
ファブリックインターコネクトとポートの

設定

この章は、次の内容で構成されています。

• ファブリックインターコネクトスイッチングモードの設定, 1 ページ

• ポートの設定, 5 ページ

• ポートチャネルの設定, 16 ページ

ファブリックインターコネクトスイッチングモードの

設定

イーサネットスイッチングモード

イーサネットスイッチングモードにより、サーバとネットワークの間のスイッチング装置として

ファブリックインターコネクトがどのように動作するかが決定されます。ファブリックインター

コネクトは、次のイーサネットスイッチングモードのいずれかで動作します。

エンドホストモード

エンドホストモードでは、ファブリックインターコネクトが、vNICを介して接続されているす
べてのサーバ（ホスト）に代わって、ネットワークに対するエンドホストとして動作できます。

この動作は、vNICをアップリンクポートにピン接続することにより実現されます（動的なピン
接続または固定のピン接続のいずれか）。これにより、ネットワークに対して冗長性が提供され、

これらのアップリンクポートはファブリックの残りの部分に対してサーバポートとなります。

エンドホストモードの場合、ファブリックインターコネクトでスパニングツリープロトコル

（STP）は実行されません。しかし、ループは、アップリンクポートがトラフィックを相互に転
送するのを拒否すること、および同時に複数のアップリンクポート上に存在する出力サーバトラ

フィックを拒否することにより回避されます。エンドホストモードは、デフォルトのイーサネッ
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トスイッチングモードであり、次のいずれかがアップストリームで使用される場合に使用する必

要があります。

•レイヤ 2集約のためのレイヤ 2スイッチング

• Virtual Switching System（VSS）集約レイヤ

エンドホストモードを有効にした場合、vNICがアップリンクポートに固定ピン接続されてい
て、このアップリンクポートがダウンすると、システムはその vNICをピン接続し直すことは
できず、その vNICはダウンしたままになります。

（注）

スイッチモード

スイッチモードは従来のイーサネットスイッチングモードです。ループを回避するためにファ

ブリックインターコネクトで STPが実行され、ブロードキャストパケットとマルチキャストパ
ケットは従来の方法で処理されます。スイッチモードは、デフォルトのイーサネットスイッチ

ングモードではありません。ファブリックインターコネクトをルータに直接接続する場合、また

は次のいずれかがアップストリームで使用される場合に限り使用する必要があります。

•レイヤ 3集約

•ボックス内の VLAN

どちらのイーサネットスイッチングモードの場合でも、サーバアレイ内のすべてのサーバ間

ユニキャストトラフィックは、ファブリックインターコネクトを介してだけ送信され、アッ

プリンクポートを介して送信されることはありません。vNICがアップリンクポートに固定ピ
ン接続されていたとしても同様です。サーバ間のマルチキャストトラフィックとブロードキャ

ストトラフィックは、同じ VLAN内のすべてのアップリンクポートを介して送信されます。

（注）
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イーサネットスイッチングモードの変更

イーサネットスイッチングモードを変更すると、Cisco UCS Directorから Cisco UCS Manager
に、ファブリックインターコネクトを再起動する要求が発行されます。クラスタ設定では、

Cisco UCS Directorにより、両方のファブリックインターコネクトを順番に再起動する要求が
発行されます。 2つめのファブリックインターコネクトでイーサネットスイッチングモード
の変更が完了し、システムで使用できるようになるまで数分間かかります。設定は保持され

ます。

（注）

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 スイッチングモードを変更するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [イーサネットモード]をクリックします。

ステップ 6 [ファブリックインターコネクトモード設定]ダイアログボックスで、[理由]フィールドに変更理由を入力
し、[モードの変更]をクリックします。
Cisco UCS Directorが、ファブリックインターコネクトを再起動する要求を発行します。

ファイバチャネルスイッチングモード

ファイバチャネルスイッチングモードは、サーバとストレージデバイス間のスイッチング装置

としてファブリックインターコネクトがどのように動作するかを決定します。ファブリックイ

ンターコネクトは、次のファイバチャネルスイッチングモードのいずれかで動作します。

エンドホストモード

エンドホストを使用すると、ファブリックインターコネクトは、仮想ホストバスアダプタ

（vHBA）を介して接続されているすべてのサーバ（ホスト）に代わって、接続されているファイ
バチャネルネットワークに対するエンドホストとして動作することができます。この動作は、

vHBAをファイバチャネルポートアダプタにピン接続することにより実現されます（動的なピン
接続または固定のピン接続のいずれか）。これにより、ファイバチャネルポートはファブリック

の残りの部分に対してサーバポート（Nポート）となります。エンドホストモードの場合、ファ
ブリックインターコネクトは、アップリンクポートがトラフィックを相互に転送するのを拒否す

ることでループを回避します。

エンドホストモードは、NPVモードと同義です。このモードは、デフォルトのファイバチャネ
ルスイッチングモードです。
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エンドホストモードを有効にした場合、vHBAがアップリンクファイバチャネルポートに固
定ピン接続されていて、このアップリンクポートがダウンすると、システムはその vHBAを
ピン接続し直すことはできず、その vHBAはダウンしたままになります。

（注）

スイッチモード

スイッチモードは従来のファイバチャネルスイッチングモードです。スイッチモードを使用し

て、ファブリックインターコネクトをストレージデバイスに直接接続することができます。ファ

イバチャネルスイッチモードの有効化は、SANが存在しない（たとえば、ストレージに直接接
続された 1つの Cisco UCSドメイン）ポッドモデル、または SANが存在する（アップストリー
ムMDSを使用）ポッドモデルで役に立ちます。

スイッチモードはデフォルトのファイバチャネルスイッチングモードではありません。

ファイバチャネルスイッチモードでは、SANピングループは不適切です。既存の SANピン
グループはすべて無視されます。

（注）

ファイバチャネルスイッチングモードの変更

ファイバチャネルスイッチングモードを変更すると、Cisco UCS Directorから Cisco UCS
Managerに、ファブリックインターコネクトを再起動する要求が発行されます。クラスタ設
定では、Cisco UCS Directorにより、両方のファブリックインターコネクトを順番に再起動す
る要求が発行されます。 2つめのファブリックインターコネクトがファイバチャネルスイッ
チングモードに変更され、システムが使用できるようになるまでには数分間かかります。設

定は保持されます。

（注）

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 スイッチングモードを変更するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [FCモード]をクリックします。

ステップ 6 [ファブリックインターコネクトモード設定]ダイアログボックスで、[理由]フィールドに変更理由を入力
し、[モードの変更]をクリックします。
Cisco UCS Directorが、ファブリックインターコネクトを再起動する要求を発行します。
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ポートの設定

Cisco UCS 6100 シリーズファブリックインターコネクトのポート
各 Cisco UCS 6100シリーズファブリックインターコネクトには、サーバポートまたはアップリ
ンクイーサネットポートとして設定できるポートの集合が固定ポートモジュール内にあります。

これらのポートは予約されていません。設定しなければ Cisco UCSドメインで使用できません。
拡張モジュールを追加して、ファブリックインターコネクト上のアップリンクポートの数を増や

したり、ファブリックインターコネクトにアップリンクファイバチャネルポートを追加したり

できます。

LANピングループと SANピングループを作成して、サーバからのトラフィックをアップリンク
ポートにピン接続する必要があります。

CiscoUCS6100シリーズファブリックインターコネクト上のポートは統合型ではありません。
統合ポートの詳細については、ポートモード, （6ページ）を参照してください。

（注）

各ファブリックインターコネクトには、次のポートタイプを含めることができます。

サーバポート

サーバポートは、ファブリックインターコネクトとサーバ上のアダプタカードとの間の

データトラフィックを処理します。

設定できるのは固定ポートモジュールのサーバポートだけです。拡張モジュールにはサー

バポートは含まれません。

アップリンクのイーサネットポート

アップリンクイーサネットポートは、ファブリックインターコネクトと次のレイヤのネッ

トワークとの間のイーサネットトラフィックを処理します。すべてのネットワーク行きの

イーサネットトラフィックは、これらのポートのいずれかにピン接続されます。

イーサネットポートはデフォルトでは未設定ですが、次の方法で機能するように設定でき

ます。

•アップリンク

• FCoE

•アプライアンス

固定モジュールまたは拡張モジュールのアップリンクイーサネットポートを設定できます。
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アップリンクファイバチャネルポート

アップリンクファイバチャネルポートは、ファブリックインターコネクトとストレージ

エリアネットワークの次のレイヤとの間のFCoEトラフィックを処理します。すべてのネッ
トワーク行きの FCoEトラフィックは、これらのポートのいずれかにピン接続されます。

ファイバチャネルポートはデフォルトでアップリンクに設定されていますが、ファイバ

チャネルストレージポートとして機能するように設定できます。これは、Cisco UCSで、
DAS（Direct-Attached Storage）デバイスへの接続が必要な場合に便利です。

設定できるのは拡張モジュールのアップリンクファイバチャネルポートだけです。固定モ

ジュールには、アップリンクファイバチャネルポートは含まれません。

Cisco UCS 6200 シリーズファブリックインターコネクトのポート

ポートモード

Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクトの場合、ポートのポートモードを設定
する必要があります。ポートモードは、ファブリックインターコネクト上の統合ポートが、イー

サネットまたはファイバチャネルトラフィックを転送するかどうかを決定します。ポートモー

ドは、ファブリックインターコネクトによって自動的に検出されません。

ポートモードを変更すると、既存のポート設定が削除され、新しい論理ポートに置き換えられま

す。 VLAN、VSANなど、当該ポート設定に関連付けられているオブジェクトはすべて削除され
ます。統合ポートのポートモードを変更できる回数に制限はありません。

ポートタイプ

ポートタイプは、統合ポート接続経由で転送されるトラフィックのタイプを定義します。

記載されているすべてのポートタイプは、固定モジュールと拡張モジュールのどちらにも設定で

きます。これに含まれるサーバポートは、Cisco UCS 6100シリーズファブリックインターコネ
クト拡張モジュールでは設定できませんが、Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネ
クト拡張モジュールでは設定できます。

イーサネットポートモードに変更された統合ポートは、デフォルトでアップリンクイーサネッ

トポートタイプに設定されます。ファイバチャネルポートモードに変更された統合ポートは、

ファイブチャネルアップリンクポートタイプに設定されます。ファイバチャネルポートの設

定を解除することはできません。

ポートタイプ変更時のリブートは不要です。

ポートモードがイーサネットに設定されたときには、次のポートタイプを設定できます。

•サーバポート

•イーサネットアップリンクポート

•イーサネットポートチャネルメンバ

   Cisco UCS Director 管理ガイド for Cisco UCS Manager、リリース 5.0
6

ファブリックインターコネクトとポートの設定

Cisco UCS 6200 シリーズファブリックインターコネクトのポート



• FCoEポート

•アプライアンスポート

•アプライアンスポートチャネルメンバ

ポートモードがファイバチャネルに設定されたときには、次のポートタイプを設定できます。

•ファイバチャネルアップリンクポート

•ファイバチャネルポートチャネルメンバ

•ファイバチャネルストレージポート

• FCoEアップリンクポート

固定モジュールポートのポートモードの設定

ポートモード設定後、ファブリックインターコネクトがリブートされます。（注）

Cisco UCS 6100シリーズファブリックインターコネクトのポートでは、ポートモードを設定で
きません。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 ポートモードを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [固定モジュールポートの設定]をクリックします。

ステップ 6 [固定モジュールポートの設定]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 設定するポートのチェックボックスをオンにします。
b) [送信]をクリックします。

拡張モジュールポートのポートモードの設定

ポートモード設定後、ファブリックインターコネクトがリブートされます。（注）

Cisco UCS Director 管理ガイド for Cisco UCS Manager、リリース 5.0    
7

ファブリックインターコネクトとポートの設定

Cisco UCS 6200 シリーズファブリックインターコネクトのポート



6100シリーズファブリックインターコネクトのポートでは、ポートモードを設定できません。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 ポートモードを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [拡張モジュールポートの設定]をクリックします。

ステップ 6 [拡張モジュールポートの設定]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 設定するポートのチェックボックスをオンにします。
b) [送信]をクリックします。

ポートの有効化

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 ポートを有効にするファブリックインターコネクトのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [詳細の表示]をクリックします。

ステップ 6 次のいずれかのタブをクリックします。

• [イーサネットポート]タブ

• [ファイバチャネルポート]タブ

ステップ 7 有効にするポートをクリックします。

Ctrlキーを押しながらクリックすると、複数のポートを選択して有効にすることができます。

ステップ 8 [ポートの有効化]をクリックします。

ステップ 9 [ポートの有効化]ダイアログボックスで [有効化]をクリックします。
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ポートの無効化

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 ポートを無効にするファブリックインターコネクトのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [詳細の表示]をクリックします。

ステップ 6 次のいずれかのタブをクリックします。

• [イーサネットポート]タブ

• [ファイバチャネルポート]タブ

ステップ 7 無効にするポートをクリックします。

Ctrlキーを押しながらクリックすると、複数のポートを選択して無効にすることができます。

ステップ 8 [ポートの無効化]をクリックします。

ステップ 9 [ポートの無効化]ダイアログボックスで、[無効化]をクリックします。

イーサネットポートの設定

サーバポートの設定

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 サーバポートを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [イーサネットポート]タブをクリックします。

ステップ 6 サーバポートを設定するポートをクリックします。

Ctrlキーとクリックを使用すると、複数のポートを選択して設定ができます。

ステップ 7 [サーバポートとして設定]をクリックします。

ステップ 8 [サーバポートとして設定]ダイアログボックスで、[サーバポートとして設定]をクリックします。
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アップリンクポートの設定

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 アップリンクポートを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [イーサネットポート]タブをクリックします。

ステップ 6 アップリンクポートを設定するポートをクリックします。

Ctrlキーとクリックを使用すると、複数のポートを選択して設定ができます。

ステップ 7 [アップリンクポートとして設定]をクリックします。

ステップ 8 [アップリンクポートとして設定]ダイアログボックスで、[アップリンクポートとして設定]をクリックし
ます。

FCoE アップリンクポートの設定

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 FCoEアップリンクポートを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [イーサネットポート]タブをクリックします。

ステップ 6 FCoEアップリンクポートを設定するポートをクリックします。
Ctrlキーとクリックを使用すると、複数のポートを選択して設定ができます。

ステップ 7 [アップリンクFCoEとして設定]をクリックします。

ステップ 8 [FCoEアップリンクポートとして設定]ダイアログボックスで、[送信]をクリックします。
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FCoE ストレージポートの設定

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 FCoEストレージポートを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [イーサネットポート]タブをクリックします。

ステップ 6 FCoEストレージポートを設定するポートをクリックします。
Ctrlキーとクリックを使用すると、複数のポートを選択して設定ができます。

ステップ 7 [ストレージFCoEとして設定]をクリックします。

ステップ 8 [FCoEストレージポートとして設定]ダイアログボックスで、[送信]をクリックします。

アプライアンスポートの設定

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 アプライアンスポートを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [イーサネットポート]タブをクリックします。

ステップ 6 アプライアンスポートを設定するポートをクリックします。

Ctrlキーとクリックを使用すると、複数のポートを選択して設定ができます。

ステップ 7 [アプライアンスポートとして設定]をクリックします。

ステップ 8 [アプライアンスポートとして設定]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

ポートの Quality of Serivce（QoS）を選択します。
次のいずれかになります。

• [ベストエフォート]：この優先順位は使用しな
いでください。 ベーシックイーサネットト

ラフィックレーンのために予約されています。

• [プラチナ]：この優先順位は、vNICトラフィッ
クのみに使用します。

• [ゴールド]：この優先順位は、vNICトラフィッ
クのみに使用します。

• [ブロンズ]：この優先順位は、vNICトラフィッ
クのみに使用します。

[優先順位]ドロップダウンリスト

特定のファブリックやポート、またはファブリック

やポートチャネルのアプライアンスピンターゲッ

トとして使用する LANピングループを選択しま
す。

[ピングループ]ドロップダウンリスト

このポートと関連付けるネットワーク制御ポリシー

を選択します。

[ネットワーク制御ポリシー]ドロップダウンリスト

このポートと関連付けられるフローコントロール

ポリシーを選択します。

[フローコントロールポリシー]ドロップダウンリス
ト

ポートのデータ転送レートを選択します。ポートが

リンクされている宛先と一致する必要があります。

次のいずれかになります。

• 1 Gbps

• 10 Gbps

• 20 Gbps

• 40 Gbps

管理速度は特定のポートのみで変更でき、

すべての速度がすべてのシステムで使用

できるわけではありません。詳細につい

ては、お使いのファブリックインターコ

ネクトのハードウェアインストールガイ

ドを参照してください。

（注）

[管理速度]ドロップダウンリスト
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説明名前

アプライアンスポートのポートモードを選択しま

す。

• [トランク]：このポートに関連付ける1つ以上
の VLANを選択できる VLAN表を表示しま
す。

• [アクセス]：このポートに関連付ける 1つの
VLANを選択できる [VLANの選択]ドロップ
ダウンリストを表示します。

[ポートモード]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [VLAN]領域で、次の手順を実行します。
a) [トランク]ポートモードを選択した場合は、VLAN表で [追加]をクリックして以下のフィールドに入
力し、[送信]をクリックします。

• [名前]ドロップダウンリスト：アプライアンスポートと関連付ける VLANを選択します。

• [ネイティブVLANとして設定]チェックボックス：このチェックボックスをオンにすると、この
VLANをポートのネイティブ VLANとして設定できます。

b) [アクセス]ポートモードを選択した場合は、[VLAN]ドロップダウンリストから VLANを選択しま
す。

ステップ 10 （任意） [イーサネットターゲットエンドポイント]領域で、エンドポイントを追加する場合は、次の手
順を実行します。

a) [名前]フィールドに、ターゲットエンドポイントの名前を入力します。
b) [MACアドレス]フィールドに、ターゲットエンドポイントのMACアドレスを入力します。

ステップ 11 [送信]をクリックします。
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イーサネットポートの設定解除

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 ポートを設定解除するファブリックインターコネクトのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [イーサネットポート]タブをクリックします。

ステップ 6 設定を解除するポートをクリックします。

Ctrlキーを押しながらクリックすると、複数のポートを選択して設定を解除することができます。

ステップ 7 [未設定]をクリックします。

ステップ 8 [未設定]ダイアログボックスで、[未設定]をクリックします。

ファイバチャネルポートの設定

ファイバチャネルストレージポートの設定

これらのポートが有効になるためには、ファイバチャネルスイッチングモードがスイッチモー

ドに設定されている必要があります。ストレージポートは、エンドホストモードでは動作しま

せん。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 ファイバチャネルストレージポートを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックしま

す。

ステップ 5 [ファイバチャネルポート]タブをクリックします。

ステップ 6 ファイバチャネルストレージポートを設定するポートをクリックします。

Ctrlキーとクリックを使用すると、複数のポートを選択して設定ができます。

ステップ 7 [ストレージポートとして設定]をクリックします。

ステップ 8 [FCストレージアップリンクポートとして設定]ダイアログボックスで、[送信]をクリックします。

   Cisco UCS Director 管理ガイド for Cisco UCS Manager、リリース 5.0
14

ファブリックインターコネクトとポートの設定

イーサネットポートの設定解除



ファイバチャネルアップリンクポートの設定

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 ファイバチャネルアップリンクポートを設定するファブリックインターコネクトの表の列をクリックし

ます。

ステップ 5 [ファイバチャネルポート]タブをクリックします。

ステップ 6 ファイバチャネルアップリンクポートを設定するポートをクリックします。

Ctrlキーとクリックを使用すると、複数のポートを選択して設定ができます。

ステップ 7 [アップリンクポートとして設定]をクリックします。

ステップ 8 [アップリンクポートとして設定]ダイアログボックスで、[送信]をクリックします。

ファイバチャネルポートと VSAN の関連付け

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 VSANを関連付けるファブリックインターコネクトの表の列をクリックします。

ステップ 5 [詳細の表示]をクリックします。

ステップ 6 [ファイバチャネルポート]タブをクリックします。

ステップ 7 VSANを関連付けるポートをクリックします。
Ctrlキーとクリックを使用して、同じ VSANに複数のポートを選択し、関連付けることができます。

ステップ 8 [VSANの関連付け]をクリックします。

ステップ 9 [VSANの関連付け]ダイアログボックスで、[VSAN]ドロップダウンリストから VSANを選択し、[送信]
をクリックします。
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ポートチャネルの設定

LAN ポートチャネル
LANポートチャネルでは、複数の物理アップリンクイーサネットポート（リンク集約）をグルー
プ化して、1つの論理イーサネットリンクを作成し、耐障害性と高速接続を実現できます。 1つ
のポートチャネルには、最大で 8個のアップリンクイーサネットポートを追加できます。

Cisco UCSでは、ポート集約プロトコル（PAgP）ではなく、Link Aggregation Control Protocol
（LACP）を使用して、アップリンクイーサネットポートをポートチャネルにグループ化し
ます。アップストリームスイッチのポートが LACPに設定されていない場合は、ファブリッ
クインターコネクトがアップリンクイーサネットポートチャネル内の全ポートを個別ポート

として扱い、パケットを転送します。

（注）

LAN ポートチャネルの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[LANポートチャネル]タブをクリックします。

ステップ 4 [追加]をクリックします。

ステップ 5 [LANポートチャネル]ウィザードで、[ポートチャネル名]ドロップダウンリストから [LANポートチャネ
ル]を選択し、[次へ]をクリックします。

ステップ 6 [LANポートチャネル -詳細]ページで、次の手順を実行します。
a) [ID]フィールドに、ポートチャネルの識別子を入力します。

1～ 256の整数を入力する必要があります。この IDは、ポートチャネルを保存した後で変更できませ
ん。

b) [名前]フィールドに、ポートチャネルの一意の名前を入力します。
c) [ファブリックID]ドロップダウンリストから、ポートチャネルに関連付けるファブリックインターコ
ネクトを選択します。

d) [ポート]テーブルで、ポートチャネルに含めるポートのチェックボックスをオンにします。
e) [次へ]をクリックします。

ステップ 7 [サマリー]ページで、作成したポートチャネルの詳細を確認し、[送信]をクリックしてポートチャネル
を作成します。

詳細の一部を変更する場合は、[戻る]をクリックして目的のページに戻ります。
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SAN ポートチャネル
SANポートチャネルを使用すると、複数の物理ファイバチャネルポートをグループ化し（リン
ク集約）、1つの論理的なファイバチャネルリンクを作成して、耐障害性と高速接続を実現でき
ます。最大 4つの SANポートチャネルを各 Cisco UCSドメイン内に作成できます。各ファイバ
チャネルポートのチャネルは、最大 16のアップリンクファイバチャネルポートを含むことがで
きます。

SAN ポートチャネルの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[SANポートチャネル]タブをクリックします。

ステップ 4 [追加]をクリックします。

ステップ 5 [SANポートチャネル]ウィザードで、[ポートチャネル名]ドロップダウンリストから [SANポートチャネ
ル]を選択し、[次へ]をクリックします。

ステップ 6 [SANポートチャネル -詳細]ページで、次の手順を実行します。
a) [ID]フィールドに、ポートチャネルの識別子を入力します。

1～ 256の整数を入力する必要があります。この IDは、ポートチャネルを保存した後で変更できませ
ん。

b) [名前]フィールドに、ポートチャネルの一意の名前を入力します。
c) [ファブリックID]ドロップダウンリストから、ポートチャネルに関連付けるファブリックインターコ
ネクトを選択します。

d) [管理速度]ドロップダウンリストから、ポートチャネルのトラフィックのデータ転送速度を選択しま
す。

e) [ポート]テーブルで、ポートチャネルに含めるポートのチェックボックスをオンにします。
f) [次へ]をクリックします。

ステップ 7 [サマリー]ページで、作成したポートチャネルの詳細を確認し、[送信]をクリックしてポートチャネル
を作成します。

詳細の一部を変更する場合は、[戻る]をクリックして目的のページに戻ります。

アプライアンスポートチャネル

アプライアンスポートチャネルを使用すると、複数の物理的なアプライアンスポートをグルー

プ化して 1つの論理的なイーサネットストレージリンクを作成し、耐障害性と高速接続を実現で
きます。 1つのポートチャネルには、最大で 8個のアプライアンスポートを追加できます。
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アプライアンスポートチャネルの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[LANポートチャネル]タブをクリックします。

ステップ 4 [追加]をクリックします。

ステップ 5 [LANポートチャネル]ウィザードで、[ポートチャネル名]ドロップダウンリストから [アプライアンスポー
トチャネル]を選択し、[次へ]をクリックします。

ステップ 6 [アプライアンスポートチャネル -詳細]ページで、次の手順を実行します。
a) [ID]フィールドに、ポートチャネルの識別子を入力します。

1～ 256の整数を入力する必要があります。この IDは、ポートチャネルを保存した後で変更できませ
ん。

b) [名前]フィールドに、ポートチャネルの一意の名前を入力します。
c) [ファブリックID]ドロップダウンリストから、ポートチャネルに関連付けるファブリックインターコ
ネクトを選択します。

d) [優先度]ドロップダウンリストから、このポートチャネルに割り当てるQoSシステムを選択します。
e) [プロトコル]ドロップダウンリストから、このポートチャネルに割り当てる次のいずれかのプロトコ
ルを選択します。

•スタティック

• LACP

f) [ピングループ]ドロップダウンリストから、このポートチャネルに割り当てる LANピングループを
選択します。

g) [ネットワーク制御ポリシー]ドロップダウンリストから、このポートチャネルに関連付けるネット
ワーク制御ポリシーを選択します。

h) [フローコントロールポリシー]ドロップダウンリストから、このポートチャネルに関連付けるフロー
コントロールポリシーを選択します。

i) [ポートモード]ドロップダウンリストから、次のいずれかのポートチャネルのモードを選択します。:

•トランク

•アクセス

j) トランクポートモードを選択した場合は、[VLAN]テーブルで、ポートチャネルに含める VLANの
チェックボックスをオンにします。

k) [ネイティブVLAN]ドロップダウンリストから、このポートチャネルのネイティブ VLANを選択しま
す。

l) エンドポイントを追加する場合は、[イーサネットターゲットエンドポイント]チェックボックスをオ
ンにし、エンドポイントの名前とMACアドレスを入力します。

m) [ポート]テーブルで、ポートチャネルに含めるポートのチェックボックスをオンにします。
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n) [次へ]をクリックします。

ステップ 7 [サマリー]ページで、作成したポートチャネルの詳細を確認し、[送信]をクリックしてポートチャネル
を作成します。

詳細の一部を変更する場合は、[戻る]をクリックして目的のページに戻ります。

FCoE ポートチャネル
FibreChannel over Ethernet（FCoE）ポートチャネルを使用して、複数の物理FCoEポートをグルー
プ化し、1つの論理的な FCoEポートチャネルを作成することができます。物理レベルでは、
FCoEポートチャネルは FCoEトラフィックをイーサネットポートチャネル経由で転送します。
メンバのセットを含む FCoEポートチャネルは、基本的には同じメンバを含むイーサネットポー
トチャネルです。このイーサネットポートチャネルは、FCoEトラフィックの物理トランスポー
トです。

各 FCoEポートチャネル用に、Cisco UCSは仮想ファイバチャネル（VFC）を内部で作成し、そ
れをイーサネットポートチャネルにバインドします。ホストから受信した FCoEトラフィック
は、FCoEトラフィックがファイバチャネルアップリンク経由で送信されるのと同じように、VFC
経由で送信されます。

FCoE ポートチャネルの作成

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[SANポートチャネル]タブをクリックします。

ステップ 4 [追加]をクリックします。

ステップ 5 [SANポートチャネル]ウィザードで、[ポートチャネル名]ドロップダウンリストから [FCoEポートチャネ
ル]を選択し、[次へ]をクリックします。

ステップ 6 [FCoEポートチャネル -詳細]ページで、次の手順を実行します。
a) [ID]フィールドに、ポートチャネルの識別子を入力します。

1～ 256の整数を入力する必要があります。この IDは、ポートチャネルを保存した後で変更できませ
ん。

b) [名前]フィールドに、ポートチャネルの一意の名前を入力します。
c) [ファブリックID]ドロップダウンリストから、ポートチャネルに関連付けるファブリックインターコ
ネクトを選択します。

d) [VSAN]ドロップダウンリストから、ポートチャネルに関連付ける VSANを選択します。
e) [ポート]テーブルで、ポートチャネルに含めるポートのチェックボックスをオンにします。
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f) [次へ]をクリックします。

ステップ 7 [サマリー]ページで、作成したポートチャネルの詳細を確認し、[送信]をクリックしてポートチャネル
を作成します。

詳細の一部を変更する場合は、[戻る]をクリックして目的のページに戻ります。

ポートチャネルの有効化

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、次のいずれかのタブをクリックします。

• LANポートチャネルまたはアプリケーションポートチャネルを有効にする場合は、[LANポートチャ
ネル]タブをクリックします。

• SANポートチャネルまたは FCoEポートチャネル有効にする場合は、[SANポートチャネル]タブを
クリックします。

ステップ 4 有効にするポートチャネルのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [ポートチャネルの有効化]をクリックします。

ステップ 6 [ポートチャネルの有効化]ダイアログボックスで [有効化]をクリックします。

ポートチャネルの無効化

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、次のいずれかのタブをクリックします。

• LANポートチャネルまたはアプリケーションポートチャネルを無効にする場合は、[LANポートチャ
ネル]タブをクリックします。
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• SANポートチャネルまたは FCoEポートチャネルを無効にする場合は、[SANポートチャネル]タブ
をクリックします。

ステップ 4 無効にするポートチャネルのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [ポートチャネルの無効化]をクリックします。

ステップ 6 [ポートチャネルの無効化]ダイアログボックスで、[無効化]をクリックします。
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