ
るライン カード モジュールは、F1、F2、F2e、および F3 です。
• マルチホップ FCoE を設定する場合、必ず両側で同じ no-drop クラスを使用してください。
プライオリティ フロー制御は、異なる no-drop クラスを使用すると機能しません。show
interface priority-flow-control コマンドを使用して、プライオリティ フロー制御の動作を確認
します。
共有インターフェイス

（注）

• プロトコル ステートは、ポート機能により共有インターフェイスの親ポートをフラップ
するため、これを変更すると、ストレージ VDC の FCoE トラフィックに影響を与えます。
• 1500 MTU は、すべての FCoE のサポートされる プラットフォームで FCoE トラフィック
を伝送するわけではありません。
次のインターフェイス コンフィギュレーション モードは、イーサネット VDC からストレージ
VDC までインターフェイスが共有されている間は使用できません。
• SPAN 宛先
• プライベート VLAN モード
• ポートチャネル インターフェイス
• アクセス モード
• mac-packet-classify
• 関連する QoS ポリシーが設定された VLAN の一部であるインターフェイス
共有イーサネット インターフェイスはトランク モードで、他の 1 つの VDC とだけ共有する必要
があります。
ストレージ VDC
アウトオブバンド（OOB）管理インターフェイス mgmt0 用に VDC を設定するには、vrf context
management コマンドを使用します。ただし、ストレージ VDC は VRF をサポートしていないた
め、mgmt0 を設定するには別のアプローチが必要です。
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次の表に、VDC とストレージ VDC 用に mgmt 0 を設定する方法を示します。
VDC 用の mgmt 0 の設定

ストレージ VDC 用の mgmt 0 の設定

vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 default_gateway

interface mgmt 0
ip address mgmt0_ip_address mgmt0_subnet_mask
no shut
ip route 0.0.0.0/0 default_gateway

（注）

ip route コマンドは、デフォルト ゲー
トウェイを指すデフォルト ルートを
指定します。

値は次のとおりです。
• mgmt0_ip_address は mgmt0 IPv4 アドレスです。
• mgmt0_subnet_mask は mgmt0 IPv4 ネットマスクです。
• default_gateway はデフォルト ゲートウェイの IPv4 アドレスです。
VDC の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』
を参照してください。

マルチホップ FCoE ディスタンスの設定：注意事項および制約事項
マルチホップ FCoE では、デバイスが一時停止を送信する場合、ポーズ フレームを生成するイン
ターフェイスには、リンク距離の 2 倍の距離をバッファできるだけのバッファ空間を持つ入力
キューが必要です。これは、一時停止が生成されるとネットワークで輻輳が発生する可能性があ
るためです。隣接デバイスが生成されたポーズ フレームを受信または処理するまでに、ネット
ワークで再度輻輳が発生する可能性があります。そのため、一時停止を生成するデバイスは、リ
ンク距離の 2 倍の距離をバッファできる必要があります。
計算では、10 km のリンクで 100 以上のパケットが移動できます。ASIC 制限により、F1 シリーズ
のライン カードは、10 km 以上のリンクでロスレス FCoE をサポートしません。
マルチホップ FCoE の距離制限の詳細については、以下を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/117785-probsol-nexus7000-00.html
F2、F2E、または F3 ライン カードは、最大 80 km の長距離ロスレス距離をサポートします。NX-OS
リリース 6.1(2) 以降では、入力キューのバッファ設定を変更できます。
表 1：F2、F2E、または F3 ライン カードの FCoE 長距離用のバッファ チューニング表

ディスタンス

Line Card

SFP

入力バッファ キュー
制限

5 km 以下

F2/F2e

LR

no-drop が 60%、ド
ロップ キュー が 40%
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ディスタンス

Line Card

SFP

入力バッファ キュー
制限

5 km ～ 10 km

F2/F2e

LR

no-drop が 70%、ド
ロップ キュー が 30%

10 km ～ 40 km

F2/F2e

ER

no-drop が 80%、ド
ロップ キュー が 20%

40 km ～ 80 km

F2/F2e

ZR/DWDM

no-drop が 90%、ド
ロップ キュー が 10%

次に、キューイング ポリシーの作成例を示します。この例では、no-drop が 60 パーセントのバッ
ファ、ドロップ キューが 40 パーセントのバッファです。
switch-storage(config)# qos copy policy-map type queuing default-7e-4q8q-in-policy prefix
my7e_
switch-storage(config)# policy-map type queuing my7e_7e-4q8q-in
switch-storage(config-pmap-que)# class type queuing c-7e-4q8q-drop-in
switch-storage(config-pmap-c-que)# queue-limit percent 40
switch-storage(config-pmap-c-que)# class type queuing c-7e-4q8q-ndrop-in
switch-storage(config-pmap-c-que)# queue-limit percent 60
switch-storage(config-pmap-c-que)# end
switch-storage#
switch-storage# show policy-map type queuing my7e_7e-4q8q-in
Type queuing policy-maps
policy-map type queuing my7e_7e-4q8q-in
class type queuing c-7e-4q8q-drop-in
service-policy type queuing my7e_7e-4q8q-drop-in
queue-limit percent 40
class type queuing c-7e-4q8q-ndrop-in
service-policy type queuing my7e_7e-4q8q-ndrop-in
queue-limit percent 60

Cisco MDS 9000 シリーズ：注意事項および制約事項
• デフォルト VLAN 上の FCoE はイネーブルにできません。
• FCoE モジュール上の FCoE だけをイネーブルにできます。ただし、これは 9250i MDS スイッ
チには適用されません。
• QoS ポリシーは、ネットワーク内のすべての Cisco FCoE スイッチで同一である必要がありま
す。
• Cisco MDS 9700 シリーズ、MDS 9500 シリーズ、および 9250i スイッチは、LAN トラフィッ
クをサポートせず、FCoE フレームを受信して処理するだけです。
• Cisco MDS 9500 シリーズでは、Supervisor-2A モジュールをインストールして FCoE を設定す
る必要があります。
• FC-Redirect サービスを使用するファブリックに FCoE モジュールをインストールできます。
ただし、FC-Redirect サービス アプリケーション モジュールがイネーブルにされた同じスイッ
チに FCoE モジュールをインストールしないでください。
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• SME は、MDS FCoE ラインカード（DX-X9708-K9）で接続されたデバイスなど、FCoE 接続
のデバイスをサポートしていません。
• Cisco MDS NX-OS Release 5.2(x) では、DMM、SME、または IOA を実行しているスイッチに
FCoE モジュールをインストールできません。
• Cisco MDS 9250i は最大 32 の VSAN をサポートします。
• MDS 9250i は、FCoE Switched Port Analyzer（SPAN）をサポートしません。
• また、MDS 9250i は、汎用オンライン診断（GOLD）や Online Health Management System
（OHMS）などの FCoE ポート診断をサポートしません。
• Cisco MDS 9500 は、F3 シリーズ モジュールをサポートしません。Cisco MDS 9700 は、40 ギ
ガビット モジュールを搭載した F3 シリーズをサポートします。
• Cisco MDS 9000 は、F3 シリーズ モジュールの 10 ギガビットまたは 40 ギガビット FEX 接続
をサポートしません。
• 5 つのファブリック モジュール（FAB）を使用して、24 個のポートで MDS 40 G ライン カー
ドの完全なスループットを受信することをお勧めします。4 つのうち 3 つのファブリック モ
ジュールを使用すると、ポートのオーバーサブスクリプションが発生する可能性がありま
す。
• マルチホップ FCoE を設定する場合、必ず両側で同じ no-drop クラスを使用してください。
プライオリティ フロー制御は、異なる no-drop クラスを使用すると機能しません。show
interface priority-flow-control コマンドを使用して、プライオリティ フロー制御の動作を確認
します。
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