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システムの初期セットアップ
Cisco UCSドメイン内のファブリックインターコネクトへの初回アクセス時には、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の入力を求められます。

•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）

•システム名

• adminパスワード
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•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アドレスまたは 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

スタンドアロン設定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、またはクラスタ

設定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、Cisco UCSドメインを設定
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。

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。

（注）

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。
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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アドレスには、
IPv4アドレスまたは 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

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。

（注）

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。

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
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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（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ブートする際、Power On Self-Testのメッセージが表示されま
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。

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。

•デフォルトゲートウェイの IPv4アドレス

•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。
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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
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
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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。

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

•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。
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• 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（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ブートする際、Power On Self-Testのメッセージが表示されま
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 クラスタ設定用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。

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。

•デフォルトゲートウェイの IPv4アドレス

•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。
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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

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
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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。

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

•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。CiscoUCSManager
のパスワード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
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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ブートする際、Power On Self-Testのメッセージが表示されま
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。
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。

（注）

ステップ 4 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

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

ファブリック Aのファブリックコンフィギュ
レーションモードを開始します。

UCS-A # scope fabric interconnect
a

ステップ 1   

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 # set
out-of-band ip ip-addr netmask
ip-addrgw ip-addr

ステップ 2   

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。

トランザクションをシステム設定にコミットし

ます。

UCS-A/fabric-interconnect #
commit-buffer

ステップ 3   

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

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、
別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

目的コマンドまたはアクション

ローカル管理モードを開始します。UCS-A# connect local-mgmtステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定の IPv4または IPv6アドレスを持つスタンドアロ
ンファブリックインターコネクトでクラスタ動作を

UCS-A(local-mgmt) # enable
cluster
{virtual-ip-addr|virtual-ip6-addr}

ステップ 2   

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。

システム名の変更

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A # scope systemステップ 1   

システム名を設定します。UCS-A /system # set name nameステップ 2   

トランザクションをシステム設定にコ

ミットします。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 3   
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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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope fabric-interconnect aステップ 1   

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。

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

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

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。

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

ステップ 4   

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

ステップ 5   

クラスタの仮想 IPアドレスを設定します。UCS-A /system # set virtual-ip
vip-address

ステップ 6   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A /system # commit-bufferステップ 7   
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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

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope fabric-interconnect aステップ 1   

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。

UCS-A fabric-interconnect # scope
ipv6-config

ステップ 2   

ファブリック Aの管理 IPv6アドレス、
ゲートウェイ IPv6アドレスおよびネット
ワークプレフィックスを設定します。

UCS-A fabric-interconnect/ ipv6-config
# set out-of-band ipv6 ipv6-addr
ipv6-gw ipv6-gw-addr ipv6-prefix
prefix

ステップ 3   

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。

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

ステップ 4   

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。

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

ステップ 5   

ファブリックBの管理 IPv6アドレス、ゲー
トウェイ IPv6アドレスおよびネットワー
クプレフィックスを設定します。

UCS-A/fabric-interconnect/ipv6-config
# set out-of-band ipv6 ipv6-addr
ipv6-gw ipv6-gw-addr ipv6-prefix prefix

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 7   

クラスタの仮想 IPv6アドレスを設定しま
す。

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

ステップ 8   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A/system # commit-bufferステップ 9   

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 #

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
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チングモードであり、次のいずれかがアップストリームで使用される場合に使用する必要があり

ます。

•レイヤ 2集約のためのレイヤ 2スイッチング

• Virtual Switching System（VSS）集約レイヤ

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

（注）

スイッチモード

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

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

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

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

•レイヤ 3集約

•ボックス内の VLAN

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

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

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

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

（注）

イーサネットスイッチングモードの設定

イーサネットスイッチングモードを変更すると、Cisco UCSManager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。2つめのファブリッ
クインターコネクトでイーサネットスイッチングモードの変更が完了し、システムで使用で

きるようになるまで数分間かかります。設定は保持されます。

ファブリックインターコネクトがリブートされるときに、すべてのブレードサーバがすべて

の LANおよび SAN接続を失い、そのために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がクラッシュする場合があります。

重要
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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。

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

ステップ 2   

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

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

（注）

スイッチモード

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

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

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

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

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

（注）

ファイバチャネルスイッチングモードの設定

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。

（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   

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。

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

ステップ 2   

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

UCS-A /fc-uplink #
commit-buffer

ステップ 3   

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