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6100 シリーズファブリックインターコネクト上のサーバ
ポートとアップリンクポート

各CiscoUCS6100シリーズFabric Interconnect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存在します。これらのポー

トは予約されていません。ポートを設定するまで、Cisco UCSドメインでそれらのポートを使用
することはできません。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。

ファブリックインターコネクトのポートを設定すると、管理状態が自動的にイネーブルに設

定されます。ポートが他のデバイスに接続されている場合は、これによってトラフィックが中

断されることがあります。ポートの設定後に、そのポートを無効にできます。

（注）

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。

Cisco UCS 6100シリーズ Fabric Interconnectのポートは統合されません。ユニファイドポート
の詳細については、「ファブリックインターコネクトのユニファイドポート」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。
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アップリンク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。

デフォルトでは、イーサネットポートは未設定です。ただし、次のようにして機能するよ

う設定できます。

•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。

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。

デフォルトでは、ファイバチャネルポートがアップリンクです。ただし、ファイバチャネ

ルストレージポートとして動作するよう設定できます。これは、Cisco UCSに直接接続ス
トレージ（DAS）デバイスとの接続が必要な場合に役立ちます。

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。

ファブリックインターコネクトのユニファイドポート
ユニファイドポートは、イーサネットまたはファイバチャネルトラフィックを伝送するように

設定できるファブリックインターコネクトのポートです。これらのポートは予約されていませ

ん。設定するまでは、Cisco UCSドメインでこれらのポートを使用できません。

ファブリックインターコネクトのポートを設定すると、管理状態が自動的にイネーブルに設

定されます。ポートが他のデバイスに接続されている場合は、これによってトラフィックが中

断されることがあります。ポートの設定後に、そのポートを無効にできます。

（注）

設定可能なビーコン LEDは、選択したポートモードに設定されているユニファイドポートを示
します。
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ポートモード

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 Cisco UCS Manager
で設定します。ただし、ファブリックインターコネクトは自動的にポートモードを検出しませ

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や VSANなど、そのポート設定に関連付けられているオブジェクトもすべて削除され
ます。ユニファイド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。

デフォルトでは、イーサネットポートモードに変更されたユニファイドポートはイーサネット

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モードに変更された統合

ポートは、ファイバ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

ポートを設定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。

イーサネットポートモード

イーサネットにポートモードを設定するときは、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

• 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

• SPAN宛先ポート

• SPAN送信元ポート

SPAN送信元ポートは、ポートタイプのいずれかを設定してから、そのポー
トを SPAN送信元として設定します。

（注）

ファイバチャネルポートモード

ファイバチャネルにポートモードを設定するときは、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
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•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

• SPAN送信元ポート

SPAN送信元ポートは、ポートタイプのいずれかを設定してから、そのポー
トを SPAN送信元として設定します。

（注）

ユニファイドポートのビーコン LED
6200シリーズファブリックインターコネクトの各ポートには、対応するビーコン LEDがありま
す。[Beacon LED]プロパティが設定されている場合は、ビーコン LEDが点灯し、特定のポート
モードに設定されているポートが示されます。

[Beacon LED]プロパティは、特定のポートモード（イーサネットまたはファイバチャネル）にグ
ループ化されているポートを示すように設定できます。デフォルトでは、ビーコン LEDプロパ
ティは Offに設定されます。

拡張モジュールのユニファイドポートの場合、[Beacon LED]プロパティは、拡張モジュール
の再起動時にデフォルト値の [Off]にリセットされます。

（注）

ユニファイドポートの設定に関するガイドライン

ユニファイドポートを設定する際は、次のガイドラインおよび制約事項を考慮してください。

ハードウェアおよびソフトウェアの要件

ユニファイドポートは、Cisco UCS Managerバージョン 2.0を搭載した 6200シリーズファブリッ
クインターコネクトでサポートされます。

ユニファイドポートは 6100シリーズファブリックインターコネクトではサポートされません。
それらが Cisco UCS Managerバージョン 2.0を実行している場合でも同様です。

ポートモードの配置

CiscoUCSManagerGUIインターフェイスは、スライダを使用して固定または拡張モジュールのユ
ニファイドポートのポートモードを設定するので、ユニファイドポートへのポートモードの割

り当て方法を制限する次の制約事項が自動的に適用されます。Cisco UCS Manager CLIインター
フェイスを使用する場合は、トランザクションをシステム設定にコミットするときに次の制約事
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項が適用されます。ポートモードの設定が次の制約事項のいずれかに違反している場合、Cisco
UCS Manager CLIによってエラーが表示されます。

•イーサネットポートはブロックにグループ化する必要があります。各モジュールについて
（固定または拡張）、イーサネットポートブロックは最初のポートから開始し、偶数ポー

トで終了する必要があります。

•ファイバチャネルポートはブロックにグループ化する必要があります。各モジュールにつ
いて（固定または拡張）、ファイバチャネルポートブロック内の最初のポートは最後のイー

サネットポートの後に続き、モジュール内の残りのポートを含むよう拡張する必要がありま

す。ファイバチャネルポートだけを含む設定では、ファイバチャネルブロックは、固定ま

たは拡張モジュールの 1番目のポートから開始する必要があります。

•イーサネットポートとファイバチャネルポートの交替は、単一モジュール上ではサポート
されない。

有効な設定例：イーサネットポートモードに設定された固定モジュールにユニファイドポート

1～ 16を含み、ファイバチャネルポートモードにポート 17～ 32を含む。拡張モジュールでは、
ポート 1～ 4をイーサネットポートモードに設定し、ポート 5～ 16をファイバチャネルモード
に設定できます。このポート割り当ては各個別モジュールの規則に準拠しているため、ポートタ

イプ（イーサネットポートとファイバチャネルポート）の交替に関する規則に違反していませ

ん。

無効な設定例：ポート 16から始まるファイバチャネルポートのブロックが含まれている。ポー
トの各ブロックは奇数ポートから開始する必要があるため、ポート17からブロックを開始しなけ
ればなりません。

各ファブリックインターコネクトで設定可能なアップリンクイーサネットポートおよびアッ

プリンクイーサネットポートチャネルメンバの総数は、最大 31に制限されています。この
制限には、拡張モジュールで設定されるアップリンクイーサネットポートおよびアップリン

クイーサネットポートチャネルメンバも含まれます。

（注）

UCS Manager CLI ユーザ向けの特別な考慮事項

CiscoUCSManager CLIでは、システム設定にバッファをコミットするまでポートモードの変更が
検証されないため、2つの以上の新しいインターフェイスを作成する前にバッファのコミットを
試みると、たちまちグループ化の制約に違反してしまいます。エラーを回避するために、ポート

モードを別のポートモードに変更し、すべてのユニファイドポートに対して新しいインターフェ

イスを作成してから、システム設定に変更をコミットをすることを推奨します。

複数のインターフェイスを設定する前にバッファをコミットするとエラーが発生しますが、最初

からやり直す必要はありません。設定が前述の要件を満たすまでユニファイドポートの設定を続

行できます。
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ユニファイドアップリンクポートおよびユニファイドストレージポー

トに関する注意およびガイドライン

以下は、ユニファイドアップリンクポートとユニファイドストレージポートを使用する際に従

うべき注意事項とガイドラインです。

•ユニファイドアップリンクポートでは、SPAN送信元として 1つのコンポーネントを有効に
すると、他のコンポーネントが自動的に SPAN送信元になります。

イーサネットアップリンクポートで SPAN送信元を作成または削除すると、
Cisco UCS Managerは FCoEアップリンクポートで自動的に SPAN送信元を作
成または削除します。FCoEアップリンクポートで SPAN送信元を作成する場
合も同じことが起こります。

（注）

• FCoEおよびユニファイドアップリンクポートでデフォルトでないネイティブVLANを設定
する必要があります。このVLANは、トラフィックには使用されません。CiscoUCSManager
はこの目的のために、既存の fcoe-storage-native-vlanを再利用します。この
fcoe-storage-native-vlanは、FCoEおよびユニファイドアップリンクでネイティブ VLANとし
て使用されます。

•ユニファイドアップリンクポートでは、イーサネットアップリンクポートにデフォルトで
ない VLANを設定しないと、fcoe-storage-native-vlanがユニファイドアップリンクポートの
ネイティブ VLANとして割り当てられます。イーサネットポートにネイティブ VLANとし
て指定されているデフォルトでないネイティブ VLANがある場合、ユニファイドアップリ
ンクポートのネイティブ VLANとしてこれが割り当てられます。

•イーサネットポートチャネル下でメンバポートを作成または削除すると、CiscoUCSManager
は FCoEポートチャネル下で自動的にメンバポートを作成または削除します。FCoEポート
チャネルでメンバーポートを作成または削除する場合も同じことが起こります。

•サーバポート、イーサネットアップリンク、FCoEアップリンクまたは FCoEストレージな
どのスタンドアロンポートとしてイーサネットポートを設定し、それをイーサネットまた

は FCOEポートチャネルのメンバポートにすると、Cisco UCS Managerは自動的にこのポー
トをイーサネットと FCoEポートチャネル両方のメンバにします。

•サーバアップリンク、イーサネットアップリンク、FCoEアップリンクまたはFCoEストレー
ジのメンバからメンバポートのメンバーシップを削除すると、Cisco UCS Managerはイーサ
ネットポートチャネルと FCoEポートチャネルから対応するメンバポートを削除し、新し
いスタンドアロンポートを作成します。

• Cisco UCSManagerをリリース 2.1から以前のリリースにダウングレードする場合は、ダウン
グレードが完了するとすべてのユニファイドアップリンクポートおよびポートチャネルが、

イーサネットポートおよびイーサネットポートチャネルに変換されます。同様に、すべて

のユニファイドストレージポートが、アプライアンスポートに変換されます。
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•ユニファイドアップリンクポートとユニファイドストレージポートの場合、2つのインター
フェイスを作成するときは、1つだけライセンスがチェックされます。どちらかのインター
フェイスが有効な限り、ライセンスはチェックされたままになります。両方のインターフェ

イスがユニファイドアップリンクポートまたはユニファイドストレージポートでディセー

ブルの場合にのみライセンスが解放されます。

• CiscoUCS6100シリーズファブリックインターコネクトスイッチは、同一のダウンストリー
ム NPVスイッチ側の 1VFまたは 1VF-POのみをサポートできます。

ポートモードの変更のデータトラフィックへの影響

ポートモードの変更は、Cisco UCSドメインのデータトラフィックへの割り込みを引き起こす場
合があります。割り込みの長さや影響を受けるトラフィックは、Cisco UCSドメインの設定およ
びポートモード変更を行ったモジュールに依存します。

システム変更中のトラフィックの中断を最小限にするには、固定と拡張モジュールにファイバ

チャネルアップリンクポートチャネルを形成します。

ヒント

ポートモード変更の拡張モジュールへの影響

拡張モジュールのポートモードの変更後、モジュールを再起動します。拡張モジュールのポート

を通過するすべてのトラフィックは、モジュールのリブート中に約 1分間中断します。

ポートモード変更のクラスタ設定の固定モジュールへの影響

クラスタ設定には 2個のファブリックインターコネクトがあります。固定モジュールへのポート
変更を行った後、ファブリックインターコネクトはリブートします。データトラフィックの影響

は、1つのファブリックインターコネクトに障害が発生したときにもう一方にフェールオーバー
するようサーバ vNICを設定したかどうかに左右されます。

1つのファブリックインターコネクトの拡張モジュール上のポートモードを変更し、第 2のファ
ブリックインターコネクトのポートモードを変更する前のリブートを待つ場合、次のことが発生

します。

•サーバ vNICのフェールオーバーでは、トラフィックは他のファブリックインターコネクト
にフェールオーバーし、中断は発生しません。

•サーバ vNICのフェールオーバーがない場合、ポートモードを変更したファブリックイン
ターコネクトを通過するすべてのデータトラフィックは、ファブリックインターコネクト

がリブートする約 8分間中断されます。

両方のファブリックインターコネクトの固定モジュールのポートモードを同時に変更すると、

ファブリックインターコネクトによるすべてのデータトラフィックが、ファブリックインター

コネクトがリブートする約 8分間中断されます。
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ポートモード変更のスタンドアロン設定の固定モジュールへの影響

スタンドアロン設定にはファブリックインターコネクトが 1つだけあります。固定モジュールへ
のポート変更を行った後、ファブリックインターコネクトはリブートします。ファブリックイン

ターコネクトによるすべてのデータトラフィックは、ファブリックインターコネクトがリブート

する約 8分間中断されます。

FC リンクの再調整
FCアップリンクは、FCポートチャネルが使用されると自動的に調整されます。FCポートチャ
ネルを作成するには、ファイバチャネルポートチャネルの設定, （43ページ）を参照してくだ
さい。

ポートチャネルのメンバーでない FCアップリンク（個別の ISL）では、ロードバランシングは
FCアップリンクのバランシングアルゴリズムに基づいて行われます。FCアップリンクのトラン
キングが無効の際に、ホストまたはサービスプロファイルの vHBAが使用可能な FCアップリン
クを選択するには、アップリンクと vHBAが同一の VSANに属している必要があります。

アルゴリズムは、vHBAごとに、次の順序で FCアップリンクを探します。

1 現在アップリンクにバインドされている vHBAの数に基づき、使用が最も少ない FCアップリ
ンク。

2 FCアップリンクが均等にバランシングされている場合は、ラウンドロビンを使用します。

このプロセスを他のすべての vHBAについても行います。アルゴリズムは、pre-FIP、FIPアダプ
タと FLOGI数などのその他のパラメータも考慮します。6 FLOGIに満たない場合、使用が最も少
ないコンポーネントは表示されないことがあります。

ポート設定や他のアップリンクの状態の変更後、FCアップリンクを通過するトラフィックのバラ
ンスが崩れた場合、各アダプタの vHBAをリセットし、ロードバランシングアルゴリズムに FC
アップリンクの現在の状態を評価させることでトラフィックを再度バランシングできます。

ポートモードの設定

いずれかのモジュールのポートモードを変更すると、データトラフィックが中断されること

があります。これは、固定モジュールを変更するとファブリックインターコネクトのリブー

トが必要となるため、そして拡張モジュールを変更するとそのモジュールのリブートが必要と

なるためです。

CiscoUCSドメインに、ハイアベイラビリティ用に設定されたクラスタ構成が存在し、フェー
ルオーバー用に設定されたサービスプロファイルを持つサーバが存在する場合、固定モジュー

ルのポートモードを変更しても、トラフィックは他のファブリックインターコネクトにフェー

ルオーバーし、データトラフィックは中断されません。

注意
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CiscoUCSManager CLIで、ユニファイドポートをサポートする新しいコマンドはありません。代
わりに、必要なポートタイプ用のモードにスコープしてから新しいインターフェイスを作成する

ことで、ポートモードを変更します。設定済みのスロット IDおよびポート IDに新しいインター
フェイスを作成する場合、UCS Managerは、すでに設定されているインターフェイスを削除し、
新しく作成します。以前はイーサネットポートモードで動作していたポートをファイバチャネ

ルポートモードに設定するためにポートモードの変更が必要な場合、UCS Managerは変更を確
認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

次のいずれかのポートタイプの指定されたポートタイ

プモードを開始します。

UCS-A# scope port-type-modeステップ 1   

eth-server

サーバポート設定用。

eth-storage

イーサネットストレージポートおよびイーサネッ

トストレージポートチャネルの設定用。

eth-traffic-mon

イーサネット SPANポート設定用。

eth-uplink

イーサネットアップリンクポート設定用。

fc-storage

ファイバチャネルストレージポート設定用。

fc-traffic-mon

ファイバチャネル SPANポート設定用。

fc-uplink

ファイバチャネルアップリンクポートおよびファ

イバチャネルアップリンクポートチャネルの設

定用。

指定したファブリックの指定されたポートタイプモー

ドを開始します。

UCS-A /port-type-mode # scope
fabric {a | b}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたポートタイプのインターフェイスを作成し

ます。

UCS-A /port-type-mode/fabric
# create interface slot-id
port-id

ステップ 3   

ポートタイプをイーサネットポートモードからファイ

バチャネルポートモードに、またはその逆に変更する

と、次の警告が表示されます。

Warning: This operation will change the port mode

(from Ethernet to FC or vice-versa).When committed,

this change will require the module to restart.

イーサネットおよびファイバチャネルポートを固定ま

たは拡張モジュールに配置する方法を規定する、いくつ

イーサネットまたはファイ

バチャネルポートブロック

ステップ 4   

かの制約事項があります。他の制約事項の範囲内で、2に属する他のポートの新し

つのグループのポートを変更する必要があります。「ユいインターフェイスを作成

します。 ニファイドポートの設定に関するガイドライン」セク

ションに概説されている制約事項のいずれかに違反する

と、エラーが発生します。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/port-type-mode/fabric/interface
# commit-buffer

ステップ 5   

ポートモードを設定したモジュールに基づいて、Cisco UCSドメインのデータトラフィックは次
のように中断されます。

•固定モジュール：ファブリックインターコネクトがリブートします。そのファブリックイ
ンターコネクトを経由するすべてのデータトラフィックが中断されます。ハイアベイラビ

リティが提供され、フェールオーバー用に設定された vNICがあるサーバが含まれるクラス
タ構成では、トラフィックは他のファブリックインターコネクトにフェールオーバーし、中

断は発生しません。両側のポートモードを一度に変更すると、両方のファブリックインター

コネクトが同時にリブートし、両方のファブリックインターコネクトが起動するまでトラ

フィックが完全に失われます。

固定モジュールがリブートうるまで約 8分かかります。

•拡張モジュール：モジュールがリブートします。そのモジュールのポートを経由するすべて
のデータトラフィックが中断されます。

拡張モジュールがリブートするまでに約 1分かかります。

次の例では、スロット 1のポート 3と 4をイーサネットポートモードのイーサネットアップリ
ンクポートからファイバチャネルポートモードのアップリンクファイバチャネルポートに変

更します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create interface 1 3
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Warning: This operation will change the port mode (from Ethernet to FC or vice-versa).
When committed, this change will require the fixed module to restart.
UCS-A /fc-uplink/fabric/interface* # up
UCS-A /fc-uplink/fabric* #create interface 1 4
Warning: This operation will change the port mode (from Ethernet to FC or vice-versa).
When committed, this change will require the fixed module to restart.
UCS-A /fc-uplink/fabric/interface* #commit-buffer

ユニファイドポートのビーコン LED の設定
ビーコン LEDを設定する各モジュールについて次のタスクを実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

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

ステップ 1   

指定された固定または拡張モジュールのカード

モードを開始します。

UCS-A /fabric # scope card
slot-id

ステップ 2   

ビーコン LEDモードを開始します。UCS-A /fabric/card # scope
beacon-led

ステップ 3   

点灯ビーコン LEDライトが表すポートモードを
指定します。

UCS-A /fabric/card/beacon-led #
set admin-state {eth | fc | off}

ステップ 4   

eth

イーサネットモードで設定されたユニファ

イドポートすべてが点滅します。

fc

ファイバチャネルモードで設定されたユニ

ファイドポートすべてが点滅します。

off

モジュール上のすべてのポートのビーコン

LEDライトが消えます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /fabric/card/beacon-led #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、イーサネットポートモードのユニファイドポートのビーコンライトすべてを点滅

させ、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 # scope card 1
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UCS-A /fabric/card # scope beacon-led
UCS-A /fabric/card/beacon-led # set admin-state eth
UCS-A /fabric/card/beacon-led* # commit-buffer
UCS-A /fabric/card/beacon-led #

物理ポートとバックプレーンポート

ASIC から取得した物理ポートの統計情報の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトのNX-OS
モードを開始します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect
nxos {a | b}

ステップ 1   

ASICから取得した物理ポートの統計情
報を表示します。

UCS-A(nxos)# show interface ethernet
slot/port

ステップ 2   

次の例は、ASICから取得した物理ポートの統計情報を表示する方法を示しています。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show interface ethernet 1/11

Ethernet1/11 is up
Dedicated Interface
Hardware: 40000 Ethernet, address: a46c.2ae3.0e1a (bia a46c.2ae3.0e1a)
Description: S: Server
MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA
Port mode is fex-fabric
full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G
Beacon is turned off
Input flow-control is off, output flow-control is off
Rate mode is dedicated
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100
Last link flapped 01:25:42
Last clearing of "show interface" counters never
2 interface resets
30 seconds input rate 22664 bits/sec, 2833 bytes/sec, 3 packets/sec
30 seconds output rate 9512 bits/sec, 1189 bytes/sec, 1189 bytes/sec, 4 packets/sec
Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
input rate 33.80 Kbps, 5 pps; output rate 1.23 Mbps, 71 pps

RX
126057 unicast packets 1744 multicast packets 12877 broadcast packets
140693 input packets 28702696 bytes
3351 jumbo packets 0 storm suppression bytes
0 runts 0 giants 0 CRC 0 no buffer
0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
0 input with dribble 184 input discard
0 Rx pause

TX
919778 unicast packets 6991 multicast packets 29 broadcast packets
926798 output packets 1237109219 bytes
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794275 jumbo packets
0 output errors 0 collision 0 deferred 0 late collision
0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard
0 Tx pause

Errors on Peer port (NIF):
RX
8300 toolong frames 8400 undersize frames 8500 fragment frames
8600 crcErr_not_stomped frames 8700 crcErr_stomped frames 8800 inRangeErr frames

TX
8200 frames_with_error

BCM の物理ポートに対応するファブリックインターコネクトの物理
ポートの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトのNX-OS
モードを開始します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos
{a | b}

ステップ 1   

BCMの物理ポートに対応するファブリッ
クインターコネクトの物理ポートを表示

します。

UCS-A(nxos)# show hardware internal
bcm-usd info port-info | grep
interface_slot_id

ステップ 2   

次の例は、BCMの物理ポートに対応するファブリックインターコネクトの物理ポートの表示方
法を示しています。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show hardware internal bcm-usd info port-info | grep Eth 1/11

Eth1/11 0x1a00a000 41 xe-40 57 CR4 sw 4044 0 uta 2240 0 fd dis blk dis dis
ena 40G 40G up
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バックプレーンポートのステータス確認

手順

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトの NX-OS
モードを開始します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect
nxos {a | b}

ステップ 1   

バックプレーンポートの速度やステータスな

どを含むインターフェイスの設定を表示しま

す。

UCS-A(nxos)# show interface brステップ 2   

次に、ファブリックインターコネクト Aのバックプレーンポートのステータスを確認する例を
示します。

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show interface br

--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/2 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Br-Eth1/3/1 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Br-Eth1/3/2 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Br-Eth1/3/3 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Br-Eth1/3/4 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/4 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Br-Eth1/5/1 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/5/2 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/5/3 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/5/4 4044 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Eth1/6 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/7 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/8 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/9 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/10 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/11 1 eth fabric up none 40G(D) --
Eth1/12 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/13 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/14 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/15 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/16 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/17 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/18 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/19 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/20 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Br-Eth1/21/1 1 eth trunk up none 10G(D) --
Br-Eth1/21/2 1 eth trunk up none 10G(D) --
Br-Eth1/21/3 1 eth trunk down Link not connected 10G(D) --
Br-Eth1/21/4 1 eth trunk up none 10G(D) --
Eth1/22 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/23 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/24 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/25 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/26 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
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Eth1/27 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/28 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/29 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/30 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/31 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --
Eth1/32 1 eth access down SFP not inserted 40G(D) --

--------------------------------------------------------------------------------
Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------------
Po1285 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1286 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1287 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1288 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1289 1 eth vntag up none a-10G(D) none

--------------------------------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
--------------------------------------------------------------------------------
mgmt0 -- down 10.197.157.252 -- 1500

--------------------------------------------------------------------------------
Vethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed
--------------------------------------------------------------------------------
Veth691 4047 virt trunk down nonParticipating auto
Veth692 4047 virt trunk up none auto
Veth693 1 virt trunk down nonParticipating auto
Veth695 1 virt trunk up none auto
Veth699 1 virt trunk up none auto

-------------------------------------------------------------------------------
Interface Secondary VLAN(Type) Status Reason
-------------------------------------------------------------------------------
Vlan1 -- down Administratively down

--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1/1 1 eth vntag up none 10G(D) 1286
Eth1/1/2 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/3 1 eth vntag up none 10G(D) 1286
Eth1/1/4 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/5 1 eth vntag up none 10G(D) 1287
Eth1/1/6 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/7 1 eth vntag up none 10G(D) 1287
Eth1/1/8 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/9 1 eth vntag up none 10G(D) 1289
Eth1/1/10 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/11 1 eth vntag up none 10G(D) 1289
Eth1/1/12 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/13 1 eth vntag up none 10G(D) 1285
Eth1/1/14 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/15 1 eth vntag up none 10G(D) 1285
Eth1/1/16 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/17 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/18 1 eth vntag up none 10G(D) 1288
Eth1/1/19 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/20 1 eth vntag up none 10G(D) 1288
Eth1/1/21 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/22 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/23 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/24 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/25 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/26 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/27 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/28 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/29 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/30 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/31 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/32 1 eth access down Administratively down 10G(D) --
Eth1/1/33 4044 eth trunk up none 1000(D) --
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サーバポート

サーバポートの設定

リストされている全ポートタイプは、固定および拡張モジュールの両方で設定できます。これに

は、6100シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できないものの、
6200シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できるサーバポートを
含みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定されたイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを作成します。

UCS-A /eth-server/fabric # create
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-server/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例で、ファブリックBのスロット 1にあるイーサネットサーバポート 4のインターフェイス
を作成し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric b
UCS-A /eth-server/fabric # create interface 1 4
UCS-A /eth-server/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric #

サーバポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したイーサネットサーバポートのイン

ターフェイスを削除します。

UCS-A /eth-server/fabric # delete
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-server/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Bのスロット 1にあるイーサネットサーバポート 12を設定解除し、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-server
UCS-A /eth-server # scope fabric b
UCS-A /eth-server/fabric # delete interface 1 12
UCS-A /eth-server/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric #

アップリンクイーサネットポート

アップリンクイーサネットポートの設定

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアップリ

ンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope
fabrica | b}

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポートのイ

ンターフェイスを作成します。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
create interface slot-num
port-num

ステップ 3   

（任意）

指定されたイーサネットアップリンクポートの速

度を設定します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # set
speed {10gbps | 1gbps}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

6100シリーズファブリックインターコ
ネクトの場合、管理速度は 20ポート
ファブリックインターコネクトのうち

最初の 8ポートだけ、40ポートファブ
リックインターコネクトのうち最初の

16ポートだけに設定できます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例で、ファブリックBのスロット 2のイーサネットアップリンクポート 3にインターフェイ
スを作成し、10 Gbpsの速度を設定し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create interface 2 3
UCS-A /eth-uplink/fabric # set speed 10gbps
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

アップリンクイーサネットポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のインターフェイスを削除します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # delete
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリックBのスロット 2のイーサネットアップリンクポート 3を設定解除し、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 # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # delete interface 2 3
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
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UCS-A /eth-uplink/fabric #

アプライアンスポート
アプライアンスのポートは、直接接続されたNFSストレージをファブリックインターコネクトに
接続するためだけに使用されます。

新しいアプライアンス VLANを作成すると、IEEE VLAN IDは LANクラウドに追加されませ
ん。したがって、新しい VLANに設定されたアプライアンスポートは、ピン接続エラーによ
り、デフォルトで停止したままなります。これらのアプライアンスポートを起動するには、

同じ IEEE VLAN IDを使用して LANクラウドで VLANを設定する必要があります。

（注）

Cisco UCS Managerは、ファブリックインターコネクトごとに最大 4つのアプライアンスポート
をサポートします。

アプライアンスポートの設定

アプライアンスポートは、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。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレージモードを

開始します。

UCS-A /eth-storage #
scope fabric{a | b}

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのインターフェイスを作

成します。

UCS-A /eth-storage/fabric
# create interface slot-num
port-num

ステップ 3   

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるかを指

定します。デフォルトで、モードはトランクに設定されま

す。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set portmode {access |
trunk}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

アプリケーションポートでアップリンクポート

をトラバースする必要がある場合、LANクラウド
でこのポートによって使用される各VLANも定義
する必要があります。たとえば、ストレージが他

のサーバでも使用される場合や、プライマリファ

ブリックインターコネクトのストレージコント

ローラに障害が発生したときにトラフィックがセ

カンダリファブリックインターコネクトに確実

にフェールオーバーされるようにする必要がある

場合は、トラフィックでアップリンクポートをト

ラバースする必要があります。

（注）

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリックと

ポートチャネルへのアプライアンスピンターゲットを指

定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set pingroupname
pin-group name

ステップ 5   

（任意）

アプライアンスポートにQoSクラスを指定します。デフォ
ルトでは、プライオリティは best-effortに設定されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set prio sys-class-name

ステップ 6   

sys-class-name引数には、次のいずれかのクラスキーワード
を指定できます。

• [Fc]：vHBAトラフィックだけを制御するQoSポリシー
にこのプライオリティを使用します。

• [Platinum]：vNICトラフィックだけを制御するQoSポ
リシーにこのプライオリティを使用します。

• [Gold]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Silver]：vNICトラフィックだけを制御する QoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Bronze]：vNICトラフィックだけを制御するQoSポリ
シーにこのプライオリティを使用します。

• [Best Effort]：このプライオリティを使用しないでくだ
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。このプライオリティを

QoSポリシーに割り当て、別のシステムクラスをCoS
0に設定する場合、CiscoUCSManagerはこのシステム
クラスのデフォルトには戻りません。そのトラフィッ
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目的コマンドまたはアクショ

ン

クの CoS 0でプライオリティがデフォルトに戻りま
す。

（任意）

インターフェイスの管理速度を指定します。デフォルトで

は、管理速度は 10gbpsに設定されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# set adminspeed {10gbps
| 1 gbps}

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/eth-storage/fabric/interface
# commit buffer

ステップ 8   

次の例は、ファブリック Bのスロット 3のアプライアンスポート 2にインターフェイスを作成
し、ポートモードを accessに設定し、アプライアンスポートを pingroup1と呼ばれるピングルー
プにピン接続し、QoSクラスを fcに設定し、管理速度を 10 Gbpsに設定し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric # create interface 3 2
UCS-A /eth-storage/fabric* # set portmode access
UCS-A /eth-storage/fabric* # set pingroupname pingroup1
UCS-A /eth-storage/fabric* # set prio fc
UCS-A /eth-storage/fabric* # set adminspeed 10gbps
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

次の作業

アプライアンスポートのターゲットMACアドレスまたは VLANを割り当てます。

アプライアンスポートまたはアプライアンスポートチャネルへの宛

先 MAC アドレスの割り当て
次の手順は、アプライアンスポートに宛先MACアドレスを割り当てます。アプライアンスポー
トチャネルに宛先MACアドレスを割り当てるには、インターフェイスではなくポートチャネル
にスコープを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric{a
| b}

ステップ 2   

指定したインターフェイスのイーサネットイ

ンターフェイスモードを開始します。

アプライアンスポートチャネルに

宛先MACアドレスを割り当てるに
は、scope port-channelコマンドを
scope interfaceの代わりに使用しま
す。

（注）

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
interface slot-id port-id

ステップ 3   

指定されたMACアドレスターゲットの名前
を指定します。

UCS-A /eth-storage/fabric/interface
# create eth-target eth-target name

ステップ 4   

MACアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn形式で指定
します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/interface/eth-target
# set mac-address mac-address

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Bスロット 2のポート 3のアプライアンスデバイスに宛先MACアドレ
スを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage* # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope interface 2 3
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # create eth-target macname
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # set mac-address 01:23:45:67:89:ab
UCS-A /eth-storage/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

次の例は、ファブリック Bのポートチャネル 13のアプライアンスデバイスに宛先MACアドレ
スを割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage* # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # create eth-target macname
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set mac-address 01:23:45:67:89:ab
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

アプライアンスポートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ネームドVLANを作成し、VLAN名とVLAN
IDを指定し、イーサネットストレージ
VLANモードを開始します。

UCS-A/eth-storage# create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 2   

変更を保存します。UCS-A/eth-storage/vlan# set sharing
primary

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A/eth-storage/vlan# commit
buffer

ステップ 4   

ネームド VLANを作成して、VLAN名と
VLAN IDを指定し、イーサネットストレー
ジ VLANモードを開始します。

UCS-A/eth-storage# create vlan
vlan-name vlan-id

ステップ 5   

作成しているセカンダリ VLANにプライマ
リ VLANを関連付けます。

UCS-A/eth-storage/vlan# set sharing
community

ステップ 6   

このセカンダリ VLANに関連付けられてい
るプライマリ VLANを指定します。

UCS-A/eth-storage/vlan# set
pubnwname primary vlan-name

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A/eth-storage/vlan# commit
buffer

ステップ 8   

次の例では、アプライアンスポートを作成します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A/eth-storage# create vlan PRI600 600
UCS-A/eth-storage/vlan* # set sharing primary
UCS-A/eth-storage/vlan* # commit-buffer
UCS-A/eth-storage # create vlan COM602 602
UCS-A/eth-storage/vlan* # set sharing isolated
UCS-A/eth-storage/vlan* # set pubnwname PRI600
UCS-A/eth-storage/vlan* # commit-buffer

コミュニティ VLAN へのアプライアンスポートのマッピング

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したイーサネットストレージファブリッ

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。

UCS-A/eth-storage# scope fabric {a|b}ステップ 2   

指定されたイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを作成します。

UCS-A/eth-storage/fabric# create
interface slot-num port-num

ステップ 3   

インターフェイスを終了します。UCS-A/eth-storage/fabric/interface#
exit

ステップ 4   

VLANとの関連付けの後、トラン
ザクションをコミットすることを

確認します。

（注）

ファブリックを終了します。UCS-A/eth-storage/fabric# exitステップ 5   

指定された VLANを入力します。UCS-A/eth-storage# scope vlan
vlan-name

ステップ 6   

コミュニティ VLANがアプライア
ンスのクラウドで作成されている

ことを確認します。

（注）

指定したファブリックのメンバポートを作

成し、スロット番号、およびポート番号を割

り当て、メンバポートの設定を開始します。

UCS-A/eth-storage/vlan# create
member-port fabric slot-num
port-num

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A/eth-storage/vlan/member-port#
commit

ステップ 8   

次の例では、コミュニティ VLANにアプライアンスポートをマッピングします。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A/eth-storage# scope fabric a
UCS-A/eth-storage/fabric# create interface 1 22
UCS-A/eth-storage/fabric/interface*# exit
UCS-A/eth-storage/fabric*# exit
UCS-A/eth-storage*# scope vlan COM602
UCS-A/eth-storage/vlan*# create member-port a 1 22
UCS-A/eth-storage/vlan/member-port* commit
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アプライアンスポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始し

ます。

UCS-A # scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットス

トレージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したアプライアンスポートのインター

フェイスを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric # delete
eth-interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /eth-storage/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Bのスロット 2のアプライアンスポート 3を設定解除し、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-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric # delete eth-interface 2 3
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

FCoE アップリンクポート
FCoEアップリンクポートは、FCoEトラフィックの伝送に使用される、ファブリックインターコ
ネクトとアップストリームイーサネットスイッチ間の物理イーサネットインターフェイスです。

このサポートにより、同じ物理イーサネットポートで、イーサネットトラフィックとファイバ

チャネルトラフィックの両方を伝送できます。

FCoEアップリンクポートはファイバチャネルトラフィック用のFCoEプロトコルを使用してアッ
プストリームイーサネットスイッチに接続します。これにより、ファイバチャネルトラフィッ

クとイーサネットトラフィックの両方が同じ物理イーサネットリンクに流れることができます。

FCoEアップリンクとユニファイドアップリンクは、ユニファイドファブリックをディストリ
ビューションレイヤスイッチまで拡張することによりマルチホップ FCoE機能を有効にしま
す。

（注）

次のいずれかと同じイーサネットポートを設定できます。
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• FCoEアップリンクポート：ファイバチャネルトラフィック専用のFCoEアップリンクポー
トとして。

•アップリンクポート：イーサネットトラフィック専用のイーサネットポートとして。

•ユニファイドアップリンクポート：イーサネットとファイバチャネル両方のトラフィック
を伝送するユニファイドアップリンクポートとして。

FCoE アップリンクポートの設定
リストされている全ポートタイプは、固定および拡張モジュールの両方で設定できます。これに

は、6100シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できないものの、
6200シリーズファブリックインターコネクトの拡張モジュールでは設定できるサーバポートを
含みます。

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a | b}ステップ 2   

指定した FCoEアップリンクポートのイ
ンターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoeinterface slot-numberport-number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 8で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
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 fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoeinterface 1 8
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #
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FCoE アップリンクポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アッ
プリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a | b}ステップ 2   

指定したインターフェイスを削除しま

す。

UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
fcoeinterface slot-numberport-number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

以下に、ファブリック Aのスロット 8のポート 1上の FCoEアップリンクインターフェイスを削
除し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete fcoeinterface 1 8
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #

FCoE アップリンクポートの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a |
b}

ステップ 2   

使用可能なインターフェイスを一覧表示

します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # show
fcoeinterface

ステップ 3   

次に、ファブリック Aで使用可能な FCoEアップリンクインターフェイスを表示する例を示しま
す。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # show fcoeinterface
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FCoE Interface:

Slot Id Port Id Admin State Operational State Operational State Reason Li
c State Grace Prd
---------- ---------- ----------- ----------------- ------------------------- --
------------------ ---------

1 26 Enabled Indeterminate Li
cense Ok 0

Fcoe Member Port:

Port-channel Slot Port Oper State State Reason
------------ ----- ----- --------------- ------------
1 1 10 Sfp Not Present Unknown
1 1 3 Sfp Not Present Unknown
1 1 4 Sfp Not Present Unknown
1 1 6 Sfp Not Present Unknown
1 1 8 Sfp Not Present Unknown
2 1 7 Sfp Not Present Unknown
UCS-A /fc-uplink/fabric #

ユニファイドストレージポート
ユニファイドストレージでは、イーサネットストレージインターフェイスと FCoEストレージ
インターフェイスの両方として同じ物理ポートを設定する必要があります。固定モジュールまた

は拡張モジュールのユニファイドストレージポートとして、任意のアプライアンスポートまた

は FCoEストレージポートを設定できます。ユニファイドストレージポートを設定するには、
ファブリックインターコネクトをファイバチャネルスイッチングモードにする必要があります。

ユニファイドストレージポートでは、個々の FCoEストレージまたはアプライアンスインター
フェイスをイネーブルまたはディセーブルにできます。

•ユニファイドストレージポートでは、アプライアンスポートにデフォルト以外の VLANが
指定されていない限り、fcoe-storage-native-vlanがユニファイドストレージポートのネイティ
ブ VLANとして割り当てられます。アプライアンスポートにデフォルト以外のネイティブ
VLANがネイティブ VLANとして指定されている場合は、それがユニファイドストレージ
ポートのネイティブ VLANとして割り当てられます。

•アプライアンスインターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理
ポートがイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイドストレージ

でアプライアンスインターフェイスをディセーブルにすると、FCoEストレージが物理ポー
トとともにダウン状態になります（FCoEストレージがイネーブルになっている場合でも同
様です）。

• FCoEストレージインターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する
VFCがイネーブルまたはディセーブルになります。したがって、ユニファイドストレージ
ポートでFCoEストレージインターフェイスをディセーブルにした場合、アプライアンスイ
ンターフェイスは正常に動作し続けます。
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ユニファイドストレージポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric{a
| b}

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのイン

ターフェイスを作成します。

UCS-A /eth-storage/fabric # create
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/fabric/interface*
# commit buffer

ステップ 4   

FCストレージモードを開始します。UCS-A /eth-storage/fabric/interface*
# scope fc-storage

ステップ 5   

特定のアプライアンスポートに対してイー

サネットストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage* # scope fabric{a
| b}

ステップ 6   

アプライアンスポートモードで FCoEスト
レージポートモードを追加し、ユニファイ

ドストレージポートを作成します。

UCS-A /fc-storage/fabric # create
interface fcoe slot-num port-num

ステップ 7   

次の例では、ファブリックAのスロット 3上のアプライアンスポート 2用のインターフェイスを
作成し、同じポートに fcストレージを追加してユニファイドポートに変換し、トランザクション
をコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create interface 3 2
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric* # scope fc-storage
UCS-A /fc-storage*# scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # create interface fcoe 3 2
UCS-A /fc-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/fabric*

ユニファイドアップリンクポート
同じ物理イーサネットポート上にイーサネットアップリンクと FCoEアップリンクを設定した場
合、そのポートはユニファイドアップリンクポートと呼ばれます。FCoEまたはイーサネットイ
ンターフェイスは個別にイネーブルまたはディセーブルにできます。
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• FCoEアップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する VFCがイネーブル
またはディセーブルになります。

•イーサネットアップリンクをイネーブルまたはディセーブルにすると、対応する物理ポート
がイネーブルまたはディセーブルになります。

イーサネットアップリンクをディセーブルにすると、ユニファイドアップリンクを構成している

物理ポートがディセーブルになります。したがって、FCoEアップリンクもダウンします（FCoE
アップリンクがイネーブルになっている場合でも同様です）。しかし、FCoEアップリンクをディ
セーブルにした場合は、VFCだけがダウンします。イーサネットアップリンクがイネーブルであ
れば、FCoEアップリンクは引き続きユニファイドアップリンクポートで正常に動作することが
できます。

ユニファイドアップリンクポートの設定

ユニファイドアップリンクポートを設定するには、ユニファイドポートとして既存の FCoEアッ
プリンクポートを変換します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

ユニファイドポートとして FCoEアップリ
ンクポートを変換します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
interface 15

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、既存の FCoEポートでユニファイドアップリンクポートを作成します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create interface 1 5
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/interface #
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FCoE およびファイバチャネルストレージポート

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

ストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルストレージ

ポートのインターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-storage/fabric # create
interface {fc | fcoe} slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/fabric
#commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、ファブリック Aスロット 2のファイバチャネルストレージポート 10のインターフェ
イスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # create interface fc 2 10
UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer

次の作業

VSANを割り当てます。

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

ストレージモードを開始します。

UCS-A /fc-storage # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファイバチャネルストレージポー

トまたはFCoEストレージポートのインター
フェイスを削除します。

UCS-A /fc-storage/fabric # delete
interface {fc | fcoe} slot-num
port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-storage/fabric
#commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 2のファイバチャネルストレージポート 10を設定解除し、ト
ランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # delete interface fc 2 10
UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer

アップリンクファイバチャネルポートへのファイバチャネルスト

レージポートの復元

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したファイバチャネルアップリンク

ポートのインターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
interface slot-num port-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fc-uplink/fabric
#commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 2でファイバチャネルアップリンクポート 10のインターフェ
イスを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric* # create interface 2 10
UCS-A /fc-uplink/fabric # commit-buffer
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アップリンクイーサネットポートチャネル
アップリンクイーサネットポートチャネルを使用すると、複数の物理アップリンクイーサネッ

トポートをグループ化して（リンク集約）、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。Cisco UCS Managerで、先にポートチャネルを作成してから、その
ポートチャネルにアップリンクイーサネットポートを追加します。1つのポートチャネルには、
最大 16のアップリンクイーサネットポートを追加できます。

設定されたポートの状態は、次のシナリオで未設定に変更されます。重要

•ポートはポートチャネルから削除されるか除去されます。ポートチャネルはどのタイプ
でもかまいません（アップリンク、ストレージなど）。

•ポートチャネルが削除されます。

Cisco UCSでは、Port Aggregation Protocol（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がポートチャネルにグループ化さ
れます。アップストリームスイッチのポートがLACP用に設定されていない場合、ファブリッ
クインターコネクトはアップリンクイーサネットポートチャネルの全ポートを個別のポート

として扱い、パケットを転送します。

（注）

アップリンクイーサネットポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成し、イーサネット

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
{enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel # set
name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

指定されたフロー制御ポリシーをポートチャ

ネルに割り当てます。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel # set
flow-control-policy policy-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ファブリックAのポート13にポートチャネルを作成し、portchan13aに名前を設定し、
管理状態をイネーブルにし、ポートチャネルに flow-con-pol432という名前のフロー制御ポリシー
を割り当て、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # set flow-control-policy flow-con-pol432
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

アップリンクイーサネットポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを削除します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルを設定解除し、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 # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

アップリンクイーサネットポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットアップリンクファブ

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポート 13のポートチャネ
ルに追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # create member-port 1 7
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
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UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

アップリンクイーサネットポートチャネルからのメンバポートの削

除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネット

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルからメンバポートを削除し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # delete member-port 1 7
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

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。Cisco UCS Managerにおいて、先にポートチャネルを作成してから、そのポートチャネ
ルにアプライアンスポートを追加します。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設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始します。UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレージファ

ブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope
fabric {a | b }

ステップ 2   

指定されたイーサネットストレージポートのポート

チャネルを作成し、イーサネットストレージファブ

リックポートチャネルモードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric #
create port-channel port-num

ステップ 3   

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまたはディ

セーブルにします。ポートチャネルは、デフォルトで

はディセーブルです。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリッ

クとポートチャネルへのアプライアンスピンターゲッ

トを指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set pingroupname pin-group
name

ステップ 6   

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるか

を指定します。デフォルトで、モードはトランクに設

定されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set portmode {access |
trunk}

ステップ 7   

（任意）

アプライアンスポートに QoSクラスを指定します。
デフォルトでは、プライオリティは best-effortに設定
されます。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set prio sys-class-name

ステップ 8   

sys-class-name引数には、次のいずれかのクラスキー
ワードを指定できます。

• [Fc]：vHBAトラフィックだけを制御するQoSポ
リシーにこのプライオリティを使用します。

• [Platinum]：vNICトラフィックだけを制御する
QoSポリシーにこのプライオリティを使用しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

• [Gold]：vNICトラフィックだけを制御する QoS
ポリシーにこのプライオリティを使用します。

• [Silver]：vNICトラフィックだけを制御する QoS
ポリシーにこのプライオリティを使用します。

• [Bronze]：vNICトラフィックだけを制御するQoS
ポリシーにこのプライオリティを使用します。

• [BestEffort]：このプライオリティを使用しないで
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。このプラ

イオリティを QoSポリシーに割り当て、別のシ
ステムクラスを CoS 0に設定する場合、Cisco
UCS Managerはこのシステムクラスのデフォル
トには戻りません。そのトラフィックのCoS0で
プライオリティがデフォルトに戻ります。

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# set speed {1gbps | 2gbps |
4gbps | 8gbps | auto}

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 10   

次の例は、ファブリック Aのポート 13にポートチャネルを作成し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set pingroupname pingroup1
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set portmode access
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set prio fc
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set speed 2gbps
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
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アプライアンスポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定したイーサネットストレージポートか

らポートチャネルを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルを設定解除し、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-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

アプライアンスポートチャネルのイネーブル化またはディセーブル

化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

イーサネットストレージポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-chan-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルの管理状態をイネーブルま

たはディセーブルにします。ポートチャネ

ルは、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
{enable | disable }

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13をイネーブルにし、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-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレー

ジファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネットス

トレージファブリックポートチャネルモー

ドを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットストレージファブ

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーションガイド
41

ポートおよびポートチャネルの設定

アプライアンスポートチャネルへのメンバポートの追加



次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポート 13のポートチャネ
ルに追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # create member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンスポートチャネルからのメンバポートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

ストレージファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aのポート 13のポートチャネルからメンバポートを削除し、トランザ
クションをコミットします。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # delete member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネル
ファイバチャネルポートチャネルによって、複数の物理ファイバチャネルポートをグループ化

して（リンク集約）、1つの論理ファイバチャネルリンクを作成し、耐障害性と高速接続性を提
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供することができます。Cisco UCS Managerで、先にポートチャネルを作成してから、そのポー
トチャネルにファイバチャネルポートを追加します。

ファイバチャネルポートのチャネルは、シスコ以外のテクノロジーとの互換性がありません。（注）

各Cisco UCSドメインには、Cisco UCS 6200シリーズと 6300シリーズのファブリックインターコ
ネクトを使用して、最大 4つのファイバチャネルポートのチャネルを作成できます。各ファイバ
チャネルポートチャネルには、最大 16のアップリンクファイバチャネルポートを含めること
ができます。

各 Cisco UCSドメインには、Cisco UCS 6324シリーズのファブリックインターコネクトを使用し
て、最大 2つのファイバチャネルポートのチャネルを作成できます。各ファイバチャネルポー
トチャネルには、最大 4つのアップリンクファイバチャネルポートを含めることができます。

アップストリーム NPIVスイッチ上のファイバチャネルポートチャネルのチャネルモードがア
クティブに設定されていることを確認してください。メンバーポートとピアポートに同じチャネ

ルモードが設定されていない場合、ポートチャネルはアップ状態になりません。チャネルモー

ドがアクティブに設定されている場合、ピアポートのチャネルグループモードに関係なく、メ

ンバーポートはピアポートとのポートチャネルプロトコルネゴシエーションを開始します。

チャネルグループで設定されているピアポートがポートチャネルプロトコルをサポートしてい

ない場合、またはネゴシエーション不可能なステータスを返す場合、デフォルトでオンモードの

動作に設定されます。アクティブポートチャネルモードでは、各端でポートチャネルメンバー

ポートを明示的にイネーブルおよびディセーブルに設定することなく自動リカバリが可能です。

この例は、チャネルモードをアクティブに設定する方法を示しています。

switch(config)# int po114
switch(config-if)# channel mode active

ファイバチャネルポートチャネルの設定

2つのファイバチャネルポートチャネルに接続する場合、両方のポートチャネルの管理速度
が、使用するリンクに一致している必要があります。いずれかまたは両方のファイバチャネ

ルポートチャネルの管理速度が autoに設定されている場合、Cisco UCSが管理速度を自動的
に調整します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを作成し、ファイバ

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

チャネルアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set speed {1gbps | 2gbps | 4gbps |
8gbps | auto}

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、ファブリック Aにポートチャネル 13を作成し、名前を portchan13aに設定し、管理状
態をイネーブルにし、速度を 2 Gbpsの設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set speed 2gbps
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定したファイバチャネルアップリンクポー

トのポートチャネルを削除します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
port-channel port-num

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13を設定解除し、トランザクションをコミットする例
を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric #

アップストリーム NPIV のファイバチャネルポートチャネルへのチャ
ネルモードアクティブの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを作成し、ファイバ

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel port-num

ステップ 3   

チャネルアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# {enable | disable}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# set name port-chan-name

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# scope port-chan-name

ステップ 6   

（任意）

アップストリーム NPIVスイッチのチャネル
モードを有効にします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# channel mode {active}

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 8   

次に、チャネルモードをアクティブにする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # channel mode active
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel # exit
UCS-A /fc-uplink/fabric/ # show port-channel database

portchan13a
Administrative channel mode is active
Operational channel mode is active

UCS-A /fc-uplink/fabric/ #

ファイバチャネルポートチャネルのイネーブル化またはディセーブ

ル化

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

ファイバチャネルアップリンクポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-chan-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
{enable | disable }

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのポートチャネル 13をイネーブルにし、トランザクションをコミットす
る例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネルアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a
| b }

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャネ

ルアップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、ファイバチャネルアップリンク

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

ファブリックポートチャネルメンバポート

モードを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリック Aのポートチャネル 13に追加
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
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UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバチャネルポートチャネルからのメンバポートの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a |
b}

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャ

ネルアップリンクファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel port-num

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# delete member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例は、ファブリック Aポートチャネル 13からメンバポートを削除し、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

FCoE ポートチャネル数
FCoEポートチャネルでは、複数の物理 FCoEポートをグループ化して 1つの論理 FCoEポート
チャネルを作成できます。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。したがって、一連のメンバから構成される FCoEポー
トチャネルは基本的に同じメンバから構成される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トラフィック用の物理トランスポートとして使用されます。

各 FCoEポートチャネルに対し、Cisco UCS Managerは VFCを内部的に作成し、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
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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方法で、VFC経由で送信されま
す。

FCoE ポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始します。UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric{a |
b}

ステップ 2   

指定したFCoEアップリンクポートのポー
トチャネルを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoe-port-channel number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 4で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
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 fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoe-port-channel 4
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

FCoE アップリンクポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネルアップ

リンクファブリックモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink # scope fabric
{a | b }

ステップ 2   

指定したポートチャネルの FCoEアップリンク
ポートチャネルモードを開始します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
fcoe-port-channel ID

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルから指定されたメンバポートを作

成し、FCoEアップリンクファブリックポート
チャネルのメンバポートモードを開始します。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel
# create member-port slot-num
port-num

ステップ 4   

FCoEアップリンクポートチャネルが、
ユニファイドアップリンクポートチャ

ネルである場合、次のメッセージが表示

されます。

警告:これがユニファイドポートチャネ
ルの場合、メンバは同じIDのイーサネッ
トポートチャネルにも追加されます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、スロット 1、ポート 7のメンバポートをファブリックAの FCoEポートチャネル 13
に追加し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

ユニファイドアップリンクポートチャネル
同じ IDでイーサネットポートチャネルと FCoEポートチャネルを作成した場合、それらはユニ
ファイドポートチャネルと呼ばれます。ユニファイドポートチャネルが作成されると、指定さ

れたメンバを持つファブリックインターコネクトで物理イーサネットポートチャネルと VFCが
作成されます。物理イーサネットポートチャネルは、イーサネットトラフィックと FCoEトラ
フィックの両方を伝送するために使用されます。VFCは、FCoEトラフィックをイーサネットポー
トチャネルにバインドします。

次のルールは、ユニファイドアップリンクポートチャネルのメンバーポートセットに適用され

ます。

•同じ IDのイーサネットポートチャネルと FCoEポートチャネルは、同じメンバーポート
セットを持つ必要があります。

•イーサネットポートチャネルにメンバーポートチャネルを追加すると、Cisco UCSManager
は、FCoEポートチャネルにも同じポートチャネルを追加します。同様に、FCoEポートチャ
ネルにメンバーを追加すると、イーサネットポートチャネルにもそのメンバーポートが追

加されます。
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•ポートチャネルの 1つからメンバーポートを削除すると、Cisco UCS Managerは他のポート
チャネルから自動的にそのメンバーポートを削除します。

イーサネットアップリンクポートチャネルをディセーブルにすると、ユニファイドアップリン

クポートチャネルを構成している物理ポートチャネルがディセーブルになります。したがって、

FCoEアップリンクポートチャネルもダウンします（FCoEアップリンクがイネーブルになってい
る場合でも同様です）。FCoEアップリンクポートチャネルをディセーブルにした場合は、VFC
のみがダウンします。イーサネットアップリンクポートチャネルがイネーブルであれば、FCoE
アップリンクポートチャネルは引き続きユニファイドアップリンクポートチャネルで正常に動

作することができます。

ユニファイドアップリンクポートチャネルの設定

ユニファイドアップリンクポートチャネルを設定するには、ユニファイドポートチャネルとし

て既存の FCoEアップリンクポートチャネルを変換します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成します。

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channel ID

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、既存の FCoEポートチャネルでユニファイドアップリンクポートチャネルを作成
します。

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create port-channel 2
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #
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イベント検出とアクション
Cisco UCS Managerは、I/Oモジュール（IOM）からファブリックインターコネクトに接続された
ネットワークインターフェイスにエラーが発生した場合にアラームを監視およびトリガーする統

計情報収集ポリシーを使用します。

ネットワークインターフェイスポートのエラー統計情報は NiErrStatsと呼ばれ、次のエラーで構
成されています。

説明NiErrStats のエラー名

TX_FRM_ERRORのカウンタ値を収集します。frameTx

RX_TOOLONGのカウンタ値を収集します。tooLong

RX_UNDERSIZEと RX_FRAGMENTのカウン
タ値の合計を収集します。

tooShort

RX_CRERR_NOT_STOMPEDと
RX_CRCERR_STOMPEDのカウンタ値の合計を
収集します。

Crc

RX_INRANGEERRのカウンタ値を収集します。inRange

ネットワークインターフェイスポートの統計情報はアクティブポートからのみ収集され、そ

の統計情報は Cisco UCS Managerに送信されます。
（注）

ポリシーベースのポートエラー処理

Cisco UCS Managerがアクティブな NIポートでエラーを検出し、エラーディセーブル機能がイ
ネーブルの場合、Cisco UCS Managerはエラーが発生した NIポートに接続されているそれぞれの
FIポートを自動的にディセーブルにします。FIポートがエラーディセーブルになっているときは
事実上シャットダウンし、トラフィックはポートで送受信されません。

エラーディセーブル機能は、次の 2つの目的で使用されます。

•どの FIポートが error-disabledになっているかということと、接続されている NIポートでエ
ラーが発生したことを通知します。

•このポートが原因で同じシャーシ/FEXに接続された他のポートに障害が発生する可能性を削
除します。このような障害は、NIポートのエラーによって発生する可能性があり、最終的に
重大なネットワーク上の問題を引き起こす可能性があります。エラーディセーブル機能は、

この状況を回避するのに役立ちます。
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しきい値定義の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージ

モードを開始します。

UCS-A # scope eth-serverステッ

プ 1   

統計情報しきい値ポリ

シーモードを開始しま

す。

UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy defaultステッ

プ 2   

指定された統計情報しき

い値ポリシークラスを作

UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # create class class-nameステッ

プ 3   
成し、組織統計情報しき

い値ポリシークラスモー

ドを開始します。使用可

能なクラス名キーワード

のリストを表示するに

は、create class ?コマン
ドを組織しきい値ポリ

シーモードで入力しま

す。

指定された統計情報しき

い値ポリシークラスプロ

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # create property
property-name

ステッ

プ 4   
パティを作成し、組織統

計情報しきい値ポリシー

クラスプロパティモード

を開始します。使用可能

なプロパティ名キーワー

ドのリストを表示するに

は、create property ?コマ
ンドを組織しきい値ポリ

シークラスモードで入力

します。

クラスプロパティに通常

値を指定します。valueの
UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set
normal-value value

ステッ

プ 5   
形式は、設定しているク

ラスプロパティによって

異なる場合があります。

必要な形式を確認するに

は、set normal-value ?コ
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目的コマンドまたはアクション

マンドを組織統計情報し

きい値ポリシークラスプ

ロパティモードで入力し

ます。

クラスプロパティに、指

定したしきい値を作成

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # create
threshold-value {above-normal | below-normal} {cleared | condition
| critical | info | major | minor | warning}

ステッ

プ 6   
し、組織統計情報しきい

値ポリシークラスプロパ

ティしきい値モードを開

始します。

降格および昇格のクラス

プロパティしきい値を指

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value
# set {deescalating | escalating} value

ステッ

プ 7   
定します。valueの形式
は、設定されているクラ

スプロパティしきい値に

よって異なる場合があり

ます。必要な形式を確認

するには、set deescalating
?または set escalating ?
コマンドを組織統計情報

しきい値ポリシークラス

プロパティしきい値モー

ドで入力します。

トランザクションをシス

テムの設定にコミットし

ます。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value
# commit-buffer

ステッ

プ 8   

次に、しきい値定義を作成する例を示します。

UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class ni-ether-error-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # create property crc-delta
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 0
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
major
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating
5
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set deescalating
3
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
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ファブリックインターコネクトポートにエラー無効を設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモード

を開始します。

UCS-A # scope eth-serverステップ 1   

統計情報しきい値ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy
default

ステップ 2   

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスの組織統計情報しき

UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # scope class
class-name

ステップ 3   

い値ポリシークラスモードを開

始します。

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスプロパティの組織統

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope
property property-name

ステップ 4   

計情報しきい値ポリシークラス

プロパティモードを開始します。

クラスプロパティにエラーディ

セーブル化ステータスを指定しま

す。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property
# set error-disable-fi-port {yes | no}

ステップ 5   

クラスプロパティのエラーディ

セーブル化を無効にするには、no
オプションを使用します。

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property*
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例は、FIポートでエラーディセーブル化を有効にする方法を示しています。

UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy # scope class ni-ether-error-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class # scope property crc-delta
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set error-disable-fi-port yes
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer
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ファブリックインターコネクトポートに自動リカバリを設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモード

を開始します。

UCS-A # scope eth-serverステップ 1   

統計情報しきい値ポリシーモード

を開始します。

UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy
default

ステップ 2   

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスの組織統計情報しきい

UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # scope class
class-name

ステップ 3   

値ポリシークラスモードを開始

します。

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスプロパティの組織統

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope
property property-name

ステップ 4   

計情報しきい値ポリシークラス

プロパティモードを開始します。

クラスプロパティに自動リカバリ

ステータスを指定します。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property
# set auto-recovery {enabled | disabled}

ステップ 5   

クラスプロパティの自動リカバリ

をディセーブルにするには、

disabledオプションを使用しま
す。

ポートが自動的に再びイネーブル

になるまでの時間（分単位）を指

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property*
# set auto-recovery-time time

ステップ 6   

定します。自動リカバリの時間

は、0～ 4294967295分の間で変更
できます。

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property*
# commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、FIポートに自動リカバリを設定する方法を示しています。

UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy # scope class ni-ether-error-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class # scope property crc-delta
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set auto-recovery enabled
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # set auto-recovery-time 5
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UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer

ネットワークインターフェイスポートのエラーカウンタの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A # scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを開
始します。

UCS-A/chassis # scope iom {a | b}ステップ 2   

ネットワークインターフェイスポートを

入力します。

UCS-A/chassis/iom # scope port-group
fabric

ステップ 3   

指定されたネットワークインターフェイ

スのポート番号を入力します。

UCS-A/chassis/iom/port-group # scope
fabric-if fabric-if number

ステップ 4   

ネットワークインターフェイスポートの

エラーカウンタを表示します。

UCS-A/chassis/iom/port-group/fabric-if
# show stats

ステップ 5   

次の例は、ネットワークインターフェイスポートの統計情報を表示する方法を示しています。

UCS-A # scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # scope port-group fabric
UCS-A/chassis/iom/port-group # scope faric-if 1
UCS-A/chassis/iom/port-group/fabric-if # show stats
NI Ether Error Stats:
Time Collected: 2014-08-20T15:37:24:688
Monitored Object: sys/chassis-1/slot-1/fabric/port-1/ni-err-stats
Suspect: Yes
Crc (errors): 5000
Frame Tx (errors): 0
Too Long (errors): 0
Too Short (errors): 0
In Range (errors): 0
Thresholded: 0

アダプタポートチャネル
アダプタポートチャネルは、Cisco UCS仮想インターフェイスカード（VIC）から I/Oへのすべ
ての物理リンクを 1つの論理リンクにグループ化します。

アダプタポートチャネルは、正しいハードウェアの存在を検出したときに Cisco UCS Managerに
よって内部的に作成また管理されます。アダプタポートチャネルの手動設定はできません。アダ

プタポートチャネルは、Cisco UCSManager GUIまたは Cisco UCSManager CLIを使用して表示で
きます。
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アダプタポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-numステップ 1   

指定した IOMでシャーシ IOMモードを
開始します。

UCS-A /chassis # scope iom {ab}ステップ 2   

指定したポートグループでポートグルー

プモードを開始します。

UCS-A /chassis/iom # scope port
group

ステップ 3   

指定したシャーシのアダプタポートチャ

ネルを表示します。

UCS-A /chassis/iom/port group # show
host-port-channel [detail | expand]

ステップ 4   

次に、ポートグループモードでホストポートチャネルに関する情報を表示する例を示します。

UCS-A # scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom a
UCS-A /chassis/iom # scope port group
UCS-A /chassis/iom/port group # show host-port-channel

Host Port channel:

Port Channel Id Fabric ID Oper State State Reason
--------------- --------- ---------------- ------------

1289 B Up
1290 B Up
1306 B Up
1307 B Up
1309 B Up
1315 B Up

UCS-A /chassis/iom/port group #

ファブリックポートチャネル
ファブリックポートチャネルは、冗長性と帯域幅共有のため、IOMからファブリックインター
コネクトへの複数の物理リンクを 1個の論理リンクにグループ化できます。ファブリックポート
チャネル内の 1個のリンクがアクティブである限り、ファブリックポートチャネルは動作し続け
ます。

正しいハードウェアが接続されている場合、ファブリックポートチャネルは Cisco UCS Manager
で次のように作成されます。

•シャーシディスカバリポリシーで定義した設定に従って、シャーシを検出している最中に。
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•特定のシャーシのシャーシ接続ポリシーに設定された内容に従って、シャーシを検出した後
に。

IOMのそれぞれに単一のファブリックポートチャネルがあります。ファブリックインターコネ
クトに IOMを接続する各アップリンクは、個別リンクとして設定することもポートチャネルに含
めることもできますが、1つのアップリンクが複数のファブリックポートチャネルに属すること
はできません。たとえば、2つの IOMを持つシャーシが検出され、ファブリックポートチャネル
を作成するようにシャーシディスカバリポリシーが設定されている場合、Cisco UCS Managerは
2つの独立したファブリックポートチャネルを作成します。IOM-1を接続するアップリンク用
と、IOM-2を接続するアップリンク用です。別のシャーシはこれらのファブリックポートチャネ
ルに加入できません。同様に、IOM-1のファブリックポートチャネルに属するアップリンクは、
IOM-2のファブリックポートチャネルに加入できません。

ポート間のロードバランシング

IOMとファブリックインターコネクトの間にあるポート間のトラフィックに対するロードバラン
シングでは、ハッシュに次の基準を使用します。

•イーサネットトラフィックの場合：

レイヤ 2送信元アドレスおよび宛先アドレス

レイヤ 3送信元アドレスおよび宛先アドレス

レイヤ 4送信元ポートおよび宛先ポート

• FCoEトラフィックの場合：

レイヤ 2送信元アドレスおよび宛先アドレス

送信元と宛先の ID（SIDと DID）および Originator eXchange ID（OXID）

この例では、2200シリーズ IOMモジュールは iom X（Xはシャーシ番号）の接続によって確認さ
れます。

show platform software fwmctrl nifport
(....)
Hash Parameters:
l2_da: 1 l2_sa: 1 l2_vlan: 0
l3_da: 1 l3_sa: 1
l4_da: 1 l4_sa: 1
FCoE l2_da: 1 l2_sa: 1 l2_vlan: 0
FCoE l3_did: 1 l3_sid: 1 l3_oxid: 1

ファブリックポートチャネルのケーブル接続の考慮事項

Cisco UCS 2200シリーズ FEXと Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクト間のリ
ンクをファブリックポートチャネルモードで設定する場合、アダプタで使用可能な仮想インター

フェイス（VIF）のネームスペースは、FEXアップリンクがファブリックインターコネクトポー
トに接続されている場所に応じて異なります。
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6248ファブリックインターコネクト内には、8個の連続ポートが 6セットあり、ポートのセット
のそれぞれがシングルチップによって管理されます。FEXからのすべてのアップリンクが 1つの
チップにより管理される一連のポートに接続されている場合、CiscoUCSManagerは、シャーシ内
のブレードに展開されているサービスプロファイルで使用するVIFの数を最大化します。IOMか
らのアップリンク接続が別々のチップで管理されるポート間に分散された場合、VIFカウントは
減少します。

図 1：ファブリックポートチャネルのポートグループ

ファブリックポートチャネルポートグループに 2番目のリンクを追加すると、混乱が生じ、
使用可能な VIFネームスペースの量が 63から 118に自動的に増加されます。ただし、さらに
リンクを追加しても混乱は生じないため、VIF名前空間は 118のままになります。

注意

2つのファブリックポートチャネルポートグループにシャーシをリンクした場合は、手動で
確認応答しない限り、VIFネームスペースは影響を受けません。その結果、VIFネームスペー
スは、2つのファブリックポートチャネルポートグループの使用量（63または 118 VIF）の
うち、より少ないサイズに自動的に設定されます。

注意

高可用性クラスタモードアプリケーションの場合は、対称的な配線構成にすることを強く推奨め

します。ケーブル接続が非対称の場合、使用可能な VIFの最大数は 2つのケーブル設定より小さ
くなります。

Cisco UCS環境の VIFの最大数については、ご使用のハードウェアやソフトウェアの設定に関す
る制限事項のドキュメントを参照してください。
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ファブリックポートチャネルの設定

手順

ステップ 1 シャーシディスカバリの実行中に IOMからファブリックインターコネクトへのすべてのリンク
をファブリックポートチャネルに含めるには、シャーシディスカバリポリシーのリンクグルー

プ化プリファレンスをポートチャネルに設定します。

ステップ 2 シャーシディスカバリの実行中に個々のシャーシからのリンクをファブリックポートチャネル

に含めるには、シャーシ接続ポリシーのリンクグループ化プリファレンスをポートチャネルに設

定します。

ステップ 3 シャーシ検出後、追加ファブリックポートチャネルメンバーポートをイネーブルまたはディセー

ブルにします。

次の作業

シャーシディスカバリポリシーまたはシャーシ接続ポリシーの変更後、ファブリックポートチャ

ネルに対しリンクを追加または削除するには、シャーシを再認識します。ファブリックポート

チャネルからシャーシのメンバーポートをイネーブルまたはディセーブルにする場合、シャーシ

の再認識は必要はありません。

ファブリックポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックポートチャネルを表示しま

す。

UCS-A /eth-server/fabric # show
fabric-port-channel [detail | expand]

ステップ 3   

次に、ファブリックインターコネクト Aの設定済みファブリックポートチャネルに関する情報
を表示する例を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # show fabric-port-channel
Fabric Port Channel:

Port Channel Id Chassis Id Admin State Oper State State Reason
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--------------- ---------- ----------- ---------------- ------------
1025 1 Enabled Failed No operational members
1026 2 Enabled Up

UCS-A /eth-server/fabric #

ファブリックポートチャネルメンバーポートのイネーブル化または

ディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットサーバモードを開始します。UCS-A# scope eth-serverステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

UCS-A /eth-server # scope fabric {a
| b}

ステップ 2   

指定したファブリックでイーサネットサー

バファブリック、ファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

UCS-A /eth-server/fabric # scope
fabric-port-channel port-chan-id

ステップ 3   

指定したメンバーポートでイーサネット

サーバファブリック、ファブリックポート

チャネルモードを開始します。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# scope member-port slot-id port-id

ステップ 4   

指定したメンバーポートをイネーブルまた

はディセーブルにします。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# {enable | disable}

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/eth-server/fabric/fabric-port-channel
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、ファブリックポートチャネル 1025のファブリックチャネルメンバーポート 1 31をディ
セーブルにし、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-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # scope fabric-port-channel 1025
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel # scope member-port 1 31
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port # disable
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port #
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