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初期設定
Cisco UCS ドメイン内のファブリック インターコネクトに初めてアクセスしたときは、セットアッ
プ ウィザードで、システム設定に必要な次の情報を設定する必要があります。
• インストール方法（GUI または CLI）
• セットアップ モード（フル システム バックアップからの復元または初期セットアップ）
• システム設定タイプ（スタンドアロンまたはクラスタ設定）
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• システム名
• admin パスワード
• 管理ポートの IPv4 アドレスとサブネット マスク、または IPv6 アドレスとプレフィックス
• デフォルトのゲートウェイの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス
• DNS サーバの IPv4 または IPv6 アドレス
• デフォルトのドメイン名

セットアップ モード
システム設定を既存のバックアップファイルから復元するか、セットアップウィザードを実行し
てシステムを手動でセットアップするか、選択できます。システムを復元する場合は、バックアッ
プ ファイルが、管理ネットワークから到達可能な場所に存在する必要があります。

システム設定タイプ
Cisco UCS ドメインは、スタンドアロン構成で単一のファブリック インターコネクトを使用する
ように設定することもできますし、クラスタ構成でファブリック インターコネクトの冗長ペアを
使用するように設定することもできます。
クラスタ設定では、ハイアベイラビリティが提供されます。一方のファブリックインターコネク
トが使用不可能になっても、もう一方が代わりを務めます。クラスタ設定をサポートするには、
管理ポート（Mgmt0）接続が 1 つだけあれば十分です。しかし、リンクレベルの冗長性を実現す
るには、両方の Mgmt0 ポートを接続する必要があります。
さらに、クラスタ構成では、冗長仮想インターフェイス（VIF）接続のフェールオーバー リカバ
リ時間が大幅に向上します。アダプタに、あるファブリック インターコネクトへのアクティブな
VIF 接続と別の（第 2 の）ファブリック インターコネクトへのスタンバイ VIF 接続が存在する場
合、アクティブな VIF の学習済み MAC アドレスは複製されますが、第 2 のファブリック インター
コネクトにはインストールされません。アクティブな VIF に障害が発生した場合、第 2 のファブ
リック インターコネクトは複製された MAC アドレスをインストールし、それを Gratuitous ARP
メッセージを介してネットワークにブロードキャストして、切り替え時間を短縮します。

（注）

クラスタ構成では、管理プレーンに対してのみ冗長性が提供されます。データの冗長性はユー
ザの設定に依存するので、データの冗長性をサポートするにはサードパーティ製のツールが必
要なこともあります。
クラスタ構成を使用するには、L1（L1 から L1）と L2（L2 から L2）のハイ アベイラビリティ
ポート間で、イーサネット ケーブルを使用して 2 つのファブリック インターコネクトを直接接続
し、その間に他のファブリック インターコネクトが含まれないようにする必要があります。ま
た、パッチパネルを介してファブリックインターコネクトを直接接続すると、それらは互いの状
態を継続的にモニタして、一方で故障が発生した場合に即座にそれを検知できるようになります。
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クラスタ設定内の両方のファブリックインターコネクトに対して初期セットアッププロセスを実
行する必要があります。クラスタ構成用に設定した 1 番目のファブリック インターコネクトをイ
ネーブルにする必要があります。2 番目のファブリック インターコネクトを設定すると、そのファ
ブリック インターコネクトはクラスタ内のピア ファブリック インターコネクトとして 1 番目の
ファブリック インターコネクトを検出します。
詳細については、『Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect Hardware Installation Guide』 を参照
してください。

管理ポートの IP アドレス
スタンドアロン設定では、ファブリック インターコネクトの単一の管理ポートに対して IPv4 アド
レス、ゲートウェイ、サブネット マスクを 1 つだけ、または IPv6 アドレス、ゲートウェイ、ネッ
トワーク プレフィックスを 1 つだけ指定する必要があります。管理ポートの IP アドレスに対して
IPv4 または IPv6 アドレスのいずれかを設定できます。
クラスタ構成では、同一のサブネットに以下の 3 つの IPv4 アドレスを指定するか、プレフィック
スが同じ 3 つの IPv6 アドレスを指定する必要があります。
• ファブリック インターコネクト A の管理ポートの IP アドレス
• ファブリック インターコネクト B の管理ポートの IP アドレス
• クラスタの IP アドレス

（注）

クラスタ構成では、両方のファブリック インターコネクトの管理ポートに同じアドレス タイ
プ（IPv4 または IPv6）を設定する必要があります。最初の FI に IPv4 アドレスを設定し、2 番
目の FI に IPv6 アドレスを設定すると、その構成は機能しません。

スタンドアロン設定用の初期システムセットアップの実
行
はじめる前に
1 ファブリック インターコネクトにおける次の物理接続を確認します。
• コンソール ポートがコンピュータ端末またはコンソール サーバに物理的に接続されてい
る。
• 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。
詳細については、お使いのファブリック インターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。
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2 コンソール ポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソー
ル ポート パラメータが次のとおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット
3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。
• システム名
• admin アカウントのパスワード。Cisco UCS Manager のパスワードのガイドラインに適合
する強力なパスワードを選択します。このパスワードは空にできません。
• 管理ポート IPv4 およびサブネット マスク、または IPv6 アドレスとプレフィックス。
• デフォルト ゲートウェイ IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。
• DNS サーバの IPv4 または IPv6 アドレス（任意）。
• システムのドメイン名（任意）。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま
す。リリースを確認するために DHCP クライアントが実行されます。

ステップ 3

設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表
示されます。console と入力して、コンソール CLI を使用した初期設定を続行します。

ステップ 4

初期システム設定として続行するために、setup と入力します。

ステップ 5

初期設定の続行を確定するために、y を入力します。

ステップ 6

admin アカウントのパスワードを入力します。

ステップ 7

確認のために、admin アカウントのパスワードを再入力します。

ステップ 8

スタンドアロン設定用の初期設定を続行するために、no を入力します。

ステップ 9

システム名を入力します。

ステップ 10

ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
IPv4 アドレスを入力する場合は、IPv4 サブネット マスクを入力するように求められます。IPv6 ア
ドレスを入力する場合は、IPv6 ネットワーク プレフィックスを入力するように求められます。

ステップ 11

各 IPv4 サブネット マスク、または IPv6 ネットワーク プレフィックスを入力し、Enter キーを押し
ます。
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ファブリックインターコネクトの管理ポート用に入力したアドレスタイプによって、デフォルト
ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アドレスを求められます。
ステップ 12

次のいずれかを入力します。
• IPv4 address of the default gateway
• デフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレス

ステップ 13

DNS サーバの IP アドレスを指定する場合は yes を入力し、指定しない場合は no を入力します。

ステップ 14

（任意） DNS サーバの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
アドレス タイプはファブリック インターコネクトの管理ポートのアドレス タイプと同じである
必要があります。

ステップ 15

デフォルトのドメイン名を指定する場合は yes を入力し、指定しない場合は no を入力します。

ステップ 16

（任意） デフォルト ドメイン名を入力します。

ステップ 17

集中管理環境（Cisco UCS Central）に加わる場合はyes を入力し、加わらない場合はno を入力しま
す。

ステップ 18

設定の要約を確認し、yes と入力して設定を保存および適用するか、no と入力して設定ウィザー
ドを再びやり直し、設定を一部変更します。
設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示され
ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enter を押します。

次に、コンソール セットアップ方式と IPv4 管理アドレスを使用してスタンドアロン設定をセット
アップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%958
Confirm the password for "admin": adminpassword%958
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: no
Enter the system name: foo
Mgmt0 address: 192.168.10.10
Mgmt0 IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway: 192.168.10.1
Configure the DNS Server IPv4 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 20.10.20.10
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Physical Switch Mgmt0 IP Address=192.168.10.10
Physical Switch Mgmt0 IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.10.1
DNS Server=20.10.20.10
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

次に、コンソール セットアップ方式と IPv6 管理アドレスを使用してスタンドアロン設定をセット
アップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
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You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%652
Confirm the password for "admin": adminpassword%652
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: no
Enter the system name: foo
Mgmt0 address: 2001::107
Mgmt0 IPv6 prefix: 64
IPv6 address of the default gateway: 2001::1
Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 2001::101
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Enforced Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Address=2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Prefix=64
Default Gateway=2001::1
Ipv6 value=1
DNS Server=2001::101
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

クラスタ設定の初期システム セットアップ
第 1 ファブリック インターコネクトでの初期システム設定の実行
この手順は、管理ポート、デフォルト ゲートウェイ、および DNS サーバに対し IPv4 または IPv6
アドレスを使用して最初のファブリック インターコネクトをセットアップする方法について説明
します。

はじめる前に
1 ファブリック インターコネクトにおける次の物理接続を確認します。
• 第 1 のファブリック インターコネクトのコンソール ポートが、コンピュータ端末または
コンソール サーバに物理的に接続されている。
• 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L1 ポートが互いに直接接続されている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L2 ポートが互いに直接接続されている。
詳細については、お使いのファブリック インターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。
2 コンソール ポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソー
ル ポート パラメータが次のとおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
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• パリティなし
• 1 ストップ ビット
3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。
• システム名。
• admin アカウントのパスワード。Cisco UCS Manager のパスワードのガイドラインに適合
する強力なパスワードを選択します。このパスワードは空にできません。
• 3 つのスタティック IPv4 または IPv6 アドレス：両方のファブリック インターコネクトの
管理ポートに 2 つ（各ファブリック インターコネクトに 1 つずつ）、および Cisco UCS
Manager によって使用されるクラスタ IP アドレスに 1 つ。
• 3 つのスタティック IPv4 アドレスのサブネット マスク、または 3 つのスタティック IPv6
アドレスのネットワーク プレフィックス。
• デフォルト ゲートウェイ IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。
• DNS サーバの IPv4 または IPv6 アドレス（任意）。
• システムのドメイン名（任意）。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま
す。リリースを確認するために DHCP クライアントが実行されます。

ステップ 3

設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表
示されます。console と入力して、コンソール CLI を使用した初期設定を続行します。

ステップ 4

初期システム設定として続行するために、setup と入力します。

ステップ 5

初期設定の続行を確定するために、y を入力します。

ステップ 6

admin アカウントのパスワードを入力します。

ステップ 7

確認のために、admin アカウントのパスワードを再入力します。

ステップ 8

クラスタ設定の初期設定を続行するために yes を入力します。

ステップ 9

ファブリック インターコネクトのファブリックを入力します（A または B）。

ステップ 10

システム名を入力します。

ステップ 11

ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
IPv4 アドレスを入力する場合は、IPv4 サブネット マスクを入力するように求められます。IPv6 ア
ドレスを入力する場合は、IPv6 ネットワーク プレフィックスを入力するように求められます。

ステップ 12

各 IPv4 サブネット マスク、または IPv6 ネットワーク プレフィックスを入力し、Enter キーを押し
ます。
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ファブリックインターコネクトの管理ポート用に入力したアドレスタイプによって、デフォルト
ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アドレスを求められます。
ステップ 13

次のいずれかを入力します。
• IPv4 address of the default gateway
• デフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレス

ステップ 14

DNS サーバの IP アドレスを指定する場合は yes を入力し、指定しない場合は no を入力します。

ステップ 15

（任意） DNS サーバの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
アドレス タイプはファブリック インターコネクトの管理ポートのアドレス タイプと同じである
必要があります。

ステップ 16

デフォルトのドメイン名を指定する場合は yes を入力し、指定しない場合は no を入力します。

ステップ 17

（任意） デフォルト ドメイン名を入力します。

ステップ 18

設定の要約を確認し、yes と入力して設定を保存および適用するか、no と入力して設定ウィザー
ドを再びやり直し、設定を一部変更します。
設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示され
ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enter を押します。

次に、コンソールおよび IPv4 管理アドレスを使用してクラスタ設定の最初のファブリック イン
ターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%958
Confirm the password for "admin": adminpassword%958
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: yes
Enter the switch fabric (A/B): A
Enter the system name: foo
Mgmt0 IPv4 address: 192.168.10.10
Mgmt0 IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway: 192.168.10.1
Virtual IPv4 address: 192.168.10.12
Configure the DNS Server IPv4 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IPv4 address: 20.10.20.10
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Management IP Address=192.168.10.10
Management IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.10.1
Cluster Enabled=yes
Virtual Ip Address=192.168.10.12
DNS Server=20.10.20.10
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes
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次に、コンソールおよび IPv6 管理アドレスを使用してクラスタ設定の最初のファブリック イン
ターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%652
Confirm the password for "admin": adminpassword%652
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or if
you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: yes
Enter the switch fabric (A/B): A
Enter the system name: foo
Mgmt0 address: 2001::107
Mgmt0 IPv6 prefix: 64
IPv6 address of the default gateway: 2001::1
Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 2001::101
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Enforced Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Address=2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Prefix=64
Default Gateway=2001::1
Ipv6 value=1
DNS Server=2001::101
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

第 2 ファブリック インターコネクトでの初期システム設定の実行
この手順は、管理ポートに対し IPv4 または IPv6 アドレスを使用して第 2 のファブリック インター
コネクトをセットアップする方法について説明します。

はじめる前に
1 ファブリック インターコネクトにおける次の物理接続を確認します。
• 第 2 のファブリック インターコネクトのコンソール ポートが、コンピュータ端末または
コンソール サーバに物理的に接続されている。
• 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続され
ている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L1 ポートが互いに直接接続されている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L2 ポートが互いに直接接続されている。
詳細については、お使いのファブリック インターコネクトに関する『Cisco UCS Hardware
Installation Guide』を参照してください。
2 コンソール ポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソー
ル ポート パラメータが次のとおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
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• パリティなし
• 1 ストップ ビット
3 初期設定で入力する必要がある次の情報を収集します。
• ピア ファブリック インターコネクトの admin アカウントのパスワード。Cisco UCS Manager
のパスワードのガイドラインに適合する強力なパスワードを選択します。このパスワード
は空にできません。
• 同じサブネットにある管理ポートの IPv4 アドレス、またはピア ファブリック インターコ
ネクトと同じネットワーク プレフィックスの管理ポート IPv6。
4

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストメッセージが表示されま
す。リリースを確認するために DHCP クライアントが実行されます。

ステップ 3

ステップ 4

設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表
示されます。console と入力して、コンソール CLI を使用した初期設定を続行します。
（注）
ファブリック インターコネクトによって、クラスタ内のピア ファブリック インターコ
ネクトが検出されます。検出されなかった場合は、L1 ポートと L2 ポート間の物理接続
を調べ、ピア ファブリック インターコネクトがクラスタ設定でイネーブルになってい
ることを確認します。
y と入力して、従属ファブリック インターコネクトをクラスタに追加します。

ステップ 5

ピア ファブリック インターコネクトの管理パスワードを入力します。

ステップ 6

従属ファブリック インターコネクト上の管理ポートの IP アドレスを入力します。

ステップ 7

設定の要約を確認し、yes と入力して設定を保存および適用するか、no と入力して設定ウィザー
ドを再びやり直し、設定を一部変更します。
設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示され
ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enter を押します。

次に、ピアのコンソールおよび IPv4 アドレスを使用してクラスタ設定の第 2 のファブリック イン
ターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect. This Fabric interconnect
will be added to the cluster. Continue (y/n) ? y
Enter the admin password of the peer Fabric Interconnect: adminpassword%958
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv4 Address: 192.168.10.11
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes
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次に、ピアのコンソールおよび IPv6 アドレスを使用してクラスタ設定の第 2 のファブリック イン
ターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect. This Fabric interconnect
will be added to the cluster. Continue (y/n) ? y
Enter the admin password of the peer Fabric Interconnect: adminpassword%958
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv6 Address: 2001::107
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

ファブリックインターコネクトへのアウトオブバンド IPv4 アドレスの
追加
すべてのファブリック インターコネクトでは、OOB IPv4 アドレス、ネットワーク マスク、およ
びゲートウェイが必要です。この手順では、スタティック IPv6 アドレスで設定されたファブリッ
ク インターコネクトに OOB IPv4 アドレスを設定する方法について説明します。

はじめる前に
ファブリック インターコネクトに割り当てるアウトオブバンド（OOB）IPv4 アドレスを収集しま
す。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope fabric interconnect ファブリック A のファブリック コンフィギュ
a
レーション モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/fabric-interconnect # set
out-of-band ip ip-addr netmask
ip-addrgw ip-addr

OOB IPv4 アドレス、ネットワーク マスク、お
よびゲートウェイ アドレスを設定します。

UCS-A/fabric-interconnect #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

ステップ 3

システムは変更がコミットされると、コンソー
ル セッションの変更が切断される可能性を警告
します。

次に、ファブリック インターコネクト A の OOB IPv4 アドレスを設定する例を示します。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # set out-of-band ip 10.105.214.107 netmask 255.255.255.0 gw
10.105.214.1
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
UCS-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
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スタンドアロンファブリックインターコネクトに対する
クラスタ設定のイネーブル化
1 つのスタンドアロン ファブリック インターコネクトを使用する既存の Cisco UCS ドメインに、
2 番目のファブリック インターコネクトを追加できます。これを行うには、クラスタの仮想 IP ま
たは IPv6 アドレスを使用して設定することでスタンドアロン ファブリック インターコネクトの
クラスタ動作をイネーブルにし、その後、クラスタに 2 番目のファブリック インターコネクトを
追加します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# connect local-mgmt

目的
ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2 UCS-A(local-mgmt) # enable
指定の IPv4 または IPv6 アドレスを持つスタンドアロ
cluster
ン ファブリック インターコネクトでクラスタ動作を
{virtual-ip-addr|virtual-ip6-addr} イネーブルにします。このコマンドを入力すると、ク
ラスタ動作をイネーブルにすることを確認するプロン
プトが表示されます。確認のために yes と入力しま
す。
IP アドレスは、クラスタに追加するファブリック イ
ンターコネクトに割り当てられた IP アドレスではな
く、クラスタ設定用の仮想 IPv4 または IPv6 アドレス
である必要があります。

次に、仮想 IPv4 アドレス 192.168.1.101 を使用して、スタンドアロン ファブリック インターコネ
クトのクラスタ動作をイネーブルにする例を示します。
UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# enable cluster 192.168.1.101
This command will enable cluster mode on this setup. You cannot change it
back to stand-alone. Also, any GUI or KVM sessions may be terminated. Are you sure you want
to continue? (yes/no): yes
UCS-A(local-mgmt)#

次に、仮想 IPv6 アドレス 192.168.1.101 を使用して、スタンドアロン ファブリック インターコネ
クトのクラスタ動作をイネーブルにする例を示します。
UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A(local-mgmt)# enable cluster ipv6 2001::109
This command will enable IPv6 cluster mode on this setup. You cannot change it
back to stand-alone. Also, any GUI or KVM sessions may be terminated. Are you sure you want
to continue? (yes/no): yes
UCS-A(local-mgmt)#

次の作業
クラスタに第 2 のファブリック インターコネクトを追加します。
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システム名の変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # set name name

システム名を設定します。

ステップ 3

UCS-A /system # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

名前は、トランザクションがコミットされた後、30秒ほどの間に両方のファブリックインターコ
ネクトで更新されます。
次の例は、システム名を変更し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system* # set name SanJose5
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

クラスタの管理サブネットの変更
クラスタ設定の IPv4 管理サブネットを変更する場合は、次の 3 つの IPv4 アドレスを同時に変更
する必要があり、3 つのアドレスは同じサブネットに設定する必要があります。
• ファブリック インターコネクト A の管理ポートの IP アドレス
• ファブリック インターコネクト B の管理ポートの IP アドレス
• クラスタ IP（仮想 IP）アドレス

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fabric-interconnect a ファブリック A のファブリック インター
コネクト モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # set
out-of-band ip ip-address netmask
netmask gw gateway-ip-address

ファブリック インターコネクトの IP アド
レス、ネットワーク マスク、およびゲート
ウェイ IP アドレスを設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /fabric-interconnect # scope
fabric-interconnect b

ファブリック B のファブリック インター
コネクト モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /fabric-interconnect # set
out-of-band ip ip-address netmask
netmask gw gateway-ip-address

ファブリック インターコネクトの IP アド
レス、ネット マスク、およびゲートウェイ
IP アドレスを設定します。

ステップ 5

UCS-A /fabric-interconnect # scope
system

システム モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A /system # set virtual-ip
vip-address

クラスタの仮想 IP アドレスを設定します。

ステップ 7

UCS-A /system # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

トランザクションをコミットすると、管理セッションから切断されます。新しい管理 IP アドレス
に再接続します。
この例は、両方のファブリック インターコネクトの IP アドレスを変更し、仮想 IP アドレスを変
更し、トランザクションをコミットして、セッションを切断します。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # set out-of-band ip 192.0.2.111 netmask 255.255.255.0 gw 192.0.2.1
UCS-A /fabric-interconnect* # scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect* # set out-of-band ip 192.0.2.112 netmask 255.255.255.0 gw
192.0.2.1
UCS-A /fabric-interconnect* # scope system
UCS-A /system* # set virtual-ip 192.0.2.113
UCS-A /system* # commit-buffer

クラスタの管理プレフィックスの変更
クラスタ設定の IPv6 管理プレフィックスを変更する場合は、次の 3 つの IPv6 アドレスを同時に
変更する必要があります。3 つのアドレスは同一ネットワーク プレフィックス内に設定する必要
があります。
• ファブリック インターコネクト A の管理ポートの IPv6 アドレス
• ファブリック インターコネクト B の管理ポートの IPv6 アドレス
• クラスタ IPv6（仮想 IPv6）アドレス
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fabric-interconnect a

ファブリック A のファブリック インター
コネクト モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A fabric-interconnect # scope
ipv6-config

ファブリック A の IPv6 コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A fabric-interconnect/ ipv6-config ファブリック A の管理 IPv6 アドレス、
# set out-of-band ipv6 ipv6-addr
ゲートウェイ IPv6 アドレスおよびネット
ipv6-gw ipv6-gw-addr ipv6-prefix
ワーク プレフィックスを設定します。
prefix

ステップ 4

UCS-A fabric-interconnect/ipv6-config ファブリック B のファブリック インター
# scope fabric-interconnect b
コネクト モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A fabric-interconnect/ # scope
ipv6-config

ステップ 6

UCS-A/fabric-interconnect/ipv6-config ファブリック B の管理 IPv6 アドレス、ゲー
# set out-of-band ipv6 ipv6-addr
トウェイ IPv6 アドレスおよびネットワー
ipv6-gw ipv6-gw-addr ipv6-prefix prefix ク プレフィックスを設定します。

ステップ 7

UCS-A/fabric-interconnect/ipv6-config システム モードを開始します。
# scope system

ステップ 8

UCS-A/system # set virtual-ip ipv6
virtual-ip6-addr

クラスタの仮想 IPv6 アドレスを設定しま
す。

ステップ 9

UCS-A /system # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ファブリック B の IPv6 コンフィギュレー
ション モードを開始します。

トランザクションをコミットすると、管理セッションから切断されます。新しい管理 IPv6 アドレ
スに再接続します。
次の例では、両方の管理 IPv6 アドレスを変更し、仮想 IPv6 アドレスを変更し、トランザクショ
ンをコミットします。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # scope ipv6-config
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band ipv6 2001:10::157
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2001:10::1
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect* # scope ipv6-config
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6 2001:10::158
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2001:10::1
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64
UCS-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # scope system
UCS-A /system* # set virtual-ip ipv6 2001:10::156
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #
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ファブリック インターコネクトの情報ポリシーの設定
Cisco UCS サーバに接続されているアップリンク スイッチを表示する情報ポリシーを設定する必
要があります。

重要

ファブリック インターコネクトの SAN、LAN および LLDP ネイバーを表示するには、ファブ
リック インターコネクトの情報ポリシーを有効にする必要があります。

ファブリック インターコネクトの情報ポリシーの有効化
（注）

デフォルトでは、ファブリック インターコネクトで情報ポリシーは無効に設定されています。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope info-policy 情報ポリシー状態を開始します。

ステップ 3

UCS-A/system/info-policy # show （任意）
情報ポリシーが有効になっているか、無効
になっているかを表示します。

ステップ 4

UCS-A/system/info-policy # enable ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを有効化できるかどうかを判別します。

ステップ 5

UCS-A/system/info-policy* #
commit-buffer

ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを有効化します。

次に、ファブリック インターコネクトで情報ポリシーを有効にする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope info-policy
UCS-A/system/info-policy # show
Info Policy:
State: Disabled
UCS-A/system/info-policy # enable
UCS-A/system/info-policy* # commit-buffer
UCS-A/system/info-policy #
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ファブリック インターコネクトの情報ポリシーの無効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope info-policy 情報ポリシー状態を開始します。

ステップ 3

UCS-A/system/info-policy # show （任意）
情報ポリシーが有効になっているか、無効
になっているかを表示します。

ステップ 4

UCS-A/system/info-policy # disable ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを無効化できるかどうかを判別します。

ステップ 5

UCS-A/system/info-policy* #
commit-buffer

ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを無効にします。

次に、ファブリック インターコネクトで情報ポリシーを無効にする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope info-policy
UCS-A/system/info-policy # show
Info Policy:
State: Enabled
UCS-A/system/info-policy # disable
UCS-A/system/info-policy* # commit-buffer
UCS-A/system/info-policy #

ファブリック インターコネクトの情報ポリシーの表示
ファブリック インターコネクトの情報ポリシーの状態を表示できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope info-policy

情報ポリシー状態を開始します。

ステップ 3

UCS-A/system/info-policy # show

情報ポリシーが有効になっているか、無
効になっているかを表示します。
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次に、ファブリック インターコネクトで情報ポリシーの状態を表示する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A/system # scope info-policy
UCS-A/system/info-policy # show
Info Policy:
State: Enabled

ファブリック インターコネクトの LAN ネイバーの表示
LAN ネイバーを表示するにはファブリック インターコネクトで情報ポリシーを有効にする必要が
あります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fabric-interconnect
{a | b}

指定したファブリック インターコネクトの
ファブリック インターコネクト モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A/fabric-interconnect # show
lan-neighbors

ファブリック インターコネクトの LAN ネイ
バーを表示します。

次に、ファブリック インターコネクトの LAN ネイバーを表示する例を示します。
UCS-A # scope fabric-interconnect a
UCS-Afabric-interconnect # show lan-neighbors
Info Policy:Enabled
Lan Neighbors:
Local Interface: Ethernet1/2
Device Id: bgl-samc02-B(SSI140305YK)
IPv4 Address: 10.105.214.105
FI Port DN: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-2

ファブリック インターコネクトの SAN ネイバーの表示
SANネイバーを表示するにはファブリックインターコネクトで情報ポリシーを有効にする必要が
あります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope fabric-interconnect
{a | b}

指定したファブリック インターコネクトの
ファブリック インターコネクト モードを開
始します。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A/fabric-interconnect # show
san-neighbors

ファブリック インターコネクトの SAN ネイ
バーを表示します。

次に、ファブリック インターコネクトの SAN ネイバーを表示する例を示します。
UCS-A # scope fabric-interconnect a
UCS-A/fabric-interconnect # show san-neighbors
Info Policy: Enabled
San neighbors:
Local Interface: fc2/1
Port VSAN: 100
Fabric Mgmt Addr: 10.65.124.252
Fabric pwwn: 20:02:00:05:9b:22:ad:C0
Fabric nwwn: 20:64:00:05:9b:22:ad:C1
My pwwn: 20:41:00:0d:ec:ee:dd:00
My nwwn: 20:64:00:0d:ec:ee:dd:01
FI Port DN: sys/switch-A/slot-2/switch-fc/port-1

ファブリック インターコネクトの LLDP ネイバーの表示
LLDP ネイバーを表示するにはファブリック インターコネクトで情報ポリシーを有効にする必要
があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fabric-interconnect
{a | b}

指定したファブリック インターコネクトの
ファブリック インターコネクト モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A/fabric-interconnect # show
lldp-neighbors

ファブリック インターコネクトの LLDP ネ
イバーを表示します。

次に、ファブリック インターコネクトの LLDP ネイバーを表示する方法を示します。
UCS-A # scope fabric-interconnect a
UCS-A/fabric-interconnect # show lldp-neighbors
Info Policy: Enabled
Lldp Neighbors:
Local Interface: Eth1/5
Chassis Id: 000d.ecff.5e90
Remote Interface: Eth1/9
Remote Port Description: Ethernet1/9
System Name: bgl-samc02-B
System Description: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support:
http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc
System Capabilities: B
Enabled Capabilities: B
Native VLAN: 1
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IPv4 Mgmt Address: 10.105.214.105
FI Port DN: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-5

ファブリックの退避
Cisco UCS Manager 2.2(4) ではファブリックの退避が導入されています。これは、システムをアッ
プグレードしている間、IOM または FEX を介して接続されているサーバからファブリック イン
ターコネクトを通過していくすべてのトラフィックを退避させる機能です。
システムのセカンダリ ファブリック インターコネクトをアップグレードすると、ファブリック
インターコネクト上でアクティブであるトラフィックは中断されます。このトラフィックは、プ
ライマリ ファブリック インターコネクトにフェールオーバーします。アップグレード プロセス
中にファブリックを退避させるには、次の手順を実行します。
1 ファブリック インターコネクトを通過するアクティブなすべてのトラフィックを停止します。
2 フェールオーバーが設定されている vNIC の場合は、Cisco UCS Manager または vCenter などの
ツールを使用してトラフィックがフェールオーバーしたことを確認します。
3 セカンダリ ファブリック インターコネクトをアップグレードします。
4 停止したすべてのトラフィック フローを再開します。
5 クラスタ リードをセカンダリ ファブリック インターコネクトに変更します。
6 ステップ 1 ～ 4 を繰り返し、他のファブリック インターコネクトをアップグレードします。

（注）

ファブリックの退避は、次でのみサポートされます。
• 手動インストール
• クラスタ構成

ファブリック インターコネクトのトラフィックの停止
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope
fabric-interconnect {a | b}

指定したファブリック インターコネクトのファブ
リック インターコネクト モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect #
stop server traffic [force]

指定したファブリック インターコネクトを通過す
るアクティブなすべてのトラフィックを停止しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
ファブリック インターコネクトのトラフィックを
その現在の待避状態に関係なく待避させるには、
force オプションを使用します。

ステップ 3

UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次の例では、ファブリック インターコネクト B を通過するアクティブなすべてのトラフィックを
停止する方法を示します。
UCS-A# scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect # stop server traffic
Warning: Enabling fabric evacuation will stop all traffic through this Fabric Interconnect
from servers attached through IOM/FEX. The traffic will fail over to the Primary Fabric
Interconnect for fail over vnics.
UCS-A /fabric-interconnect # commit-buffer

ファブリック インターコネクトの退避ステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope fabric-interconnect 指定したファブリック インターコネクトの
{a | b}
ファブリック インターコネクト モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # show 指定されたファブリック インターコネクトに
detail
関する詳細を表示します。

次に、ファブリック インターコネクトの詳細なステータスを表示する例を示します。

（注）

Admin Evacuation と Oper Evacuation はファブリック インターコネクトの退避ステータスを示
します。
UCS-A /fabric-interconnect # show detail
Fabric Interconnect:
ID: B
Product Name: Cisco UCS 6248UP
PID: UCS-FI-6248UP
VID: V01
Vendor: Cisco Systems, Inc.
Serial (SN): SSI171400HG
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HW Revision: 0
Total Memory (MB): 16165
OOB IP Addr: 10.193.32.172
OOB Gateway: 10.193.32.1
OOB Netmask: 255.255.255.0
OOB IPv6 Address: ::
OOB IPv6 Gateway: ::
Prefix: 64
Operability: Operable
Thermal Status: Ok
Admin Evacuation: On
Oper Evacuation: On
Current Task 1:
Current Task 2:
Current Task 3:

IOM の退避ステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope iom iom-id

指定した IOM でシャーシ IOM モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/iom # show detail

指定した IOM に関する詳細を表示しま
す。

次に、IOM の詳細なステータスを表示する例を示します。

（注）

Oper Evacuation は IOM の退避動作状態を表示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom 1
UCS-A /chassis/iom # show detail
IOM:
ID: 1
Side: Left
Fabric ID: A
User Label:
Overall Status: Fabric Conn Problem
Oper qualifier: Server Port Problem
Operability: Operable
Presence: Equipped
Thermal Status: OK
Discovery: Online
Config State: Ok
Peer Comm Status: Connected
Product Name: Cisco UCS 2204XP
PID: UCS-IOM-2204XP
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VID: V02
Part Number: 73-14488-02
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH1718J9FT
HW Revision: 0
Mfg Date: 2013-05-12T00:00:00.000
Controller Subject: Iocard
Fabric Port Aggregation Capability: Port Channel
Oper Evacuation: On
Current Task 1:
Current Task 2:

ファブリックの退避の確認
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# show service-profile circuit
server server-id

指定されたサーバに関連付けられたサービス
プロファイル用のネットワーク回路情報を表
示します。

次の例は、ファブリック退避前の VIF パスを示しています。

（注）

• ファブリック インターコネクト A の VIF は、トラフィックがファブリック インターコネ
クトによって最初にアクティブであることを示します。
• ファブリック インターコネクト B の VIF は、退避前にパッシブです。

UCS-A# show service-profile circuit server 1/6
Service Profile: test1
Server: 1/6
Fabric ID: A
Path ID: 1
VIF
vNIC
Link State Oper State Prot State
Prot Role
Admin
Pin Oper Pin
Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ------------------- --------692 eth0
Up
Active
Active
Primary
0/0
1/15
Ether
Fabric ID: B
Path ID: 1
VIF
vNIC
Link State Oper State Prot State
Prot Role
Admin
Pin Oper Pin
Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ------------------- --------693 eth0
Up
Active
Passive
Backup
0/0
1/15
Ether
UCS-A#

次の例は、ファブリック インターコネクト A 退避後の VIF パスを示しています。
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（注）

• フェールオーバー後、ファブリック インターコネクト A の VIF 状態はエラーになりま
す。
• ファブリック インターコネクト B の VIF がアクティブとして引き継ぎます。

UCS-A# show service-profile circuit server 1/6
Service Profile: test1
Server: 1/6
Fabric ID: A
Path ID: 1
VIF
vNIC
Link State Oper State Prot State
Prot Role
Admin
Pin Oper Pin
Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ------------------- --------692 eth0
Error
Error
Active
Primary
0/0
0/0
Ether
Fabric ID: B
Path ID: 1
VIF
vNIC
Link State Oper State Prot State
Prot Role
Admin
Pin Oper Pin
Transport
---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ------------------- --------693 eth0
Up
Active
Passive
Backup
0/0
1/15
Ether
UCS-A#

ファブリック インターコネクトのトラフィックの再開
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope fabric-interconnect 指定したファブリック インターコネクトの
{a | b}
ファブリック インターコネクト モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # start
server traffic

指定したファブリックインターコネクトを通
過するトラフィックを再開します。

ステップ 3

UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、ファブリック インターコネクト B を通過するトラフィックを再開する方法を示しま
す。
UCS-A# scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect # start server traffic
Warning: Resetting fabric evacuation will cause server traffic that failed over to the
Primary Fabric Interconnect to fail back to this Fabric Interconnect.
UCS-A /fabric-interconnect # commit-buffer
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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

（注）

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。
Switch Mode
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
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（注）

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。

イーサネット スイッチング モードの設定
重要

イーサネット スイッチング モードを変更すると、Cisco UCS Manager により自動的にログアウ
トとファブリック インターコネクトの再起動が実行されます。クラスタ設定では、Cisco UCS
Manager により両方のファブリック インターコネクトが再起動されます。スイッチング モー
ドを変更した結果として、従属ファブリック インターコネクトが初めて再起動されます。プ
ライマリ ファブリック インターコネクトは、[Pending Activities] で確認された後にのみ再起動
します。プライマリ 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には数分間かかります。既存の設定は保持
されます。
ファブリック インターコネクトが再起動すると、すべてのブレード サーバが LAN および SAN
接続を失い、ブレード上のすべてのサーバが完全に停止します。これにより、オペレーティン
グ システムで障害が発生する場合があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # set mode
{end-host | switch}

指定したスイッチング モードにファブリック イ
ンターコネクトを設定します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。
Cisco UCS Manager はファブリック インターコネ
クトを再起動し、ユーザをログアウトし、Cisco
UCS Manager CLI との接続を解除します。

次に、ファブリック インターコネクトを エンドホスト モードに設定し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set mode end-host
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Warning: When committed, this change will cause the switch to reboot
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #

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 モードを使用すると、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 N ポート仮想化（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。

（注）

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。

Switch Mode
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。

（注）

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。
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Cisco MDS 9000 ファミリのファイバ チャネル スイッチング モジュールを使用したスイッチ モード
の Cisco UCS ファブリック インターコネクト
スイッチ モードで Cisco MDS 9000 ファミリ FC スイッチング モジュールと Cisco UCS ファブリッ
ク インターコネクト間にポート チャネルを作成する場合は、次の順序に従います。
1 MDS 側にポート チャネルを作成します。
2 ポート チャネルのメンバー ポートを追加します。
3 ファブリック インターコネクト側にポート チャネルを作成します。
4 ポート チャネルのメンバー ポートを追加します。
最初にファブリックインターコネクト側でポートチャネルを作成すると、ポートは中断状態にな
ります。
Cisco UCS ファブリック インターコネクトがスイッチ モードになっている場合、ポート チャネル
モードは ON モードに限られ、Active ではありません。ただし、ファブリック インターコネクト
のピアの wwn 情報を取得するには、ポート チャネルを Active モードにする必要があります。

ファイバ チャネル スイッチング モードの設定
（注）

ファイバ チャネル スイッチング モードが変更されると、両方の Cisco UCS ファブリック イン
ターコネクトは同時にリロードします。ファブリック インターコネクトをリロードすると、
約 10 ～ 15 分のダウンタイムがシステム全体で発生します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # set mode
{end-host | switch}

指定したスイッチング モードにファブリック イン
ターコネクトを設定します。

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。
Cisco UCS Manager はファブリック インターコネ
クトを再起動し、ユーザをログアウトし、Cisco
UCS Manager CLI との接続を解除します。
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次の例で、ファブリックインターコネクトをエンドホストモードに設定し、トランザクションを
コミットする方法を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope fc-uplink
/fc-uplink # set mode end-host
/fc-uplink* # commit-buffer
/fc-uplink #
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