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対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
テキストのタイプ

説明

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
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表記法

テキストのタイプ

説明

TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。
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Cisco UCS の関連ドキュメント

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

警告

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily injury.Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Cisco UCS の関連ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの完全なリストについては、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手可能な『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
管理用の UCS Manager と統合されたラック サーバでサポートされるファームウェア バージョン
とサポートされる UCS Manager バージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco UCS
Software』を参照してください。
その他のマニュアル リソース
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTMLmailto:ucs-docfeedback@cisco.comドキュメント内のフィードバック フォーム
よりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。
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マニュアルに関するフィードバック
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新機能および変更された機能に関する情報
• このリリースの新規情報および変更情報, 1 ページ

このリリースの新規情報および変更情報
次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。この
表は、このマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものでは
ありません。
表 1：Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) の新機能と変更された動作

機能

説明

参照先

Cisco UCS Manager：vNIC テン Cisco UCS Manager は vNIC テンプ vNIC テンプレート ペアの
プレート ペアにアダプタ冗長 レート ペアの一部としてアダプタ 作成, （168 ページ）
性グループを追加
冗長性グループをサポートしてい vNIC テンプレート ペアの
るので、サービス プロファイルの 取り消し, （171 ページ）
冗長性の検証が可能です。
Cisco UCS Manager：受信側ス
ケーリング（RSS）による
VXLAN ステートレス オフロー
ド

Cisco UCS Manager は、VIC アダプ
タ 1340、1380、1385、1387、およ
び Cisco UCS C3260 for ESXi 6.0 以
降の SIOC で、受信側スケーリング
（RSS）による VXLAN ステートレ
ス オフロードをサポートしていま
す。

VXLAN によるステートレ
ス オフロードを有効化する
ためのイーサネット アダプ
タ ポリシーの設定, （178
ページ）
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このリリースの新規情報および変更情報

機能

説明

Cisco UCS Manager：Windows
環境向けに IO タイムアウト リ
トライ機能と LUN キュー デプ
ス機能を追加

Cisco UCS Manager は、Windows 環 イーサネットおよびファイ
境向けにファイバ チャネル アダプ バ チャネル アダプタ ポリ
タ ポリシーの 2 つの新規オプショ シー, （179 ページ）
ンをサポートしています。IO リト
ライ タイムアウトは、ネットワー
ク デバイスで保留中のコマンドが
失効するまでの IO リトライ タイ
ムアウトを調整します。LUN
キュー デプスは、アダプタのすべ
ての LUN について初期キューの深
さを調整します。

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
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概要
• 概要, 3 ページ
• Cisco UCS Manager ユーザ CLI ドキュメント, 3 ページ
• マルチレイヤ ネットワーク設計, 5 ページ

概要
このガイドでは次の内容について説明します。
• サーバ ポートの設定/有効化、アップリンク ポートの設定/有効化、FCポートの設定/有効化。
• LAN ピン グループの作成
• VLAN および VLAN グループの作成
• サーバ リンクの作成
• QoS システム クラスの設定
• グローバル ポリシーの設定
• ネットワーク健全性のモニタリング
• トラフィック モニタリング

Cisco UCS Manager ユーザ CLI ドキュメント
Cisco UCS Manager では、次の表に示す、使用例を基本とした従来よりもコンパクトな新しいマ
ニュアルが用意されています。

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
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概要
Cisco UCS Manager ユーザ CLI ドキュメント

ガイド

説明

『Cisco UCS Manager Getting Started Guide』

Cisco UCS Manager の初期設定を含む Cisco UCS
アーキテクチャとデイ ゼロ操作、および設定の
ベスト プラクティスについて説明しています。

『Cisco UCS Manager Administration Guide』

パスワード管理、ロールベースのアクセスの設
定、リモート認証、通信サービス、CIMC セッ
ション管理、組織、バックアップと復元、スケ
ジュール オプション、BIOS トークンおよび遅
延展開について説明しています。

『Cisco UCS Manager Infrastructure Management
Guide』

Cisco UCS Manager によって使用および管理さ
れる物理/仮想インフラストラクチャ コンポー
ネントについて説明します。

『Cisco UCS Manager Firmware Management
Guide』

ファームウェアのダウンロードと管理、自動イ
ンストール によるアップグレード、サービス
プロファイルによるアップグレード、ファーム
ウェアの自動同期によるエンドポイントでの直
接アップグレード、機能カタログの管理、展開
シナリオ、およびトラブルシューティングにつ
いて説明しています。

『Cisco UCS Manager Server Management Guide』 新しいライセンス、Cisco UCS Central への Cisco
UCS ドメインの登録、電力制限、サーバのブー
ト、サーバ プロファイルおよびサーバ関連ポリ
シーについて説明しています。
『Cisco UCS Manager Storage Management Guide』 Cisco UCS Manager の SAN や VSAN など、スト
レージ管理のあらゆる側面について説明してい
ます。
『Cisco UCS Manager Network Management
Guide』

Cisco UCS Manager の LAN や VLAN 接続など、
ネットワーク管理のあらゆる側面について説明
しています。

『Cisco UCS Manager System Monitoring Guide』 Cisco UCS Manager における、システム統計を
含むシステムおよびヘルス モニタリングのあら
ゆる側面について説明しています。

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
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概要
マルチレイヤ ネットワーク設計

マルチレイヤ ネットワーク設計
モジュラ アプローチを使用してデータセンターを設計する場合、ネットワークは、コア、アグリ
ゲーション、アクセスの 3 つの機能層に分割されます。これらの層は、物理的または論理的のい
ずれの形態も取ることができ、データセンター ネットワーク全体を設計し直さずに追加および削
除できます。
モジュラ設計の階層型トポロジでは、アドレスの割り当てもデータセンター ネットワーク内で簡
素化されます。設計にモジュール性を導入することは、ビルディング ブロックを分離することを
意味します。ビルディング ブロックは互いに分離されており、ブロック間の特定のネットワーク
接続を介して通信します。モジュラ設計では、トラフィック フローを簡単に制御でき、セキュリ
ティが向上します。つまり、これらのブロックは互いに独立しており、あるブロックを変更して
も他のブロックは影響されません。また、モジュール性により、ネットワークでの高速な移動、
追加、変更（MAC）と増分変更も可能になります。
モジュラ型ネットワークは拡張可能です。拡張性によって、抜本的な変更や再設計を行うことな
く、ネットワークのサイズを大幅に拡大縮小できます。スケーラブルなデータセンター ネット
ワーク設計は、階層とモジュール性の原則を基に構築されます。
ネットワークはできるだけシンプルに保ってください。モジュラ設計では、設計、設定、トラブ
ルシューティングが容易です。
• アクセス レイヤ：アクセス レイヤは、エッジ デバイス、エンド ステーション、サーバが
ネットワークに接続するための最初のエントリ ポイントです。アクセス レイヤは、ネット
ワーク デバイスへのユーザ アクセス権を付与し、サーバへの接続を提供します。アクセス
レイヤのスイッチは、冗長性を確保するために 2 つの別々のディストリビューション レイヤ
スイッチに接続されます。データセンター アクセス レイヤは、レイヤ 2、レイヤ 3、および
メイン フレームに対して接続性を提供します。アクセス レイヤの設計は、レイヤ 2 とレイ
ヤ 3 のいずれのアクセスを使用するかによって異なります。データセンター内のアクセス レ
イヤは、通常はレイヤ 2 上に構築されます。これにより、サービス デバイスを複数のサーバ
にわたって共有しやすくなります。この設計によってサーバはレイヤ 2 隣接となり、これを
必要とするレイヤ 2 クラスタリングも使用可能になります。レイヤ 2 アクセスを使用する
と、デフォルト ゲートウェイを、アグリゲーション レイヤでサーバに設定できます。
• アグリゲーション レイヤ：アグリゲーション（または分散）レイヤは、アクセス レイヤか
らデータセンター コアへのアップリンクを集約します。このレイヤは、制御サービスおよび
アプリケーション サービスにとっての重要なポイントです。セキュリティ サービス デバイ
スやアプリケーション サービス デバイス（ロード バランシング デバイス、SSL オフロード
デバイス、ファイアウォール、IPS デバイスなど）は、通常、モジュールとしてアグリゲー
ション レイヤに展開されます。アグリゲーション レイヤはポリシー ベースの接続を提供し
ます。
• コア レイヤ：「バックボーン」とも呼ばれるコア レイヤは、高速パケット スイッチング、
拡張性、ハイ アベイラビリティ、そして高速コンバージェンスを実現します。大規模データ
センターでは、データセンター コアを実装するのがベスト プラクティスです。データセン
ターを設計する際は、初期段階でコアを実装しておくことにより、ネットワークの拡張が容
易になり、データセンター環境の再構築を回避できます。

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
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概要
マルチレイヤ ネットワーク設計

コア ソリューションが適切かどうかを判別するには、次の基準を使用します。データセン
ターは、通常、レイヤ 3 リンクを使用してキャンパス コアに接続します。データセンター
ネットワークは集約され、コアはデータセンター ネットワークにデフォルト ルートを挿入
します。
• イーサネットの帯域幅要件
• ポート密度
• 管理ドメイン
• 予想される将来の開発

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
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LAN の接続
• ファブリック インターコネクトの概要, 7 ページ
• アップリンク接続, 7 ページ
• ダウンリンク接続, 8 ページ
• ファブリック インターコネクトの設定, 9 ページ
• ファブリックの退避, 12 ページ
• ファブリック インターコネクトのポート タイプ, 17 ページ
• ファブリック インターコネクト スイッチングのモード, 18 ページ

ファブリック インターコネクトの概要
ファブリック インターコネクトは、Cisco UCS のコア コンポーネントです。Cisco UCS ファブリッ
ク インターコネクトは、LAN、SAN、およびアウトオブバンド管理セグメントへのアップリンク
アクセスを提供します。Cisco UCS インフラストラクチャ管理は、ハードウェアとソフトウェア
の両方を管理する組み込み管理ソフトウェア Cisco UCS Manager により行われます。Cisco UCS
ファブリック インターコネクトはトップオブラック型デバイスであり、Cisco UCS ドメインへの
ユニファイド アクセスを提供します。
Cisco UCS FI は、接続されたサーバにネットワークの接続性と管理を提供します。Cisco UCS ファ
ブリック インターコネクトは Cisco UCS Manager 管理ソフトウェアを実行し、Cisco UCS Manager
ソフトウェア用の拡張モジュールから構成されています。
Cisco UCS ファブリック インターコネクトの詳細については、『Cisco UCS Manager Getting Started
Guide』を参照してください。

アップリンク接続
アップリンク アップストリーム ネットワーク スイッチに接続するには、アップリンク ポートと
して設定されているファブリックインターコネクトポートを使用します。これらのアップリンク

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
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ダウンリンク接続

ポートを、個々のリンクとして、またはポート チャネルとして設定されているリンクとして、
アップストリーム スイッチ ポートに接続します。ポート チャネルの設定により、帯域幅の集約
とリンクの冗長性を実現できます。
ファブリックインターコネクトからのノースバウンド接続は、標準アップリンク、ポートチャネ
ル、または仮想ポートチャネルの設定によって実現できます。ファブリックインターコネクトに
設定されているポート チャネルの名前と ID が、アップストリーム イーサネット スイッチ上の名
前および ID の設定と一致している必要があります。
また、vPC としてポート チャネルを設定することもできます。その場合、ファブリック インター
コネクトからのポート チャネル アップリンク ポートは、別のアップストリーム スイッチに接続
されます。すべてのアップリンクポートを設定したら、それらのポートのポートチャネルを作成
します。

ダウンリンク接続
各ファブリック インターコネクトは、各ブレード サーバに接続性を提供する UCS シャーシの IOM
に接続されます。ブレード サーバから IOM への内部接続は、バックプレーンの実装に 10BASE-KR
イーサネット標準を使用して Cisco UCS Manager により透過的に行われ、追加の設定は必要はあ
りません。ファブリック インターコネクトのサーバ ポートと IOM 間の接続を設定する必要があ
ります。ファブリック インターコネクトのサーバ ポートと接続すると、各 IOM はファブリック
インターコネクトへのライン カードとして動作します。したがって、IOM とファブリック イン
ターコネクトを相互接続することはできません。各 IOM は単一のファブリック インターコネクト
に直接接続されます。
ファブリック エクステンダ（IOM または FEX とも呼ばれます）は、ファブリック インターコネ
クトをブレード サーバまで論理的に拡張します。ファブリック エクステンダは、ブレード サー
バ シャーシに組み込まれたリモート ライン カードのようなものであり、外部環境への接続性を
実現します。IOM の設定は Cisco UCS Manager によってプッシュされ、直接管理されません。こ
のモジュールの主な機能は、ブレード サーバ I/O 接続（内部および外部）の促進、ファブリック
インターコネクトまでの全 I/O トラフィックの多重化、Cisco UCS インフラストラクチャの監視と
管理の支援です。
ダウンリンク IOM カードに接続する必要のあるファブリック インターコネクト ポートを、サー
バ ポートとして設定します。ファブリック インターコネクトと IOM が物理的に接続されている
ことを確認します。また、IOM ポートとグローバル シャーシ検出ポリシーも設定する必要があり
ます。

（注）

UCS 2200 I/O モジュールの場合、[Port Channel] オプションを選択することによっても、I/O モ
ジュールが接続されたすべてのサーバ ポートがポート チャネルに自動的に追加されます。
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ファブリック インターコネクトの設定
ファブリック インターコネクトの情報ポリシー
Cisco UCS サーバに接続されているアップリンク スイッチを表示する情報ポリシーを設定する必
要があります。

重要

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

ファブリック インターコネクトの情報ポリシーの有効化
（注）

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

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A/system/info-policy # enable ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを有効化します。

ステップ 5

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

ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを有効化します。

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

目的

ステップ 1

UCS-A # scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A/system/info-policy # disable ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを無効にします。

ステップ 5

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

ファブリック インターコネクトで情報ポリ
シーを無効にします。

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

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

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

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

ステップ 2

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

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

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

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

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

ステップ 2

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

ファブリック インターコネクトの SAN ネイ
バーを表示します。

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

ファブリック インターコネクトの LLDP ネイバーの表示
LLDP ネイバーを表示するには、ファブリック インターコネクトで情報ポリシーを有効にする必
要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

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

ステップ 2

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

ファブリック インターコネクトの LLDP ネ
イバーを表示します。

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

ファブリックの退避
Cisco UCS Manager にファブリックの退避機能が導入されました。この機能は、IOM または FEX
を介して接続しているすべてのサーバからファブリック インターコネクトに流れるトラフィック
フローを、システムのアップグレード時に退避させます。システムのセカンダリファブリックイ
ンターコネクトをアップグレードすると、ファブリック インターコネクト上のアクティブなトラ
フィックが中断されます。このトラフィックは、プライマリ ファブリック インターコネクトに
フェールオーバーします。ファブリック退避機能を使用すると、ファブリック インターコネクト
を通過するすべてのアクティブなトラフィックを停止できます。トラフィックが完全にフェール
オーバーしたことを確認し、セカンダリ ファブリック インターコネクトをアップグレードした
後、セカンダリ ファブリック インターコネクトとすべての接続されている IOM を再起動できま
す。その後、すべての停止しているフローを再開できます。クラスタ構成では、クラスタ リード
をこの下位 FI に変更し、すべてのフローを停止して、同じ方法で他のファブリック インターコネ
クトをアップグレードできます。
システムのセカンダリ ファブリック インターコネクトをアップグレードすると、ファブリック
インターコネクト上のアクティブなトラフィックが中断されます。このトラフィックは、プライ
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マリ ファブリック インターコネクトにフェールオーバーします。次の手順で、アップグレード
プロセス中にファブリック退避機能を使用できます。
1 ファブリック インターコネクトを通過するすべてのアクティブなトラフィックを停止します。
2 vNIC にフェールオーバーが設定されている場合は、Cisco UCS Manager または vCenter などの
ツールを使用して、トラフィックがフェールオーバーされたことを確認します。
3 セカンダリ ファブリック インターコネクトをアップグレードします。
4 停止したすべてのトラフィック フローを再開します。
5 クラスタ リードをセカンダリ ファブリック インターコネクトに変更します。
6 ステップ 1 ～ 4 を繰り返し、プライマリ ファブリック インターコネクトをアップグレードし
ます。

（注）

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

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

目的

ステップ 1

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

ファブリック インターコネクト モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # stop 指定したファブリック インターコネクトを通過
server traffic [force]
するアクティブなすべてのトラフィックを停止
します。
現在の退避ステータスに関係なく、ファブリッ
ク インターコネクトを退避させるには force オプ
ションを使用します。

ステップ 3

UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

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

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

目的

ステップ 1

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

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # show
detail

指定したファブリック インターコネクトの詳
細を表示します。

次の例は、ファブリック インターコネクトのステータスの表示方法を示しています。

（注）

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

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassischassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope iomiom-id

指定した IOM でシャーシ IOM モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/iom # show detail

指定した IOM の退避ステータスの詳細を
表示します。

次の例は、IOM の退避ステータスの詳細を表示する方法を示しています。

（注）

Oper Evacuation は IOM の退避の動作ステータスを示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom 1
UCS-A /chassis/iom # show detail
IOM:
ID: 1
Side: Left
Fabric ID: A
User Label:
Overall Status: Fabric Conn Problem
Oper qualifier: Server Port Problem
Operability: Operable
Presence: Equipped
Thermal Status: OK
Discovery: Online
Config State: Ok
Peer Comm Status: Connected
Product Name: Cisco UCS 2204XP
PID: UCS-IOM-2204XP
VID: V02
Part Number: 73-14488-02
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH1718J9FT
HW Revision: 0
Mfg Date: 2013-05-12T00:00:00.000
Controller Subject: Iocard
Fabric Port Aggregation Capability: Port Channel
Oper Evacuation: On
Current Task 1:
Current Task 2:
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ファブリックの退避の確認
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

指定したサーバに関連付けられているサービ
ス プロファイルのネットワーク回線情報を
表示します。

次の例は、ファブリック退避前の VIF（仮想 NIC）のパスを示しています。

（注）

• ファブリック インターコネクト A の VIF は、ファブリック インターコネクトを通過する
トラフィックが最初はアクティブであることを示しています。
• ファブリック インターコネクト B の VIF は、退避前はパッシブです。

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

次の例は、ファブリック インターコネクト A が退避した後の VIF のパスを示しています。

（注）

• フェールオーバーの完了後、ファブリック インターコネクト A の VIF のステータスはエ
ラーになります。
• ファブリック インターコネクト B の VIF が代わりにアクティブになります。

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

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

目的

ステップ 1

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

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # start
server traffic

指定したファブリック インターコネクト
を介してトラフィックを再開します。

ステップ 3

UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

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

ファブリック インターコネクトのポート タイプ
デフォルトでは、すべてのファブリック インターコネクト ポートは未設定です。イーサネット
LAN 接続では、ファブリック インターコネクト ポートは次のいずれかの状態になります。
• [Unconfigured]：ポートは設定されておらず、使用できません。
• [Server Port]：ポートは、ブレード シャーシ内の IOM ファブリック エクステンダ（FEX）モ
ジュールへのダウンリンク接続用に設定されています。
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• [Uplink Port]：ポートはアップストリーム イーサネット スイッチへのアップリンク接続用に
設定されています。アップリンク ポートは常にトランク ポートとして設定されます。
• [Disabled]：ポートはアップリンク ポートまたはサーバ ポートとして設定されており、現在
は管理者によって無効化されています。
6200 シリーズ ファブリック インターコネクトの場合は、すべてのポートがユニファイド ポート
です。したがって、すべてのポートを 1/10 ギガビット イーサネット、ファイバ チャネル（FC）、
FC アップリンク、アプライアンス ポート、または FCoE ポートとして設定します。
6300 シリーズ ファブリック インターコネクトについては、『UCS Manager Getting Started Guide』
を参照してください。

ファブリック インターコネクト スイッチングのモード
Cisco UCS ファブリック インターコネクトは、2 つのメイン スイッチング モード（イーサネット
またはファイバ チャネル）で動作します。これらのモードは相互に独立しています。サーバと
ネットワーク間またはサーバとストレージデバイス間で、ファブリックインターコネクトがデバ
イスとして動作する方法を決定します。

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、アップリンク ポートに vNIC をピン接続（動的ピン接続またはハードピン接続）す
ることにより実現されます。これによって、ネットワークに冗長性がもたらされ、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はスパニングツリー プロトコル
（STP）が実行されません。ただし、アップリンク ポートが相互にトラフィックを転送すること
を拒否し、複数のアップリンクポートに同時に出力サーバトラフィックが存在することを拒否す
ることによって、ループが回避されます。エンドホストモードは、デフォルトのイーサネットス
イッチング モードであり、次のいずれかがアップストリームで使用される場合に使用する必要が
あります。
• レイヤ 2 集約のための レイヤ 2 スイッチング
• Virtual Switching System（VSS）集約レイヤ
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（注）

エンドホスト モードを有効にした場合、vNIC がアップリンク ポートに固定ピン接続されてい
て、このアップリンク ポートがダウンすると、システムはその vNIC をピン接続し直すことは
できず、その vNIC はダウンしたままになります。
Switch Mode
スイッチ モードは従来のイーサネット スイッチング モードです。ループを回避するためにファ
ブリック インターコネクトで STP が実行され、ブロードキャスト パケットとマルチキャスト パ
ケットは従来の方法で処理されます。ファブリック インターコネクトがルータに直接接続されて
いる場合、または次のいずれかがアップストリーム スイッチに使用されている場合は、スイッチ
モードを使用します。
• レイヤ 3 集約
• ボックス内の VLAN

（注）

どちらのイーサネット スイッチング モードにおいても、サーバ アレイ内のサーバ間ユニキャ
スト トラフィックはすべてファブリック インターコネクト経由でのみ送信され、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。これは、vNIC がアップリンク ポートにハー
ドピン接続されている場合でも同様です。サーバ間のマルチキャスト トラフィックとブロー
ドキャスト トラフィックは、同じ VLAN 内のすべてのアップリンク ポートを介して送信され
ます。

イーサネット スイッチング モードの設定
重要

イーサネット スイッチング モードを変更すると、Cisco UCS Manager により自動的にログアウ
トとファブリック インターコネクトの再起動が実行されます。 クラスタ設定では、Cisco UCS
Manager により両方のファブリック インターコネクトが再起動されます。 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。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

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

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

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

次に、ファブリック インターコネクトを end-host 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 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。エンドホスト モードを使用すると、ファブリック
インターコネクトは、仮想ホスト バス アダプタ（vHBA）を介して接続されているすべてのサー
バ（ホスト）に代わって、接続されているファイバ チャネル ネットワークに対するエンド ホス
トとして動作することができます。この動作は、ファイバ チャネル アップリンク ポートに vHBA
をピン接続（動的ピン接続またはハードピン接続）することにより実現されます。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
が相互にトラフィックを受信しないようにすることでループを回避します。
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（注）

エンドホスト モードを有効にすると、vHBA がアップリンク ファイバ チャネル ポートにハー
ドピン接続されているときに、そのアップリンク ポートがダウンした場合、システムは vHBA
を再びピン接続することができず、vHBA はダウンしたままになります。

Switch Mode
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。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。

（注）

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

ファイバ チャネル スイッチング モードの設定
（注）

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

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

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

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

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink #
commit-buffer

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

# scope fc-uplink
/fc-uplink # set mode end-host
/fc-uplink* # commit-buffer
/fc-uplink #
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Cisco UCS 6200 シリーズおよび 6324 ファブリックインター
コネクト上のユニファイド ポート
ユニファイド ポートは Cisco UCS 6200 シリーズおよび 6324 ファブリック インターコネクトの
ポートであり、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ま
す。これらのポートは設定されるまで未予約となり、Cisco UCS ドメインで使用できません。

（注）

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。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。

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
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• 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

（注）

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。

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
• 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

（注）

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。

ポート モードの変更によるデータ トラフィックの中断
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。中断の長さや影響を受けるトラフィックは、Cisco UCS ドメインおよびポート モー
ドの変更が行われたモジュールの設定に応じて異なります。

ヒント

システム変更時のトラフィックの中断を最小限にするには、固定モジュールと拡張モジュール
にわたるファイバ チャネル アップリンク ポートチャネルを作成します。

拡張モジュールに対するポート モードの影響
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、モジュールの再起動時に約 1 分間中断されます。
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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でポート モードを同時に変更すると、
ファブリック インターコネクトを通過するすべてのデータ トラフィックが、ファブリック イン
ターコネクトの再起動時に約 8 分間中断されます。
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。

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。
それらで Cisco UCS Manager バージョン 2.0 が実行されている場合でも同様です。
ポート モードの配置
Cisco UCS Manager GUI インターフェイスでは、固定または拡張モジュールのユニファイド ポー
トにポート モードを設定する際にスライダを使用するため、次の制約事項が自動的に適用され、
ユニファイド ポートへのポート モードの割り当て方法が制限されます。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 ではエラーが表示されます。
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• 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。
UCS Manager CLI ユーザ向けの特別な考慮事項
Cisco UCS Manager CLI は、システム設定にバッファがコミットされるまでポート モードの変更を
検証しません。そのため、少なくとも 2 つ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、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。

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。
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• 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。

（注）

イーサネット アップリンク ポートで SPAN 送信元が作成または削除される
と、Cisco UCS Manager は自動的に FCoE アップリンク ポートで 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。

• 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。Cisco UCS Manager
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 チャネルでメンバー ポートが作成または削除されると、Cisco UCS
Manager は自動的に FCoE ポート チャネルでメンバー 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。
• スタンドアロン ポート（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、
FCoE ストレージなど）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 ポート
チャネルまたは FCoE ポート チャネルのメンバー 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 ポート チャネルと FCoE ポート チャネルの両方のメンバー
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
レージのメンバー 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ー ポートを削除して、新し
いスタンドアロン ポートを作成します。
• Cisco UCS Manager 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 ポートとポート チャネルがイー
サネット ポートとイーサネット 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。
• 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。
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• Cisco UCS 6100 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 モードの設定
注意

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
トが必要となり、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。
Cisco UCS 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。
Cisco UCS Manager CLI には、ユニファイド ポートに対応している新規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。
拡張モジュールは Cisco UCS Mini ではサポートされません。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1 UCS-A# scope port-type-mode 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。
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。
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コマンドまたはアクション 目的
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。
ステップ 2 UCS-A /port-type-mode # scope 指定したファブリックの指定されたポート タイプ モー
fabric {a | b}
ドを開始します。
ステップ 3 UCS-A /port-type-mode/fabric 指定されたポート タイプのインターフェイスを作成し
# create interface slot-id
ます。
port-id
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.

ステップ 4 イーサネットまたはファイ
バ チャネル ポート ブロック
に属する他のポートの新し
いインターフェイスを作成
します。

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
かの制約事項があります。他の制約事項の範囲内で、2
つのグループのポートを変更する必要があります。「ユ
ニファイド ポートの設定に関するガイドラインおよび
推奨事項」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。

ステップ 5 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコミットします。
/port-type-mode/fabric/interface
# commit-buffer

ポート モードを設定したモジュールに応じて、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。

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
30

LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

• 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するまで約 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
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

ブレイクアウト ポートの設定
Cisco UCS 6300 ファブリック インターコネクトのイーサネット ブレイクアウト ポー
ト
サポートされているブレイクアウト ケーブルを使用することで、40 GB イーサネット ポートを装
備した Cisco UCS 6300 ファブリック インターコネクトを、4 個の 10 GB ポートとして分離できま
す。この構成には、ファブリック インターコネクトと接続する 1 個の 40GB QSFP+ が一方の端に
あり、10 GB 接続をサポートする異なるエンド ポイントに接続する 4 個の 10 GB ポートが他方の
端にある、Small Form-Factor Pluggable アダプタ（SPF）が必要です。Cisco UCS 6300 ファブリッ
ク インターコネクトの詳細については、『UCS Manager Getting Started Guide』を参照してくださ
い。

注意

ブレイクアウト ポートを設定するには、ファブリック インターコネクトの再起動が必要です。
ポートの既存の構成はすべて消去されます。単一のトランザクションで必要なポートについて
は、それらをすべて分割することをお勧めします。
ブレイクアウト ポートの設定を終えれば、各 10 GB サブポートを、サーバ、アップリンク、FCoE
アップリンク、FCoE ストレージまたはアプライアンスとして必要に応じて設定できます。
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次の表は、Cisco UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクトのブレイクアウト機能の制約
をまとめています。
ファブリック インターコネク
ト

ブレイクアウト設定可能なポー ブレイクアウトをサポートしな
ト
い標準ポート

UCS-FI-6332

1 ～ 12、15 ～ 26

13 ～ 14、27 ～ 32
（注）

• 自動ネゴシエー
ト動作は、ポー
ト 27 ～ 32 では
サポートされま
せん。
• QoS ジャンボ フ
レームを使用す
る場合は最大 4
つのポートをブ
レイクアウト
ポートとして使
用できます。

UCS-FI-6332-16UP

17 ～ 34

1 ～ 16、35 ～ 40
（注）

• 自動ネゴシエー
ト動作は、ポー
ト 35 ～ 40 では
サポートされま
せん。
• QoS ジャンボ フ
レームを使用す
る場合は最大 4
つのポートをブ
レイクアウト
ポートとして使
用できます。

注意

ブレイクアウト ポートを設定するには、ファブリック インターコネクトの再起動が必要です。
ポートの既存の構成はすべて消去されます。単一のトランザクションで必要なポートについて
は、それらをすべて分割することをお勧めします。
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Cisco UCS FI 6332 における QSA アダプタ付き 10G ポートの設定
UCS FI-6332 上のポートがデフォルトのポート速度 40G で稼動している場合、UCS Manager では
1GB や 10GB のポート速度を選択できません。もう一方の端で QSFP+Adapter（QSA）トランシー
バ付き 10 GB ポートとして UCS FI-6332 の 40G ポートを使用するには、ポートをブレイクアウト
モードに設定する必要があります。

（注）

ポートの速度を 1GB または 10GB に変更しようとすると、UCS Manager はプロンプトを表示
し、ポートをブレイクアウト モードに設定するように要求します。ブレイクアウト ポートの
設定を終えれば、各 10GB サブポートを、サーバ、アップリンク、FCoE アップリンク、FCoE
ストレージまたはアプライアンスとして必要に応じて設定できます。
ポートをブレイクアウトした場合、最初のレーンのみが 10G インターフェイスとして使用可能に
なります。ブレイクアウト ケーブルを使用して 1 つのポートを 4 つの 10G ポートに分割し、それ
らのポートをブレイクアウト モードに設定すると、すべてのポートを 10 GB ポートとして使用で
きます。

手順
ステップ 1

Cisco UCS FI 6332 で 10GB ポートとして使用するポートにブレイクアウト機能を設定します。ブ
レイクアウト機能の設定の詳細については、「Configuring Fabric Interconnect Ethernet Breakout
Ports」を参照してください。
注意
ブレイクアウト ポートを設定するには、ファブリック インターコネクトの再起動が必要
です。ポートの既存の構成はすべて消去されます。単一のトランザクションで必要なポー
トについては、それらをすべて分割することをお勧めします。

ステップ 2

Cisco UCS Manager では、QSA トランシーバを FI ポートに取り付けた後に、最初のタプル イン
ターフェイスが有効になります。このインターフェイスは各自の要件に基づいて設定できます。
40G ポートのブレイクアウトにより生じたポートには、3 タプルの命名規則を使用して番号が割
り当てられます。たとえば、サポートされるブレイクアウト ポートには Br-Ethernet 1/25/1、
Br-Ethernet 1/25/2、Br-Ethernet 1/25/3、Br-Ethernet 1/25/4 などの番号が付けられ、最初のポートの
みが 10 GB ポートとして使用可能になります。

複数のブレイクアウト ポートの設定
40 ギガビット イーサネット ポートを指定し、ブレイクアウト ポートを設定せずに、4 つの 10 ギ
ガビット イーサネット ポートを作成できます。ポートにブレイクアウトを設定すると、ファブ
リック インターコネクトが再起動されるので、1 つのトランザクションですべての必要なポート
をブレイクアウトすることを推奨します。
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はじめる前に
ブレイクアウト ポートを設定する前に、show port コマンドを使用して、ポートのステータスを
表示します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope cabling

ケーブル接続モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /cabling # scope fabric {a | 指定したファブリックのケーブル接続ファブ
b}
リック モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /cabling/fabric # create
breakoutslot-id port-id

指定したスロットとポートにブレイクアウト
ポートを作成します。

ステップ 4

UCS-A /cabling/fabric/breakout #
up

ファブリック モードに戻ります。

UCS-A /cabling/fabric #
commit-buffer

トランザクションをサーバにコミットしま
す。

ステップ 5

各ブレイクアウト ポートに対してステップ
3 と 4 を繰り返します。

次の例では、ブレイクアウト ポート1 1 ～ 1 4 を作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope cabling
UCS-A /cabling # scope fabric a
UCS-A /cabling/fabric # create breakout 1 1
Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing
will be erased.!
UCS-A /cabling/fabric/breakout* # up
UCS-A /cabling/fabric* # create breakout 1 2
Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing
will be erased.!
UCS-A /cabling/fabric/breakout* # up
UCS-A /cabling/fabric* # create breakout 1 3
Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing
will be erased.!
UCSM--A /cabling/fabric/breakout* # up
UCSM-shiva-a-A /cabling/fabric* # create breakout 1 4
Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing
will be erased.!
UCSM-shiva-a-A /cabling/fabric/breakout* # commit-buffer

configurations on 40G port

configurations on 40G port

configurations on 40G port

configurations on 40G port

次の作業
ファブリック インターコネクトと NX-OS スイッチにブレイクアウト ポートが作成されたことを
確認します。ファブリック インターコネクトでは、指定したファブリックのケーブル接続ファブ
リック モードで show breakout コマンドを使用します。NX-OS では、show interface brief を使用
します。
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ブレイクアウト イーサネット アップリンク ポートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モー
ドを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A# /eth-uplink/fabricenter
aggr-interfaceslot-numaggregate port-num

指定した集約（メイン）イーサ
ネット アップリンク ポートのイ
ンターフェイスに移動します。

ステップ 4

UCS-A# /eth-uplink/fabric/aggr-interface # create
br-interfacebreakout-port-num

指定したブレイクアウト 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。

ステップ 5

UCS-A# /eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface # トランザクションをサーバにコ
commit-buffer
ミットします。
例：

次の例では、ファブリック A のスロット 1 にある
集約ポート 21 のブレイクアウト イーサネット アッ
プリンク ポート 1 のインターフェイスを作成しま
す。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # enter aggr-interface
1 21
UCS-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface* #
create br-interface 1
UCS-A
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface*
# commit-buffer
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ブレイクアウト イーサネット アップリンク ポート チャネル メンバーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ UCS-A# scope eth-uplink
プ1

イーサネット アッ
プリンク モードを
開始します。

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

指定したファブ
リックのイーサ
ネット アップリン
ク モードを開始し
ます。

ステッ UCS-A# /eth-uplink/fabric #scope fcoe-port-channelfcoe-port-channel
プ3

指定した FCoE
アップリンク ポー
トのポート チャネ
ルに移動します。

ステッ UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channe/fcoe-port-channel # enter
aggr-interfaceslot-id port-id
プ4

指定した集約（メ
イン）FCoE アップ
リンク ポートのイ
ンターフェイスに
移動します。

ステッ UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port # create
br-member-portbreakout-port-num
プ5

FCoE アップリンク
ポート チャネル メ
ンバーを作成しま
す。

ステッ UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port/br-member-port トランザクション
# commit-buffer
プ6
をサーバにコミッ
トします。
例：

次の例では、ポート 2 のイーサネット ポートのイーサネット アップ
リンク ポート チャネル メンバーを作成し、トランザクションをコ
ミットします。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 51
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port # create
br-member-port 2
UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port/br-member-port*
# commit-buffer

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
36

LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

イーサネット アップリンク ブレイクアウト ポートをピン グループ ターゲットとし
て設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネットアップリンク
モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A# /eth-uplink/pin-group # enter
pin-grouppin-group-name

指定した名前を持つピング
ループに移動します。

ステップ 3

UCS-A# /et h-uplink/pin-group #set target{a|b}
指定したターゲットをブレ
breakout-portslot-numaggregate-port-numbreakout-port-num イクアウトポートとして設
定します。

ステップ 4

UCS-A # /eth-uplink/pin-group # commit-buffer

トランザクションをサーバ
にコミットします。

例：

次の例では、ファブリック A のスロット 1 にある集約
ポート 1 のブレイクアウト ポート 2 にピン グループ ター
ゲットを設定し、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 # enter pin-group test
UCS-A /eth-uplink/pin-group # set target a
breakout-port 1 1 2
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # commit-buffer

ブレイクアウト アプライアンス ポートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ
モードを開始します。

ステッ
プ2

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

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。

ステッ
プ3

UCS-A# /eth-storage/fabric #enter
aggr-interfaceslot-numaggregate-port-num

指定した集約（メイン）
アプライアンス ポートの
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

コマンドまたはアクション

目的
インターフェイスに移動
します。

ステッ
プ4

UCS-A# /eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port # create 指定したブレイクアウト
br -interfacebreakout-port-num
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。

ステッ
プ5

UCS-A#
トランザクションをサー
/eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port/br-member-port バにコミットします。
# commit-buffer
例：

次の例では、ファブリック B のスロット 1 にある集約ポー
ト 20 のアプライアンス 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します。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # enter aggr-interface 1 20
UCS-A /eth-storage/fabric/aggr-interface # create
br-interface 1
UCS-A /eth-storage/fabric/aggr-interface/br-interface*
# commit-buffer

ブレイクアウト アプライアンス ポート チャネル メンバーの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステッ UCS-A# scope eth-storage
プ1

イーサネット スト
レージ モードを開
始します。

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

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。

ステッ UCS-A# /eth-storage #scope port-channelport-channel-num
プ3

指定したポート
チャネルのイーサ
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目的

LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

コマンドまたはアクション

目的
ネット ストレージ
モードを開始しま
す。

ステッ UCS-A# /eth-storage/fabric #enter aggr-interfaceslot-numaggregate-port-num 指定した集約（メ
プ4
イン）アプライア
ンス ポートのイン
ターフェイスに移
動します。
ステッ UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # enter member-aggr-portslot-id
port-id
プ5

アプライアンス
ポート チャネルの
メンバー ポートに
移動します。

ステッ UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port # create
br-member-portbreakout-port-num
プ6

アプライアンス
ポート チャネル
メンバーを作成し
ます。

ステッ UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port/br-member-port # トランザクション
commit-buffer
プ7
をサーバにコミッ
トします。
例：

次の例では、アプライアンス ポート 2 のアプライアンス ポート チャ
ネル メンバーを作成し、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 # scope port-channel 21
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # enter member-aggr-port
1 2
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port # create
br-member-port 2
UCS-A
/eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port/br-member-port*
# commit-buffer

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
39

LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト FCoE ストレージ ポートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope fc-storage

ファイバチャネルストレー
ジ モードを開始します。

ステッ
プ2

UCS-A# /fc-storagescope fabric{a | b

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。

ステッ
プ3

UCS-A# /fc-storage/fabricenter aggr-interfaceslot-numaggregate 指定した集約（メイン）
port-num
ファイバチャネルストレー
ジ ポートのインターフェイ
スに移動します。

ステッ
プ4

UCS-A# /fc-storage/fabric/aggr-interface # create br-interface 指定したブレイクアウト
br-fcoebreakout-port-num
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。

ステッ
プ5

UCS-A# /fc-storage/fabric/aggr-interface/br-interface/br-fcoe # トランザクションをサーバ
commit-buffer
にコミットします。
例：

次の例では、ファブリック a のスロット 1 にある集約ポー
ト 21 のブレイクアウト ファイバ チャネル ストレージ 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
ミットします。
UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric # enter aggr-interface 1 21
UCS-A /fc-storage/fabric/aggr-interface # create
br-interface 1
UCS-A
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface/br-fcoe
# commit-buffer
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト FCoE アップリンク ポートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A# /fc-uplinkscope fabric{a | b

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。

ステップ 3

UCS-A# /fc-uplink/fabricenter
aggr-interfaceslot-numaggregate port-num

指定した集約（メイン）FCoE
アップリンク ポートのイン
ターフェイスに移動します。

ステップ 4

UCS-A# /fc-uplink/fabric/aggr-interface # create
br-fcoeinterfacebreakout-port-num

指定したブレイクアウト 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。

ステップ 5

UCS-A# /fc-uplink/fabric/aggr-interface/ br-fcoeinterface トランザクションをサーバに
# commit-buffer
コミットします。
例：

次の例は、ファブリック A のスロット 1 にある集約
ポート 20 のブレイクアウト FCoE アップリンク ポー
ト 1 のインターフェイスを作成する方法を示してい
ます。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # enter aggr-interface 1
20
UCS-A /fc-uplink/fabric/aggr-interface # create
br-fcoeinterface 1
UCS-A
/fc-uplink/fabric/aggr-interface/br-fcoeinterface
# commit-buffer

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
41

LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

FCoE ポート チャネル メンバーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope fc-uplink

イーサネットスト
レージモードを開
始します。

ステッ
プ2

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

ステッ
プ3

UCS-A# /fc-uplink/fabric #scope fcoe-port-channelfcoe-port-num

ステッ
プ4

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel # enter aggr-interfaceslot-num
port-numaggregate-port-num

FCoE ポート チャ
ネル メンバー
ポートに移動しま
す。

ステッ
プ5

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port # create
br-member-portbreakout-port-num

指定したブレイク
アウト ポートの
FCoE ポート チャ
ネルメンバーを作
成します。

ステッ
プ6

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port/br-member-port トランザクション
# commit-buffer
をサーバにコミッ
トします。
例：

次の例では、集約ポート 21 にブレイクアウト FCoE ポート チャネ
ル メンバー ポート 4 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 /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 51
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel # enter member-aggr-port
1 21
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port # create
br-member-port 4
UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel/member-aggr-port/br-member-port*
# commit-buffer
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト VLAN メンバー ポートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

USA-A# scope eth-uplink

指定したファブリックのイーサ
ネット アップリンク モードを
開始します。

ステップ 2

USA-A /eth-uplink # scope vlanid

VLAN モードを開始します。

ステップ 3

USA-A /eth-uplink/vlan # enter member-aggr-port {a|b} 指定したファブリックのイン
slot-idport id
ターフェイス、メイン集約ポー
ト、サブポートのブレイクアウ
ト VLAN メンバー ポートの順
に移動します。

ステップ 4

USA-A /eth-uplink/vlan/member-aggr-port # create
br-member-portbreakout-port-name

ステップ 5

USA-A /eth-uplink/vlan/member-aggr-port/br-member-port トランザクションをサーバにコ
# commit-buffer
ミットします。

指定したブレイクアウト VLAN
メンバーポートのインターフェ
イスを作成します。

例：

次の例では、ブレイクアウト イーサネット アップリ
ンク ポート 1 のスロット 1 の集約ポート 4 に VLAN
メンバー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。
USA-A# scope eth-uplink
USA-A /eth-uplink # scope vlan id
USA-A /eth-uplink/vlan # enter member-aggr-port
a 1 1
USA-A /eth-uplink/vlan/member-aggr-port* # create
br-member-port 4
USA-A
/eth-uplink/vlan/member-aggr-port/br-member-port*
# commit-buffer

次の作業
show コマンドを使用して、ブレイクアウト VLAN メンバー ポートが作成されたことを確認しま
す。
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト ポートの変更
次の表は、サポートされているブレイクアウト ポートの変更方法を示しています。
ブレイクアウト ポー スコープ
トのタイプ

変更を行う CLI 位置

変更オプション

イーサネット アップ eth-uplink
リンク

UCS-A
mon-src：モニタ ソース
eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface セッションを作成しま
# create
す。
UCS-A
eth-link-profile：イーサ
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface ネット リンク プロファ
# set
イル名を設定します。
flow-control-policy：
LAN およびイーサネッ
ト アップリンク ポート
の送受信フロー制御パラ
メータを設定する、フ
ロー制御ポリシーを設定
します。
speed：イーサネット
アップリンク ポートの
速度を設定します。
user-label：イーサネッ
ト アップリンク ポート
に識別ラベルを割り当て
ます。
UCS-A
disable：イーサネット
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface アップリンク ブレイク
#
アウト ポートの集約イ
ンターフェイスをディ
セーブルにします。
enable：イーサネット
アップリンク ブレイク
アウト ポートの集約イ
ンターフェイスをイネー
ブルにします。
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト ポー スコープ
トのタイプ

変更を行う CLI 位置

変更オプション

イーサネット アップ fc-storage
リンク ポートチャネ
ル メンバー

UCS-A
eth-link-profile：イーサ
/eth-uplink/fabric/port-channel/aggr-interface/br-member-port ネット リンク プロファ
# set
イル名を設定します。
UCS-A
disable：ブレイクアウト
/eth-uplink/fabric/port-channel/aggr-interface/br-member-port イーサネット アップリ
#
ンク ポートチャネル メ
ンバーの集約インター
フェイスをディセーブル
にします。
enable：ブレイクアウト
イーサネット アップリ
ンク ポートチャネル メ
ンバーの集約インター
フェイスをイネーブルに
します。

FCoE アップリンク

fc-uplink

UCS-A
mon-src：モニタ ソース
/fc-uplink/fabric/aggr-interface/br-fcoeinterface セッションを作成しま
# create
す。
UCS-A
eth-link-profile：イーサ
/fc-uplink/fabric/aggr-interface/br-fcoeinterface ネット リンク プロファ
# set
イル名を設定します。
user-label：FCoE アップ
リンク ブレイクアウト
ポートに識別ラベルを割
り当てます。
UCS-A
disable：FCoE アップリ
/fc-uplink/fabric/aggr-interface/br-fcoeinterface ンク ブレイクアウト
#
ポートの集約インター
フェイスをディセーブル
にします。
enable：FCoE アップリ
ンク ブレイクアウト
ポートの集約インター
フェイスをイネーブルに
します。
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト ポー スコープ
トのタイプ

変更を行う CLI 位置

変更オプション

FCoE アップリンク eth-uplink
ポートチャネル メン
バー

UCS-A
eth-link-profile：イーサ
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/aggr-interface/br-member-port ネット リンク プロファ
# set
イル名を設定します。
A
disable：ブレイクアウト
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/aggr-interface/br-member-port FCoE アップリンク ポー
#
トチャネル メンバーの
集約インターフェイスを
ディセーブルにします。
enable：ブレイクアウト
FCoE アップリンク ポー
トチャネル メンバーの
集約インターフェイスを
イネーブルにします。

FCoE ストレージ
ポート

fc-storage

UCS-A
mon-src：モニタ ソース
fc-storage/fabric/aggr-interface/br-fcoe セッションを作成しま
# create
す。
UCS-A
user-label：サーバに識
/fc-storage/fabric/aggr-interface/br-fcoe 別ラベルを割り当てま
# set
す。
UCS-A
disable：ブレイクアウト
/fc-storage/fabric/aggr-interface/br-fcoe FCoE ストレージ ポート
#
の集約インターフェイス
をディセーブルにしま
す。
enable：ブレイクアウト
FCoE ストレージ ポート
の集約インターフェイス
をイネーブルにします。
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト ポー スコープ
トのタイプ

変更を行う CLI 位置

変更オプション

アプライアンス ポー eth-storage
ト

UCS-A
adminspeed：ファブ
/eth-storage/fabric/aggr-interface/br-interface リック インターフェイ
# set
スの速度を設定します。
flowctrlpolicy：アプライ
アンス ポートの送受信
フロー制御パラメータを
設定する、フロー制御ポ
リシーを設定します。
nw-control-policy：アプ
ライアンス ポートの
ネットワーク制御ポリ
シーを作成します。
pingroupname：ファブ
リック インターフェイ
スのピン グループ名を
設定します。
portmode：アプライア
ンス ポート モードを設
定します。
prio：QoS（サービス品
質）のプライオリティ
レベルを設定します。
user-label：アプライア
ンス ポートに識別ラベ
ルを割り当てます。
UCS-A
eth-target：イーサネッ
/eth-storage/fabric/aggr-interface/br-interface ト ターゲット エンドポ
# create
イントを作成します。
mon-src：モニタ ソース
セッションを作成しま
す。
UCS-A
/eth-storage/fabric/aggr-interface/br-interface
#
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

ブレイクアウト ポー スコープ
トのタイプ

変更を行う CLI 位置

変更オプション

disable：アプライアンス
ブレイクアウト ポート
の集約インターフェイス
をディセーブルにしま
す。
enable：アプライアンス
ブレイクアウト ポート
の集約インターフェイス
をイネーブルにします。
アプライアンス ポー eth-storage
トチャネル メンバー

UCS-A
disable：ブレイクアウト
/eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port アプライアンス ポート
#
チャネル メンバーの集
約インターフェイスを
ディセーブルにします。
enable：ブレイクアウト
アプライアンス ポート
チャネル メンバーの集
約インターフェイスをイ
ネーブルにします。

VLAN メンバー

eth-uplink

A
isnative：メンバーポー
/eth-uplink/vlan/member-aggr-port/br-member-port トをネイティブ VLAN
# set
としてマークします。

ピン グループ - ピン eth-uplink
ターゲット

該当なし

該当なし

SPAN（トラフィック eth-traffic-mon
モニタリング）宛先
ポート

A
speed：SPAN（トラ
/eth-trafic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-aggr-interface/br-dest-interface フィック モニタリン
# set
グ）宛先ポートの速度を
設定します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope eth-uplink.

イーサネット アップリンク モー
ドを開始します。
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LAN ポートおよびポート チャネル
ブレイクアウト ポートの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
aggr-interfaceport-numberport-id

指定した集約（メイン）イーサ
ネット アップリンク ポートのイ
ンターフェイスに移動します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface # scope
br-interface port-id

指定したポート番号のブレイクア
ウト イーサネット ポートに移動
します。

ステップ 5

UCS-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface # インターフェイスをモニタリング
create mon-src
ソースとして変更します。
例：

次の例は、ID が 21 のポート 1 にある集約（メイ
ン）インターフェイスのブレイクアウト ポート
1 で、イーサネット アップリンク ポートをモニ
タリング ソースとして変更する方法を示してい
ます。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope aggr-interface
1 21
UCS-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface # scope
br-interface 1
UCS-A
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface
# create
UCS-A
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface
# create mon-src

ブレイクアウト イーサネット アップリンク ポートの速度とユーザ ラベルの変更
pranspat-3gfi-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface # set
eth-link-profile
Ethernet Link Profile name
flow-control-policy flow control policy
speed
Speed
user-label
User Label

ブレイクアウト イーサネット アップリンク ポートのイネーブル化/ディセーブル化
pranspat-3gfi-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface #
disable
Disables services
enable
Enables services
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ブレイクアウト ポートの設定解除
スロット 1 のポート 2 にブレイクアウトを設定した場合は、そのブレイククアウト ポートを設定
解除できます。

はじめる前に
show port コマンドを使用すると、ファブリック インターコネクト（FI）のポートを一覧表示し
て、ブレイクアウトするポートを選択できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# / fabric-interconnect # show port

ファブリック インターコネクトの
ポートを表示します。

例：

次の例では、ポートを一覧表示します。
Slot Aggr Port Port Oper State
Mac
Role
Xcvr
----- ---------- ----- ----------------------------------- ------- ---1
0
1 Link Down
84:B8:02:CA:37:56
Network 1000base T
1
2
1 Sfp Not Present
84:B8:02:CA:37:57
Unknown N/A
1
2
2 Sfp Not Present
84:B8:02:CA:37:57
Unknown N/A
1
2
3 Sfp Not Present
84:B8:02:CA:37:57
Unknown N/A
1
2
4 Sfp Not Present
84:B8:02:CA:37:57
Unknown N/A
1
0
3 Sfp Not Present
84:B8:02:CA:37:58
Unknown N/A

ステップ 2

UCS-A# scope cabling

ケーブル接続モードを開始します。

ステップ 3

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

ファブリック a または b を指定しま
す。

ステップ 4

UCS-A #/ cabling # delete breakout {1 | 2

警告

ステップ 5

UCS-A /cabling/fabric/breakout* # commit

トランザクションをシステムの設定
にコミットします。

ブレイクアウトポートの削除
アクションを実行すると、FI
が再起動され、10G ポート上
の既存の設定がすべて消去さ
れます。

FI を再起動します。FI が再び稼働状
態になると、スロット 1 のポート 2
が 40G ポートとして表示されます。
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次の作業
show port を使用すると、設定解除したブレイクアウト ポートを表示できます。

ブレイクアウト ポートの削除
10 GB イーサネット ブレイクアウト ポートを削除できます。ブレイクアウト サブポート 1-4 を選
択するには、br-interface または br-member-port スコープを使用します。このスコープにはサブ
ポート ID を指定する必要があります。例：scope br-interfacesub_port_id。
この項に記載されている例は、ブレイクアウト イーサネット アップリンク ポートの削除方法を
示しています。次の表は、サポートされているイーサネットブレイクアウトポートの削除方法を
示しています。
ブレイクアウト
ポートのタイプ

スコープ

削除を行う CLI 位置

イーサネット アッ
プリンク

eth-uplink

UCS-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface # delete
br-interfacenumber

イーサネット アッ
プリンク ポート
チャネル メンバー

eth-uplink

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/aggr-interface # delete
br-member-portnumber

FCoE アップリンク fc-uplink

UCS-A /fc-uplink/fabric/aggr-interface # delete
br-fcoeinterfacenumber

FCoE アップリンク eth-uplink
ポートチャネル メ
ンバー

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/aggr-interface #
delete br-member-portnumber

FCoE ストレージ
ポート

fc-storage

UCS-A /fc-storage/fabric/aggr-interface # delete br-interface
br-fcoenumber

アプライアンス
ポート

eth-storage

UCS--A /eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port #
delete br-member-portnumber

アプライアンス
ポートチャネル メ
ンバー

eth-storage

UCS-A /eth-storage/fabric/aggr-interface # delete
br-interfacenumber

VLAN メンバー

eth-uplink

UCS-A /eth-uplink/vlan/member-aggr-port # delete
br-member-portnumber

ピン グループ - ピ
ン ターゲット

eth-uplink

UCS-A /eth-uplink/pin-group # delete targetnumber
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ブレイクアウト
ポートのタイプ

スコープ

SPAN（トラフィッ eth-traffic-mon
ク モニタリング）
宛先ポート

削除を行う CLI 位置
UCS-A
/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-aggr-interface #
delete br-dest-interface

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モー
ドを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channelnumber 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。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/aggr-interface # 指定したブレイクアウト ポート
delete br-member-portnumber
を削除します。

ステップ 5

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/aggr-interface # トランザクションをサーバにコ
commit-buffer
ミットします。
例：

次の例では、集約（メイン）インターフェイス
ポート 1 のスロット 1 にあるブレイクアウト ポー
ト 1 のイーサネット アップリンク ポートチャネル
メンバーを削除します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel
1
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # enter
aggr-interface 1 1
UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel/aggr-interface
# delete br-member-port 1
UCS-A
/eth-uplink/fabric/port-channel/aggr-interface*
# commit-buffer
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次の作業
show コマンドを使用して、指定したブレイクアウト ポートが削除されたことを確認します。

Cisco UCS Mini スケーラビリティ ポート
Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトには 4 つのユニファイド ポートに加えて、1 つの
スケーラビリティ ポートがあります。スケーラビリティ ポートは、適切に配線されている場合
に、4 つの 1G または 10G SFP+ ポートをサポート可能な 40 GB QSFP+ ブレイクアウト ポートで
す。スケーラビリティ ポートは、サポート対象の Cisco UCS ラック サーバ、アプライアンス ポー
ト、または FCoE ポート用のライセンス サーバ ポートとして使用できます。
Cisco UCS Manager GUI では、スケーラビリティ ポートは、[Ethernet Ports] ノードの下に [Scalability
Port 5] と表示されます。個々のブレイクアウト ポートは、[Port 1] ～ [Port 4] と表示されます。
Cisco UCS Manager CLI では、スケーラビリティ ポートは表示されませんが、個別のブレイクアウ
ト ポートは [Br-Eth1/5/1] ～ [Br-Eth1/5/4] として表示されます。

スケーラビリティ ポートの設定
スケーラビリティ ポートにポート、ポート チャネル メンバー、または SPAN メンバーを設定す
るには、スケーラビリティポートに移動してから、標準ユニファイドポート用の手順を実行しま
す。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-server # scope fabric {a | 指定したファブリックのイーサネット サー
b}
バ ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-server/fabric # scope
aggr-interfaceslot-numport-num

ステップ 4

UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface スケーラビリティ ポートのインターフェイ
# show interface
スを表示します。

ステップ 5

UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface 指定されたイーサネット サーバ ポートのイ
# create interfaceslot-numport-num ンターフェイスを作成します。

ステップ 6

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

スケーラビリティ ポートのイーサネット
サーバ ファブリック集約インターフェイス
モードを開始します。
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次の例は、ファブリック A スケーラビリティ ポートのイーサネット サーバ ポート 3 にインター
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ています。
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # scope aggr-interface 1 5
UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface # show interface
Interface:
Slot Id Aggr-Port ID Port Id
------- ------------ -------1
5
1
1
5
2
1
5
3
1
5
4

Admin State
----------Enabled
Enabled
Enabled
Enabled

Oper State
------------Up
Up
Admin Down
Admin Down

State Reason
-----------Administratively Down
Administratively Down

UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface # create interface 1 3
UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface #

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。

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

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

ステップ 2

UCS-A /fabric # scope card
slot-id

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。

ステップ 3

UCS-A /fabric/card # scope
beacon-led

ビーコン LED モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

UCS-A /fabric/card/beacon-led # 点灯ビーコン LED ライトが表すポート モードを
set admin-state {eth | fc | off} 指定します。
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。

ステップ 5

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

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
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
アダプタから取得した VIF ポート統計情報の表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A(nxos)# show interface
vethernetveth-idcounters

アダプタから取得した VIF ポート統計情
報を表示します。

次の例は、アダプタから取得した VIF ポート統計情報の表示方法を示しています。
UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show interface vethernet 684 counters
-------------------------------------------------------------------------------Port
InOctets
InUcastPkts
-------------------------------------------------------------------------------Veth684
0
0
-------------------------------------------------------------------------------Port
InMcastPkts
InBcastPkts
-------------------------------------------------------------------------------Veth684
0
0
-------------------------------------------------------------------------------Port
OutOctets
OutUcastPkts
-------------------------------------------------------------------------------Veth684
0
0
-------------------------------------------------------------------------------Port
OutMcastPkts
OutBcastPkts
-------------------------------------------------------------------------------Veth684
0
0

ASIC から取得した VIF ポート統計情報の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

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。

ステップ 2

UCS-A(nxos)# show platform fwm ASIC から取得した VIF ポートの TX および RX
info lif vethernetveth-id | grep frame フレーム統計情報を表示します。
RX 統計情報は、すべてのタイプのフレーム用で
す。Tx 統計情報は、既知のユニキャスト フレー
ム専用です。
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次の例は、ASIC から取得した VIF ポートの TX および RX フレーム統計情報の表示方法を示して
います。
UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show platform fwm info lif vethernet 684 | grep frame
vif29 pd: rx frames: 0 tx frames: 0;
UCS-A(nxos)#

NIV ポートに対応する VIF ポートの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos ファブリック インターコネクトの
{a | b}
NX-OS モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A(nxos)# show platform fwm info lif NIV ポートに対応する VIF ポートを表
vethernetveth-id | grep niv
示します。

次の例は、NIV ポートに対応する VIF 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 platform fwm info lif vethernet 741 | grep niv
vif20 pd: niv_port_id 0x7000001f (the 0x1F or “31” is the Source/Dest-VP index)

バックプレーン ポートのステータスの確認
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

UCS-A /fabric-interconnect # connect ファブリック インターコネクトの NX-OS
nxos {a | b}
モードを開始します。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A(nxos)# show interface br

速度やバックプレーン ポートのステータス
など、インターフェイスの設定を表示しま
す。

次の例は、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
方法を示しています。
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) -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
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Po1286
Po1287
Po1288
Po1289

1
1
1
1

eth
eth
eth
eth

vntag
vntag
vntag
vntag

up
up
up
up

none
none
none
none

a-10G(D)
a-10G(D)
a-10G(D)
a-10G(D)

none
none
none
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-server # scope fabric {a 指定したファブリックのイーサネット サー
| b}
バ ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-server/fabric # create
interfaceslot-numport-num

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。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例は、ファブリック B のスロット 1 のイーサネット サーバ ポート 4 用に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ています。
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-server # scope fabric {a 指定したファブリックのイーサネット サー
| b}
バ ファブリック モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、ファブリック 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric #
create
interfaceslot-numport-num

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。

ステップ 4

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

（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。
（注）

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。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

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

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次の例は、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 用にインターフェ
イスを作成して、速度を 10 Gbps に設定し、トランザクションをコミットする方法を示していま
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a 指定されたファブリックのイーサネットアッ
| b}
プリンク ファブリック モードを開始しま
す。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、ファブリック B のスロット 2 にあるイーサネット 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
UCS-A /eth-uplink/fabric #
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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。

（注）

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。
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
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

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

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope 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
fabric{a | b}
開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/fabric 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
# create
成します。
interfaceslot-numport-num

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/interface 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
# set portmode {access | 定します。デフォルトで、モードはトランクに設定されま
trunk}
す。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
（注）

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。

ステップ 5

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

ステップ 6

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/interface アプライアンス ポートに QoS クラスを指定します。デフォ
# set priosys-class-name ルトでは、プライオリティは best-effort に設定されます。

（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。

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。この優先順位を 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
CoS 0 でプライオリティがデフォルトに戻ります。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 7

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/interface 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
# set adminspeed {10gbps は、管理速度は 10gbps に設定されます。
| 1 gbps}

ステップ 8

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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope fabric{a 指定したファブリックのイーサネット スト
| b}
レージ モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

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

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。
（注）
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 interface の代わりに、
scope port-channel コマンドを使用
します。

ステップ 4

UCS-A /eth-storage/fabric/interface 指定された MAC アドレス ターゲットの名前
# create eth-target eth-target name を指定します。

ステップ 5

UCS-A
MAC アドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn 形式で指定
/eth-storage/fabric/interface/eth-target します。
# set mac-address mac-address

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A/eth-storage# create
vlanvlan-namevlan-id

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。

ステップ 3

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

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

ステップ 5

UCS-A/eth-storage# create
vlanvlan-namevlan-id

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。

ステップ 6

UCS-A/eth-storage/vlan# set sharing 作成しているセカンダリ VLAN にプライマ
community
リ VLAN を関連付けます。

ステップ 7

UCS-A/eth-storage/vlan# set
pubnwnameprimary vlan-name

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。

ステップ 8

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

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

ステップ 3

UCS-A/eth-storage/fabric# create
interfaceslot-numport-num

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。

ステップ 4

UCS-A/eth-storage/fabric/interface#
exit

インターフェイス モードから移動します。

ステップ 5

UCS-A/eth-storage/fabric# exit

ファブリックから移動します。

ステップ 6

UCS-A/eth-storage# scope
vlanvlan-name

指定した VLAN に移動します。

（注）

（注）

VLAN に関連付けた後、必ずトラ
ンザクションをコミットしてくだ
さい。

アプライアンス クラウドにコミュ
ニティ VLAN が作成されているこ
とを確認します。

ステップ 7

UCS-A/eth-storage/vlan# create
指定したファブリックのメンバ ポートを作
member-portfabricslot-numport-num 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。

ステップ 8

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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a 指定したファブリックのイーサネット ス
| b}
トレージ モードを開始します。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、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。

（注）

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。
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
指定した FCoE アップリンク ポートのイ
fcoeinterfaceslot-numberport-number ンターフェイスを作成します。

ステップ 4

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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

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

指定したインターフェイスを削除しま
す。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

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

使用可能なインターフェイスを一覧表示
します。

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
------------ ----- ----- --------------1
1
10 Sfp Not Present
1
1
3 Sfp Not Present
1
1
4 Sfp Not Present
1
1
6 Sfp Not Present
1
1
8 Sfp Not Present
2
1
7 Sfp Not Present
UCS-A /fc-uplink/fabric #

State Reason
-----------Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope fabric{a 指定したファブリックのイーサネット スト
| b}
レージ モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/fabric # create
interfaceslot-numport-num

ステップ 4

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

ステップ 5

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

ステップ 6

UCS-A /fc-storage* # scope fabric{a 特定のアプライアンス ポートに対してイー
| b}
サネット ストレージ モードを開始します。

ステップ 7

UCS-A /fc-storage/fabric # create
interface fcoeslot-numport-num

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。

アプライアンス ポート モードに 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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a 指定されたファブリックのイーサネットアッ
| b}
プリンク ファブリック モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
interface15

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。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-storage

ファイバ チャネル ストレージ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /fc-storage # scope fabric {a 指定したファブリックのファイバ チャネル
| b}
ストレージ モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /fc-storage/fabric # create
指定されたファイバ チャネル ストレージ
interface {fc | fcoe} slot-num port-num ポートのインターフェイスを作成します。

ステップ 4

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

トランザクションをコミットします。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-storage

ファイバ チャネル ストレージ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /fc-storage # scope fabric {a 指定したファブリックのファイバ チャネル
| b}
ストレージ モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

トランザクションをコミットします。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a 指定したファブリックでファイバ チャネル
| b}
アップリンク モードを開始します。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

トランザクションをコミットします。

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。

重要

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。
• 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。

（注）

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。

アップリンク イーサネット ポート チャネルの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a 指定されたファブリックのイーサネット アッ
|b}
プリンク ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

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

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
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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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

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

（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。

ステップ 5

UCS-A
（任意）
/eth-uplink/fabric/port-channel # set ポート チャネルの名前を指定します。
name port-chan-name

ステップ 6

UCS-A
（任意）
/eth-uplink/fabric/port-channel # set 指定されたフロー制御ポリシーをポート チャ
flow-control-policy policy-name
ネルに割り当てます。

ステップ 7

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、ファブリック A のポート 13 にポート チャネルを作成し、名前を portchan13a に設定
して、管理ステータスをイネーブルにし、flow-con-pol432 という名前のフロー制御ポリシーをポー
ト チャネルに割り当てて、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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a 指定されたファブリックのイーサネットアッ
|b}
プリンク ファブリック モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # delete
port-channel port-num
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

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
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。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、スロット 1、ポート 7 のメンバー 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a 指定されたファブリックのイーサネットアッ
|b}
プリンク ファブリック モードを開始しま
す。

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel ポート チャネルから指定されたメンバ ポー
# delete member-port
トを削除します。
slot-numport-num

ステップ 5

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

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。

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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/fabric #
指定されたイーサネット ストレージ ポートのポート
create port-channel port-num 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。

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/port-channel ポート チャネルの管理状態をイネーブルまたはディ
# {enable | disable}
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。

ステップ 5

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/port-channel ポート チャネルの名前を指定します。
# set name port-chan-name

ステップ 6

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/port-channel 指定されたファブリックとポート、またはファブリッ
# set pingroupname pin-group クとポート チャネルへのアプライアンス ピン ターゲッ
name
トを指定します。

ステップ 7

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/port-channel ポート モードがアクセスとトランクのどちらであるか
# set portmode {access |
を指定します。デフォルトで、モードはトランクに設
trunk}
定されます。

ステップ 8

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/port-channel アプライアンス ポートに QoS クラスを指定します。
# set prio sys-class-name
デフォルトでは、プライオリティは best-effort に設定
されます。
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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コマンドまたはアクション 目的
• [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。この優先
順位を 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 CoS 0 でプライ
オリティがデフォルトに戻ります。
ステップ 9

UCS-A
（任意）
/eth-storage/fabric/port-channel ポート チャネルの速度を指定します。
# set speed {1gbps | 2gbps |
4gbps | 8gbps | auto}

ステップ 10

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

次の例では、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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a 指定したファブリックのイーサネット スト
|b}
レージ モードを開始します。

ステップ 3

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

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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

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

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。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、ファブリック A のポート チャネル 13 をイネーブルにして、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 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope fabric 指定したファブリックのイーサネットストレー
{a | b }
ジ ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

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
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。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次の例では、スロット 1、ポート 7 のメンバー 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope fabric {a 指定したファブリックのイーサネット スト
|b}
レージ ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel ポート チャネルから指定されたメンバ ポー
# delete member-port
トを削除します。
slot-numport-num

ステップ 5

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

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。

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 チャネルを使用すると、複数の物理ファイバ チャネル ポートをグルー
プ化して（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
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を実現できます。Cisco UCS Manager では、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。
各 Cisco UCS ドメインに最大 4 つのファイバ チャネル ポート 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 ドメインに最大 2 つのファイバ チャネル ポート 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
（注）

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。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a 指定したファブリックのファイバ チャネル
|b}
アップリンク ファブリック モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel port-num
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 4

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel （任意）
# {enable | disable}
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。

ステップ 5

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel （任意）
# set name port-chan-name
ポート チャネルの名前を指定します。

ステップ 6

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel （任意）
# set speed {1gbps | 2gbps | 4gbps | ポート チャネルの速度を指定します。
8gbps | auto}

ステップ 7

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

次の例では、ファブリック A にポート チャネル 13 を作成し、名前を portchan13a に設定して、管
理ステータスをイネーブルにし、速度を 2 Gbps に設定して、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 #

FCoE ポート チャネルの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoe-port-channelnumber

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。
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LAN ポートおよびポート チャネル
アップストリーム NPIV ファイバ チャネル ポート チャネルへのアクティブなチャネル モードの追加

コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

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

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 #

アップストリーム NPIV ファイバ チャネル ポート チャネルへのアク
ティブなチャネル モードの追加
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a 指定したファブリックのファイバ チャネル
|b}
アップリンク ファブリック モードを開始しま
す。

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel （任意）
# {enable | disable}
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。

ステップ 5

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel （任意）
# set name port-chan-name
ポート チャネルの名前を指定します。

ステップ 6

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel （任意）
# scope port-chan-name
ポート チャネルの名前を指定します。
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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
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。

LAN ポートおよびポート チャネル
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

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel （任意）
# channel mode {active}
アップストリーム NPIV スイッチでチャネル
モードをアクティブに設定します。

ステップ 8

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

次の例では、チャネル モードを有効化してアクティブにします。
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a 指定したファブリックでファイバ チャネル
|b}
アップリンク モードを開始します。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

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。
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LAN ポートおよびポート チャネル
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

次の例では、ファブリック A のポート チャネル 13 をイネーブルにして、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/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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a 指定したファブリックのファイバチャネルアッ
|b}
プリンク ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

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
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。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次の例では、スロット 1、ポート 7 のメンバー 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
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
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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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | 指定したファブリックのファイバ チャネル
b}
アップリンク ファブリック モードを開始し
ます。

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel ポート チャネルから指定されたメンバ ポー
# delete member-port
トを削除します。
slot-numport-num

ステップ 5

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

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。

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
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 を内部的に作成して、イーサネット
ポート チャネルにバインドします。ホストから受信した FCoE トラフィックは、FCoE トラフィッ
クがファイバ チャネル アップリンク経由で送信されるのと同じ方法で、VFC 経由で送信されま
す。
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FCoE ポート チャネルの設定

FCoE ポート チャネルの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoe-port-channelnumber

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。

ステップ 4

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

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric 指定したファブリックのファイバ チャネル アップ
{a | b }
リンク ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope 指定したポート チャネルの FCoE アップリンク
fcoe-port-channel ID
ポート チャネル モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A
ポート チャネルから指定されたメンバ ポートを作
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel 成し、FCoE アップリンク ファブリック ポート
# create member-port
チャネルのメンバ ポート モードを開始します。
slot-numport-num
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LAN ポートおよびポート チャネル
ユニファイド アップリンク ポート チャネル

コマンドまたはアクション

目的
（注）

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。

ステップ 5

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

次の例では、スロット 1、ポート 7 のメンバー 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 ポート チャネルを追加すると、Cisco UCS Manager
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。
• ポート チャネルの 1 つからメンバ 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 ポートを削除します。
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LAN ポートおよびポート チャネル
ユニファイド アップリンク ポート チャネルの設定

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a 指定されたファブリックのイーサネットアッ
| b}
プリンク ファブリック モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channelID

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。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、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 #

イベント検出とアクション
Cisco UCS Manager は、統計情報収集ポリシーを使用して、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 ポートを監視し、エラーが発
生した場合にアラームをトリガーします。
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ポリシーベースのポート エラー処理

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、次のエラーから
構成されています。

（注）

NiErrStats

説明

frameTx

TX_FRM_ERROR のカウンタ値を収集します。

tooLong

RX_TOOLONG のカウンタ値を収集します。

tooShort

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

Crc

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

InRange

RX_INRANGEERR のカウンタ値を収集します。

アクティブなポートのみがネットワーク インターフェイス ポートの統計情報を収集して Cisco
UCS Manager に送信します。

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
コマンドまたはアクション
ステッ UCS-A # scope eth-server
プ1

イーサネット ストレージ
モードを開始します。

ステッ UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy default
プ2

統計情報しきい値ポリ
シー モードを開始しま
す。

ステッ UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # create classclass-name
プ3

指定した統計情報しきい
値ポリシー クラスを作成
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、
組織統計情報しきい値ポ
リシー モードで create
class ? コマンドを入力し
ます。

ステッ UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # create
propertyproperty-name
プ4

指定した統計情報しきい
値ポリシー クラス プロパ
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、組織統計情報しきい
値ポリシー クラス モード
で create property ? コマ
ンドを入力します。

ステッ UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set
normal-valuevalue
プ5

クラス プロパティに通常
値を指定します。value の
形式は、設定するクラス
プロパティに応じて異な
る場合があります。必要
な形式を確認するには、
set normal-value ? コマン
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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # create
クラス プロパティのしき
threshold-value {above-normal | below-normal} {cleared | condition い値を指定して作成し、
プ6
| critical | info | major | minor | warning}
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。
ステッ UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value 降格または昇格のクラス
# set {deescalating | escalating} value
プ7
プロパティしきい値を指
定します。value の形式
は、設定するクラス プロ
パティしきい値に応じて
異なる場合があります。
必要な形式を確認するに
は、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 set
deescalating ? または set
escalating ? コマンドを入
力します。
ステッ UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value トランザクションをシス
# commit-buffer
プ8
テムの設定にコミットし
ます。

次の例は、しきい値定義の作成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 # 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 ポートでのエラー ディセーブル化の
設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope eth-server

イーサネット ストレージ モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy
default

統計情報しきい値ポリシー モー
ドを開始します。

ステップ 3 UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # scope
classclass-name

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
い値ポリシー クラス モードを開
始します。

ステップ 4 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope 指定した統計情報しきい値ポリ
propertyproperty-name
シー クラス プロパティの組織統
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。
ステップ 5 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property クラス プロパティにエラー ディ
# set error-disable-fi-port {yes | no}
セーブル化ステータスを指定しま
す。
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。
ステップ 6 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property* トランザクションをシステムの設
# commit-buffer
定にコミットします。

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
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope eth-server
/eth-server # scope stats-threshold-policy default
/eth-server/stats-threshold-policy # scope class ni-ether-error-stats
/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope property crc-delta
/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set error-disable-fi-port yes
/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 ポートでの自動リカバリの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope eth-server

イーサネット ストレージ モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A/eth-server # scope stats-threshold-policy
default

統計情報しきい値ポリシー モード
を開始します。

ステップ 3 UCSA/eth-server/stats-threshold-policy # scope
classclass-name

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
値ポリシー クラス モードを開始
します。

ステップ 4 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope 指定した統計情報しきい値ポリ
propertyproperty-name
シー クラス プロパティの組織統
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。
ステップ 5 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property クラス プロパティに自動リカバリ
# set auto-recovery {enabled | disabled}
ステータスを指定します。
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。
ステップ 6 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property* ポートが自動的に再びイネーブル
# set auto-recovery-timetime
になるまでの時間（分単位）を指
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。
ステップ 7 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property* トランザクションをシステムの設
# commit-buffer
定にコミットします。

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
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope eth-server
/eth-server # scope stats-threshold-policy default
/eth-server/stats-threshold-policy # scope class ni-ether-error-stats
/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope property crc-delta
/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set auto-recovery enabled
/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 エラー カウンタの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope chassischassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A/chassis # scope iom {a | b}

指定した IOM でシャーシ IOM モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A/chassis/iom # scope port-group ネットワーク インターフェイス ポートに
fabric
移動します。

ステップ 4

UCS-A/chassis/iom/port-group # scope 指定したネットワーク インターフェイス
fabric-iffabric-if number
ポート番号に移動します。

ステップ 5

UCS-A/chassis/iom/port-group/fabric-if ネットワーク インターフェイス ポートの
# show stats
エラー カウンタを表示します。

次の例は、ネットワーク インターフェイス ポートの統計情報の表示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、Cisco UCS Manager が適切なハードウェアの存在を検出したときに
内部的に作成されて管理されます。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 UCS Manager GUI または Cisco UCS Manager CLI を使用して参照できま
す。
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アダプタ ポート チャネルの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope iom {ab}

指定した IOM でシャーシ IOM モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/iom # scope port group 指定したポート グループのポート グルー
プ モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/iom/port group # show 指定したシャーシのアダプタ ポート チャ
host-port-channel [detail | expand] ネルを表示します。

次の例は、ポート グループ モードのホスト ポート チャネルに関する情報の表示方法を示してい
ます。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope chassis 1
/chassis # scope iom a
/chassis/iom # scope port group
/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、Cisco UCS Manager 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

注意

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。
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-server # scope fabric {a 指定したファブリックのイーサネット サー
| b}
バ ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-server/fabric # show
指定したファブリック インターコネクトの
fabric-port-channel [detail | expand] ファブリック ポート チャネルを表示しま
す。

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
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-server # scope fabric {a 指定したファブリックのイーサネット サー
| b}
バ ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A
指定したメンバー ポートでイーサネット
/eth-server/fabric/fabric-port-channel サーバ ファブリック、ファブリック ポート
# scope member-port slot-id port-id チャネル モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A
指定したメンバー ポートをイネーブルまた
/eth-server/fabric/fabric-port-channel はディセーブルにします。
# {enable | disable}

ステップ 6

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

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。

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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ネームド VLAN
ネームド VLAN は、所定の外部 LAN への接続を作成します。VLAN は、ブロードキャスト トラ
フィックを含む、その外部 LAN へのトラフィックを切り離します。
VLAN ID に名前を割り当てると、抽象レイヤが追加されます。これにより、ネームド VLAN を使
用するサービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバをグローバルにアップデートする
ことができます。外部 LAN との通信を維持するために、サーバを個別に再設定する必要はありま
せん。
同じ VLAN ID を使用して、複数のネームド VLAN を作成できます。たとえば、HR および Finance
のビジネス サービスをホストするサーバが同一の外部 LAN にアクセスする必要がある場合、同
じ VLAN ID を使用して HR と Finance という名前の VLAN を作成できます。その後でネットワー
クが再設定され、Finance が別の LAN に割り当てられた場合、変更する必要があるのは Finance の
ネームド VLAN の VLAN ID だけです。
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クラスタ設定では、ネームド VLAN が 1 つのファブリック インターコネクトだけにアクセスでき
るようにすることも、両方のファブリック インターコネクトにアクセスできるように設定するこ
とも可能です。
VLAN ID に関するガイドライン

重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。
VLAN 4048 はユーザが設定可能です。 ただし、Cisco UCS Manager では、VLAN 4048 が次のデ
フォルト値に使用されます。 4048 を VLAN に割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要
があります。
• Cisco UCS リリース 2.0 へのアップグレード後：FCoE ストレージ ポートのネイティブ VLAN
は、デフォルトで VLAN 4048 を使用します。 デフォルト FCoE VSAN が、アップグレード
前に VLAN 1 を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていない VLAN
ID に変更する必要があります。 たとえば、デフォルトを 4049 に変更することを検討します
（その VLAN ID が使用されていない場合）。
• Cisco UCS リリース 2.0 の新規インストール後：デフォルト VSAN 用の FCoE VLAN は、デ
フォルトで VLAN 4048 を使用します。 FCoE ストレージ ポート ネイティブ VLAN は VLAN
4049 を使用します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

プライベート VLAN
プライベート VLAN（PVLAN）は、VLAN のイーサネット ブロードキャスト ドメインをサブド
メインに分割する機能で、これを使用して一部のポートを分離することができます。PVLAN の各
サブドメインには、1 つのプライマリ VLAN と 1 つ以上のセカンダリ VLAN が含まれます。PVLAN
のすべてのセカンダリ VLAN は、同じプライマリ VLAN を共有する必要があります。セカンダリ
VLAN ID は、各サブドメインの区別に使用されます。
独立 VLAN とコミュニティ VLAN
Cisco UCS ドメイン内のすべてのセカンダリ VLAN は、独立 VLAN またはコミュニティ VLAN に
なることができます。
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（注）

独立 VLAN を標準 VLAN と共に使用するよう設定することはできません。

独立 VLAN のポート
独立 VLAN の通信では、プライマリ VLAN 内の関連するポートだけを使用できます。これらの
ポートは独立ポートであり、Cisco UCS Manager では設定できません。プライマリ VLAN には 1
つの独立 VLAN しか存在できませんが、同じ独立 VLAN 上に複数の独立ポートが存在することは
可能です。これらの独立ポートは相互に通信できません。独立ポートは、独立 VLAN を許可して
いる標準トランク ポートまたは無差別ポートとのみ通信できます。
独立セカンダリ VLAN に属するホスト ポート。このポートは、同じプライベート VLAN ドメイ
ン内の他のポートから完全に独立しています。PVLAN は、無差別ポートからのトラフィックを除
き、独立ポート宛のトラフィックをすべてブロックします。独立ポートから受信されたトラフィッ
クは、無差別ポートにだけ転送されます。指定した独立 VLAN には、複数の独立ポートを含める
ことができます。各ポートは、独立 VLAN にある他のすべてのポートから、完全に隔離されてい
ます。
アップリンク ポートに関するガイドライン
PVLAN を作成する場合は、次のガイドラインに従ってください。
• アップリンク イーサネット ポート チャネルを無差別モードにすることはできません。
• 各プライマリ VLAN には、独立 VLAN が 1 つだけ存在できます。
• VNTAG アダプタの VIF には、独立 VLAN が 1 つだけ存在できます。
VLAN ID に関するガイドライン

重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。
VLAN 4048 はユーザが設定可能です。 ただし、Cisco UCS Manager では、VLAN 4048 が次のデ
フォルト値に使用されます。 4048 を VLAN に割り当てる場合は、これらの値を再設定する必要
があります。
• Cisco UCS リリース 2.0 へのアップグレード後：FCoE ストレージ ポートのネイティブ VLAN
は、デフォルトで VLAN 4048 を使用します。 デフォルト FCoE VSAN が、アップグレード
前に VLAN 1 を使用するように設定されていた場合は、使用または予約されていない VLAN
ID に変更する必要があります。 たとえば、デフォルトを 4049 に変更することを検討します
（その VLAN ID が使用されていない場合）。
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• Cisco UCS リリース 2.0 の新規インストール後：デフォルト VSAN 用の FCoE VLAN は、デ
フォルトで VLAN 4048 を使用します。 FCoE ストレージ ポート ネイティブ VLAN は VLAN
4049 を使用します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

VLAN ポートの制限
Cisco UCS Manager では、1 つのファブリック インターコネクト上の境界ドメインとサーバ ドメ
インで設定可能な VLAN ポート インスタンスの数は制限されます。
VLAN ポート数に含まれるポートのタイプ
次のタイプのポートが VLAN ポートの計算でカウントされます。
• ボーダー アップリンク イーサネット ポート
• ボーダー アップリンク イーサチャネル メンバー ポート
• SAN クラウドの FCoE ポート
• NAS クラウドのイーサネット ポート
• サービス プロファイルによって作成されたスタティックおよびダイナミック vNIC
• ハイパーバイザ ドメイン内のハイパーバイザのポート プロファイルの一部として作成され
た VM vNIC
これらのポートに設定されている VLAN の数に基づいて、Cisco UCS Manager は VLAN ポート イ
ンスタンスの累積数を追跡し、検証中に VLAN ポート制限を実行します。Cisco UCS Manager で
は制御トラフィック用に一部の事前定義された VLAN ポート リソースを予約します。これには、
HIF および NIF ポートに設定された管理 VLAN が含まれます。
VLAN ポートの制限の実行
Cisco UCS Manager は、次の操作中に VLAN ポートのアベイラビリティを検証します。
• 境界ポートおよび境界ポート チャネルの設定および設定解除
• クラウドへの VLAN の追加またはクラウドからの VLAN の削除
• SAN または NAS ポートの設定または設定解除
• 設定の変更を含むサービス プロファイルの関連付けまたは関連付け解除
• vNIC または vHBA での VLAN の設定または設定解除
• VMWare vNIC からおよび ESX ハイパーバイザから作成通知または削除通知を受け取ったと
き
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（注）

これは、Cisco UCS Manager の制御外です

• ファブリック インターコネクトのリブート
• Cisco UCS Manager のアップグレードまたはダウングレード
Cisco UCS Manager は、サービス プロファイルの動作に対し、厳密な VLAN ポート制限を実施し
ます。VLAN ポート制限を超過したことを Cisco UCS Manager が検出した場合、サービス プロファ
イル設定は展開時に失敗します。
境界ドメインでの VLAN ポート数の超過は、それほど混乱をもたらしません。境界ドメインで
VLAN ポート数が超過した場合、Cisco UCS Manager は割り当てステータスを Exceeded に変更し
ます。ステータスを [Available] に戻すには、次のいずれかのアクションを実行します。
• 1 つ以上の境界ポートを設定解除する
• LAN クラウドから VLAN を削除する
• 1 つ以上の vNIC または vHBA を設定解除する

ネームド VLAN の設定
両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームドVLAN
の作成（アップリンク イーサネット モード）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と VLAN ID を
指定し、イーサネット アップリンク VLAN モードを
開始します。
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ジ モード）

コマンドまたはアクション

目的
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan 指定した VLAN の共有を設定します。
# set sharing {isolated | none
次のいずれかになります。
| primary}
• isolated：プライマリ VLAN に関連付けられて
いるセカンダリ VLAN です。この VLAN はプ
ライベートです。
• none：この VLAN にはセカンダリ VLAN もプ
ライベート VLAN もありません。
• primary：この VLAN には 1 つ以上のセカンダ
リ VLAN を設定できます。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームド VLANを作成し、VLANに accounting
という名前を付け、VLAN ID 2112 を割り当て、共有を none に設定し、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 # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing none
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームドVLAN
の作成（イーサネット ストレージ モード）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。
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ト モード）

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

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。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/vlan # create
指定したファブリック上に指定した VLAN の
member-port {a | b} slot-id port-id メンバ ポートを作成します。

ステップ 4

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

次の例は、両方のファブリック インターコネクト用にネームド VLAN を作成し、VLAN に
accouonting という名前を付け、VLAN ID 2112 を割り当て、スロット 2、ポート 20 にメンバ ポー
トを作成し、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 # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-storage/vlan* # create member-port a 2 20
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port #

1 つのファブリックインターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN
の作成（アップリンク イーサネット モード）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。
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ト モード）

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

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

指定したファブリック インターコネクト（A または
B）のイーサネット アップリンク ファブリック イン
ターコネクト モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric #
ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と VLAN ID を
create vlan vlan-name vlan-id 指定し、イーサネット アップリンク ファブリック イ
ンターコネクト VLAN モードを開始します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan 指定した VLAN の共有を設定します。
# set sharing {isolated | none
次のいずれかになります。
| primary}
• isolated：プライマリ VLAN に関連付けられてい
るセカンダリ VLAN です。この VLAN はプライ
ベートです。
• none：この VLAN にはセカンダリ VLAN もプラ
イベート VLAN もありません。
• primary：この VLAN には 1 つ以上のセカンダ
リ VLAN を設定できます。

ステップ 5

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

次の例は、ファブリック インターコネクト A のネームド VLAN を作成し、VLAN に finance とい
う名前を付け、VLAN ID 3955 を割り当て、共有を none に設定し、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 # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing none
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
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プライベート VLAN 用セカンダリ VLAN の作成（1 つのファブリック イ
ンターコネクトがアクセス可能）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric 指定したファブリック インターコネクト（A ま
{a | b}
たは B）のイーサネット アップリンク ファブ
リックインターコネクトモードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # create ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と VLAN
vlan vlan-name vlan-id
ID を指定し、イーサネット アップリンク ファ
ブリック インターコネクト VLAN モードを開
始します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing isolated

VLAN をセカンダリ VLAN として設定します。

ステップ 5

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

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。

ステップ 6

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

次の例は、ファブリック インターコネクト A 用のネームド VLAN を作成し、VLAN に finance と
いう名前を付け、VLAN ID 3955 を割り当て、この VLAN をセカンダリ VLAN として、セカンダ
リ VLAN をプライマリ VLAN と関連付け、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 vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing isolated
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UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set pubnwname pvlan1000
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

ネームド VLANの削除
Cisco UCS Manager に、削除する VLAN と同じ VLAN ID を持つネームド VLAN が含まれている場
合、この ID を持つネームド VLAN がすべて削除されるまで、この VLAN はファブリック イン
ターコネクト設定から削除されません。
プライベート プライマリ VLAN を削除する場合は、セカンダリ VLAN を動作している別のプラ
イマリ VLAN に必ず再割り当てします。

はじめる前に
ファブリック インターコネクトから VLAN を削除する前に、その VLAN がすべての vNIC と vNIC
テンプレートから削除されていることを確認します。

（注）

vNIC または vNIC テンプレートに割り当てられている VLAN を削除すると、vNIC によって
VLAN がフラップする可能性があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

（任意）
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。指定されたファブリック（a
または b）からだけネームド VLAN 削除するに
は、このコマンドを使用します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink # delete vlan 指定されたネームド VLAN を削除します。
vlan-name

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次の例は、両方のファブリック インターコネクトがアクセス可能なネームド VLAN 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 # delete vlan accounting
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #
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次の例は、1 つのファブリック インターコネクトがアクセス可能なネームド VLAN 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 # delete vlan finance
UCS-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

プライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 用プライマリ VLAN の作成（両方のファブリック
インターコネクトにアクセス可能）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と VLAN
ID を指定し、イーサネット アップリンク
VLAN モードを開始します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing primary

VLAN をプライマリ VLAN として設定しま
す。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次の例は、両方のファブリックインターコネクト用にネームド VLANを作成し、VLANに accounting
という名前を付け、VLAN ID 2112 を割り当て、この VLAN をプライマリ VLAN にし、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 # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing primary
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

プライベート VLAN 用プライマリ VLAN の作成（1 つのファブリック イ
ンターコネクトにアクセス可能）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric 指定したイーサネット アップリンク ファブリッ
{a | b}
ク インターコネクトのファブリック インターコ
ネクト モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # create ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と VLAN
vlan vlan-name vlan-id
ID を指定し、イーサネット アップリンク ファ
ブリック インターコネクト VLAN モードを開
始します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #
set sharing primary

VLAN をプライマリ VLAN として設定します。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。
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次の例は、ファブリック インターコネクト A 用にネームド VLAN を作成し、VLAN に finance と
いう名前を付け、VLAN ID 3955 を割り当て、この VLAN をプライマリ VLAN にし、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 # create vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing primary
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

プライベート VLAN 用セカンダリ VLAN の作成（両方のファブリック
インターコネクトにアクセス可能）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と VLAN
ID を指定し、イーサネット アップリンク
VLAN モードを開始します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing isolated

VLAN をセカンダリ VLAN として設定しま
す。

ステップ 4

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

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。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次の例は、両方のファブリックインターコネクト用のネームド VLANを作成し、VLANに accounting
という名前を付け、VLAN ID 2112 を割り当て、この VLAN をセカンダリ VLAN として、セカン
ダリ VLAN をプライマリ VLAN と関連付け、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 # create vlan accounting 2112
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing isolated
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set pubnwname pvlan1000
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

プライベート VLAN 用セカンダリ VLAN の作成（1 つのファブリック イ
ンターコネクトがアクセス可能）
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric 指定したファブリック インターコネクト（A ま
{a | b}
たは B）のイーサネット アップリンク ファブ
リックインターコネクトモードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # create ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と VLAN
vlan vlan-name vlan-id
ID を指定し、イーサネット アップリンク ファ
ブリック インターコネクト VLAN モードを開
始します。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
sharing isolated

VLAN をセカンダリ VLAN として設定します。

ステップ 5

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

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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

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

次の例は、ファブリック インターコネクト A 用のネームド VLAN を作成し、VLAN に finance と
いう名前を付け、VLAN ID 3955 を割り当て、この VLAN をセカンダリ VLAN として、セカンダ
リ VLAN をプライマリ VLAN と関連付け、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 vlan finance 3955
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set sharing isolated
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set pubnwname pvlan1000
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

vNIC での PVLAN の許可
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profileprofile-name

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope
vnicvnic-name

指定した vNIC のコマンド モードを開始
します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic #
create eth-ifcommunity-vlan-name

指定した vNIC にコミュニティ VLAN が
アクセスすることを許可します。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic/eth-if* 指定した vNIC のインターフェイス コン
# exit
フィギュレーション モードから移動しま
す。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile/vnic* #
create eth-ifprimary-vlan-name

指定した vNIC にプライマリ VLAN がア
クセスすることを許可します。

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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次の例は、コミュニティ VLAN「cVLAN102」とプライマリ VLAN「primaryVLAN100」を vNIC
「vnic_1」に割り当てて、トランザクションをコミットする方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile GSP1
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic_1
UCS-A /org/service-profile/vnic # create eth-if cVLAN102
UCS-A /org/service-profile/vnic/eth-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/vnic # create eth-if primaryVLAN100
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

アプライアンス クラウドでのプライベート VLAN のプライマリ VLAN
の作成
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

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。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/vlan* # set
sharing primary

VLAN をプライマリ VLAN として設定しま
す。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、ファブリック インターコネクト A 用にネームド VLAN を作成して名前を付け、VLAN
ID を割り当てて、その VLAN をプライマリ VLAN に指定し、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 # create vlan primaryvlan500 500
UCS-A /eth-storage/vlan* # set sharing primary
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UCS-A /eth-storage/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/vlan #

アプライアンス クラウドでのプライベート VLAN のセカンダリ VLAN
の作成
重要

ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は作成できません。 この範囲の VLAN ID は予約されています。
LAN クラウドの VLAN と SAN クラウドの FCoE VLAN の ID が同じであってはなりません。
VSAN 内の VLAN と FCoE VLAN で同じ ID を使用すると、その VLAN を使用しているすべて
の vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。 FCoE
VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロッ
プされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

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。
VLAN 名の大文字と小文字は区別されます。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/vlan* # set
sharing isolated

VLAN をセカンダリ VLAN として設定しま
す。

ステップ 4

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

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。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、ファブリック インターコネクト A 用のネームド VLAN を作成して名前を付け、VLAN
ID を割り当てて、その VLAN をセカンダリ VLAN に指定し、プライマリ VLAN に関連付けてか
ら、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 # create vlan isovlan501 501
UCS-A /eth-storage/vlan* # set sharing isolated
UCS-A /eth-storage/vlan* # set pubnwname primaryvlan500
UCS-A /eth-storage/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/vlan # #
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コミュニティ VLAN
Cisco UCS Manager は、UCS ファブリック インターコネクトのコミュニティ VLAN をサポートし
ます。コミュニティポートは、コミュニティポート同士、および無差別ポートと通信します。コ
ミュニティ ポートは、他のコミュニティの他のすべてのポート、または PVLAN 内の独立ポート
からレイヤ 2 分離されています。ブロードキャストは PVLAN だけに関連付けられたコミュニティ
ポートと他の無差別ポート間で送信されます。無差別ポートは、PVLAN 内の独立ポート、コミュ
ニティ ポートなどのすべてのインターフェイスと通信できます。

コミュニティ VLAN の作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink.

イーサネット アップリンク モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A# /eth-uplink/ # create vlan ID. 指定した VLAN ID を持つ VLAN を作成
します。

ステップ 3

UCS-A# /eth-uplink/ vlan # set
sharingType.

VLAN タイプを指定します。

ステップ 4

UCS-A# /eth-uplink/ vlan # set
pubnwname Name.

プライマリ VLAN アソシエーションを
指定します。

ステップ 5

UCS-A# /eth-uplink/ vlan #
commit-buffer.

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例は、コミュニティ VLAN の作成方法を示しています。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan vlan203 203
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set sharing community
UCS-A /eth-uplink/vlan* # set pubname vlan200
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan* # exit
UCS-A /vlan-group #

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
124

VLANs
コミュニティ VLAN の表示

コミュニティ VLAN の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

Cisco UCS Manager 組織を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # show vlan

組織に使用可能なグループを表示しま
す。

次の例では、ルート組織で使用可能な VLAN グループを表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A# /org/# show vlan
VLAN Group:
Name
VLAN ID
Fabric ID
Native VLAN
Sharing Type
Primary Vlan
--------------------------------------------------------------------------------------vlan100
vlan100
vlan100

100
101
203

Dual
Dual
Dual

No
No
No

Primary
Isolated
Community

vlan100
vlan100
vlan200

vNIC でのコミュニティ VLAN の許可
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profileprofile-name

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope
vnicvnic-name

指定した vNIC のコマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic #
create eth-ifcommunity-vlan-name

指定した vNIC にコミュニティ VLAN がア
クセスすることを許可します。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次の例は、コミュニティ VLAN「cVLAN101」を vNIC「vnic_1」に割り当てて、トランザクショ
ンをコミットする方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile GSP1
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic_1
UCS-A /org/service-profile/vnic # create eth-if cVLAN101
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

混合アクセス ポート/トランク ポートでの PVLAN の許可
混合アクセス ポートの場合は、独立 VLAN とコミュニティ VLAN を同じプライマリ VLAN に関
連付ける必要があります。
混合トランク ポートの場合、独立 VLAN とコミュニティ VLAN は異なるプライマリ VLAN に属
することができ、標準 VLAN に属することもできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-storage # scope
vlaniso-vlan-name

指定した独立 VLAN に移動します。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-portfabric slot- num portnum

指定したファブリックのメンバー ポートを
作成し、スロット番号とポート番号を割り
当てて、メンバー ポートの設定範囲に移動
します。

ステップ 4

UCS-A /eth-storage/vlan/member-port VLAN モードに戻ります。
# exit

ステップ 5

UCS-A /eth-storage/vlan # exit

イーサネット ストレージ モードに戻りま
す。

ステップ 6

UCS-A /eth-storage # scope
vlancomm-vlan-name

指定したコミュニティ VLAN に移動しま
す。

ステップ 7

UCS-A /eth-storage/vlan # create
member-portfabric slot- num portnum

指定したファブリックのメンバー ポートを
作成し、スロット番号とポート番号を割り
当てて、メンバー ポートの設定範囲に移動
します。

ステップ 8

UCS-A /eth-storage/vlan/member-port トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。
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次の例は、同じプライマリ VLAN に関連付けられている独立 VLAN とコミュニティ VLAN を同
じアプライアンス ポートに割り当てて、トランザクションをコミットする方法を示しています。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope vlan isovlan501
UCS-A /eth-storage/vlan # create member-port a 1 2
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port* # exit
UCS-A /eth-storage/vlan* # exit
UCS-A /eth-storage* # scope vlan cvlan502
UCS-A /eth-storage/vlan* # create member-port a 1 2
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/vlan/member-port #

コミュニティ VLAN の削除
Cisco UCS Manager に、削除する VLAN と同じ VLAN ID を持つネームド VLAN が含まれている場
合、この ID を持つネームド VLAN がすべて削除されるまで、この VLAN はファブリック イン
ターコネクト設定から削除されません。
プライベート プライマリ VLAN を削除する場合は、セカンダリ VLAN を動作している別のプラ
イマリ VLAN に必ず再割り当てします。

はじめる前に
ファブリック インターコネクトから VLAN を削除する前に、その VLAN がすべての vNIC と vNIC
テンプレートから削除されていることを確認します。

（注）

vNIC または vNIC テンプレートに割り当てられている VLAN を削除すると、vNIC によって
VLAN がフラップする可能性があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

（任意）
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。指定されたファブリック（a
または b）からだけネームド VLAN 削除するに
は、このコマンドを使用します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink # delete
community vlanvlan-name

指定したコミュニティ VLAN を削除します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。
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次の例では、コミュニティ VLAN 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 # delete commnity vlan vlan203
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #

VLAN ポート数の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # show
vlan-port-count

VLAN ポート数を表示します。

次に、ファブリック インターコネクト A の VLAN ポート数を表示する例を示します。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show vlan-port-count
VLAN-Port Count:
VLAN-Port Limit
---------6000

Access VLAN-Port Count
--------------3

Border VLAN-Port Count
---------------0

Alloc Status
---------Available

VLAN ポート カウント最適化
VLAN ポート数の最適化を使用すると、複数の VLAN の状態を単一の内部状態にマッピングでき
ます。VLAN ポート数の最適化を有効にすると、Cisco UCS Manager は、ポート VLAN メンバー
シップに基づいて VLAN を論理的にグループ化します。このグループ化により、ポート VLAN 数
の制限が増加します。VLAN ポート数の最適化によりさらに VLAN 状態が圧縮され、ファブリッ
ク インターコネクトの CPU の負荷が減少します。この CPU の負荷の軽減により、より多くの
VLAN をより多くの vNIC に展開できるようになります。VLAN のポート数を最適化しても、vNIC
上の既存の VLAN 設定は変更されません。
VLAN ポート数の最適化は、デフォルトで無効になっています。このオプションは、必要に応じ
て有効または無効にできます。
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重要

• VLAN ポート数の最適化を有効にすると、使用可能な VLAN ポートの数が増加します。
最適化されていない状態でポート VLAN 数が VLAN の最大数を超えた場合、VLAN ポー
ト数の最適化を無効にすることはできません。
• VLAN ポート数の最適化は、Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトで
はサポートされていません。

VLAN ポート数最適化のイネーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink# set
VLAN ポート数の最適化に対し vlan をイ
vlan-port-count-optimization enable ネーブルにします。

ステップ 3

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

次の例では、VLAN ポート数の最適化をイネーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set vlan-port-count-optimization enable
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink#

ポート VLAN 数最適化のディセーブル化
ポート VLAN 数が最適化されていない状態で使用可能な上限数よりも多くのポート VLAN がある
場合、最適化をディセーブルにできません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開
始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink# set
ポート VLAN 数の最適化をディセーブル
vlan-port-count-optimization disable にします。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、ポート VLAN 数の最適化をディセーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # set vlan-port-count-optimization disable
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink#

ポート VLAN 数最適化グループの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink# show
vlan-port-count-optimization group

ポート VLAN 数の最適化によりグループ
化された VLAN を表示します。

次の例では、ファブリック a および b のポート VLAN 数の最適化グループを表示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # show vlan-port-count-optimization group
VLAN Port Count Optimization Group:
Fabric ID Group ID
VLAN ID
-------------------A
5
6
A
5
7
A
5
8
B
10
100
B
10
101

VLAN グループ
VLAN グループでは、イーサネット アップリンク ポートの VLAN を機能別または特定のネット
ワークに属する VLAN 別にグループ化できます。VLAN メンバーシップを定義し、そのメンバー
シップをファブリック インターコネクト上の複数のイーサネット アップリンク ポートに適用す
ることができます。
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（注）

Cisco UCS Manager では、最大 200 個の VLAN グループをサポートします。200 を超える VLAN
グループを作成していると Cisco UCS Manager で判別すると、VLAN の圧縮をディセーブルに
します。
インバンドおよびアウトオブバンド（OOB）VLAN グループを設定し、それを使用してブレード
およびラック サーバの Cisco Integrated Management Interface（CIMC）にアクセスすることができ
ます。Cisco UCS Manager は、アップリンク インターフェイスまたはアップリンク ポート チャネ
ルでの OOB IPv4 およびインバンド IPv4/IPv6 VLAN グループの使用をサポートします。
VLAN を VLAN グループに割り当てた後、VLAN グループに対する変更は VLAN グループで設定
されたすべてのイーサネット アップリンク ポートに適用されます。また、VLAN グループによっ
て、分離 VLAN 間での VLAN の重複を識別することができます。
VLAN グループ下にアップリンク ポートを設定できます。VLAN グループ用にアップリンク ポー
トを設定すると、そのアップリンク ポートは関連する VLAN グループに属している VLAN のす
べてと、LAN Uplinks Manager を使用するアップリンクに関連付けられている個々の VLAN（存在
する場合）をサポートします。さらに、その VLAN グループとの関連付けが選択されていないす
べてのアップリンクは、VLAN グループの一部である VLAN のサポートを停止します。
[LAN Cloud] または [LAN Uplinks Manager] から VLAN グループを作成できます。

VLAN グループの作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope eth-uplink.

イーサネット アップリンク モードを開始します。
VLAN グループ名は大文字と小文字が区別されま
す。

ステップ 2

ステップ 3

UCS-A# /eth-uplink/ #create
vlan-groupName .

指定された名前で VLAN グループを作成します。

UCS-A# /eth-uplink/
vlan-group#create
member-vlanID .

作成された VLAN グループに指定した VLAN を追
加します。

この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。
また、オブジェクトが保存された後で、この名前
を変更することはできません。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A# /eth-uplink/vlan-group VLAN グループにアップリンク イーサネット ポー
#create member-port
トを割り当てます。
[member-port-channel] .

ステップ 5

UCS-A#/vlan-group* #
commit-buffer.

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次に、VLAN グループを作成する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # create vlan-group eng
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-vlan 3
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # commit-buffer
UCS-A /vlan-group #

インバンド VLAN グループの作成
インバンド VLAN グループを設定し、リモート ユーザにインバンド サービス プロファイルを介
したアクセスを提供します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth uplink

イーサネット アップリンク コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # create vlan-group
inband-vlan-name

VLAN グループを指定された名前で作
成し、VLAN グループ コンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan-group # create
指定した VLAN を VLAN グループに追
member-vlaninband-vlan-nameinband-vlan-id 加し、VLAN グループ メンバ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-vlan # VLAN グループ メンバ コンフィギュ
exit
レーション モードを終了します。

ステップ 5

UCS-A /eth-uplink/vlan-group # create
member-portfabricslot-numport-num

ステップ 6

UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port # トランザクションをコミットします。
commit-buffer
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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。

VLANs
VLAN グループの表示

次の例では、inband-vlan-group という名前の VLAN グループを作成し、Inband_VLAN という名前
のグループ メンバを作成し、VLAN ID 888 を割り当て、ファブリック A とファブリック B のメ
ンバ ポートを作成し、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 # create vlan-group inband-vlan-group
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-vlan Inband_VLAN 888
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-vlan* # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-port a 1 23
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port* # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group* # create member-port b 1 23
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan-group/member-port # exit
UCS-A /eth-uplink/vlan-group # exit

次の作業
インバンド サービス プロファイルにインバンド VLAN グループを割り当てます。

VLAN グループの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

Cisco UCS Manager 組織を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # show vlan-group

組織に使用可能なグループを表示しま
す。

次の例では、ルート組織で使用可能な VLAN グループを表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A# /org/# show vlan-group
VLAN Group:
Name
---eng
hr
finance
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VLAN グループの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink.

イーサネット アップリンク モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A# /eth-uplink/ #delete
vlan-groupName .

指定した VLAN グループを削除します。

ステップ 3

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

次に、VLAN グループを削除する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # delete vlan-group eng
UCS-A /eth-uplink* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink #

VLAN 権限
VLAN 権限は、指定した組織および VLAN が属するサービス プロファイル組織に基づいて VLAN
へのアクセスを制限します。VLAN 権限により、サービス プロファイルの vNIC に割り当てるこ
とができる VLAN のセットも制限されます。VLAN 権限はオプションの機能であり、デフォルト
では無効になっています。この機能は、要件に応じて有効または無効にできます。この機能を無
効にすると、すべての VLAN にすべての組織からグローバルでアクセスできるようになります。

（注）

[LAN] > [LAN Cloud] > [Global Policies] > [Org Permissions] の順で組織権限を有効にすると、
VLAN の作成時に、[Create VLANs] ダイアログボックスに [Permitted Orgs for VLAN(s)] オプ
ションが表示されます。[Org Permissions] を有効にしないと、[Permitted Orgs for VLAN(s)] オプ
ションは表示されません。
組織の権限を有効にすると、VLAN の組織を指定できます。組織を指定すると、その VLAN は特
定の組織とその構造下にあるすべてのサブ組織で利用可能になります。他の組織のユーザは、こ
の VLAN にアクセスできません。また、VLAN アクセス要件の変更に基づいて VLAN の権限を随
時変更できます。
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注意

VLAN の組織権限をルート レベルで組織に割り当てると、すべてのサブ組織が VLAN にアク
セスできるようになります。ルート レベルで組織権限を割り当てた後で、サブ組織に属する
VLAN の権限を変更した場合は、その VLAN はルート レベルの組織で使用できなくなります。

VLAN 権限の作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org.

Cisco UCS Manager VLAN 組織を入力しま
す。

ステップ 2

UCS-A# /org/ #create
指定された VLAN 権限を作成し、その組織
vlan-permitVLAN permission name. に VLAN アクセス権限を割り当てます。

ステップ 3

UCS-A#/org* # commit-buffer.

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、組織用の VLAN 権限を作成する方法を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create vlan-permit dev
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

VLAN 権限の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

Cisco UCS Manager 組織を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # show vlan-permit

組織で使用可能な権限を表示します。

次の例では、この VLAN にアクセスするための権限を持つ VLAN グループを表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A# /org/# show vlan-permit
VLAN Group:
Name
---eng
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hr
finance

VLAN 権限の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org.

Cisco UCS Manager VLAN 組織を入力し
ます。

ステップ 2

UCS-A# /org/ #delete
vlan-permitVLAN permission name.

VLAN へのアクセス権を削除します。

ステップ 3

UCS-A#/org* # commit-buffer.

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、組織から VLAN 権限を削除する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # delete vlan-permit dev
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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LAN ピン グループ
• LAN ピン グループ, 137 ページ
• LAN ピン グループの設定, 138 ページ

LAN ピン グループ
Cisco UCS は LAN ピン グループを使用して、サーバ上の vNIC から、ファブリック インターコネ
クトのアップリンク イーサネット ポートまたはポート チャネルに、イーサネット トラフィック
をピン接続します。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できます。
サーバにピン接続を設定するには、LAN ピン グループを vNIC ポリシーにインクルードする必要
があります。その後、vNIC ポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービス プロファイルに
取り込まれます。vNIC からのすべてのトラフィックは、I/O モジュールを経由して所定のアップ
リンク イーサネット ポートに進みます。

（注）

vNIC ポリシーを使用してピン グループがサーバ インターフェイスに割り当てられていない場
合、Cisco UCS Manager はそのサーバ インターフェイスからのトラフィック用としてアップリ
ンク イーサネット ポートまたはポート チャネルを動的に選択します。この選択は永続的では
ありません。インターフェイス フラップまたはサーバのリブートの後は、そのサーバ インター
フェイスからのトラフィックに対して別のアップリンク イーサネット ポートまたはポート
チャネルが使用される可能性があります。
アップリンクが LAN ピン グループに属している場合、そのアップリンクは所属グループ専用
に予約されているわけではありません。LAN ピン グループを指定していない他の vNIC ポリ
シーは、動的なアップリンクとしてそのアップリンクを使用できます。

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
137

LAN ピン グループ
LAN ピン グループの設定

LAN ピン グループの設定
2 つのファブリック インターコネクトを持つシステムでピン グループとの関連付けができるのは
のは、1 つのファブリック インターコネクト、または両方のファブリック インターコネクトだけ
です。

はじめる前に
ピン グループの設定に使用するポートおよびポート チャネルを設定します。 使用できるのは、
LAN ピン グループでアップリンク ポートとして設定されているポートおよびポート チャネルだ
けです。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネットアップリンクモードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # create
pin-group pin-group-name

イーサネット（LAN）ピン グループを指定され
た名前で作成し、イーサネット アップリンクの
ピン グループ モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/pin-group # set （任意）
descr description
ピン グループに説明を加えます。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句
読点が含まれている場合、説明を引用
符で括る必要があります。引用符は、
show コマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/pin-group # set （任意）
target {a | b | dual}
指定されたファブリックとポート、またはファブ
{portslot-num/port-num |
リックとポート チャネルへのイーサネット ピン
port-channel port-num}
ターゲットを設定します。

ステップ 5

UCS-A /eth-uplink/pin-group #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次の例は、ファブリック A に pingroup54 という名前の LAN ピン グループを作成し、ピン グルー
プに説明を加え、ポート チャネル 28 にピン グループのターゲットを設定し、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 # create pin-group pingroup54
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # set descr "This is my pin group #54"
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # set target a port-channel 28
UCS-A /eth-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/pin-group #
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次の作業
ピン グループを vNIC テンプレートに含めます。
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LAN ピン グループの設定
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• MAC プール, 141 ページ
• MAC プールの作成, 142 ページ
• MAC プールの削除, 143 ページ

MAC プール
MAC プールは、ネットワーク ID（MAC アドレス）の集合です。MAC アドレスはレイヤ 2 環境
では一意で、サーバの vNIC に割り当てることができます。サービス プロファイルで MAC プー
ルを使用する場合は、サービス プロファイルに関連付けられたサーバで使用できるように MAC
アドレスを手動で設定する必要はありません。
マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、この MAC プールが特
定のアプリケーション、またはビジネス サービスだけで使用されるようにすることができます。
Cisco UCS はプールから MAC アドレスを割り当てるために名前解決ポリシーを使用します。
サーバに MAC アドレスを割り当てるには、vNIC ポリシーに MAC プールをインクルードする必
要があります。その後、この vNIC ポリシーは、このサーバに割り当てられたサービス プロファ
イルに含められます。
独自の MAC アドレスを指定することもできますし、シスコにより提供された MAC アドレスのグ
ループを使用することもできます。
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MAC プールの作成
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope
orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モー
ドを開始するには、/ を org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
mac-poolmac-pool-name

指定された名前で MAC プールを作成し、組織 MAC プー
ル モードを開始します。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保
存された後で、この名前を変更することはできません。

ステップ 3

UCS-A /org/mac-pool # set （任意）
descrdescription
MAC プールの説明を記入します。
（注）

ステップ 4

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含
まれている場合、説明を引用符で括る必要があ
ります。引用符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

UCS-A /org/mac-pool # set 次のいずれかになります。
assignmentorder {default
• default：Cisco UCS Manager はプールからランダム
| sequential}
ID を選択します。
• sequential：Cisco UCS Manager はプールから最も小
さい使用可能 ID を選択します。

ステップ 5

UCS-A /org/mac-pool #
MAC アドレス ブロック（範囲）を作成し、組織 MAC
create block first-mac-addr プール ブロック モードを開始します。nn:nn:nn:nn:nn:nn
last-mac-addr
の形式で、MAC アドレス範囲の最初と最後のアドレスを
指定する必要があります。アドレス間はスペースで区切
ります。
（注）

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
142

MAC プールには、複数の MAC アドレス ブロッ
クを含めることができます。複数の MAC アド
レス ブロックを作成するには、組織 MAC プー
ル モードから複数の create block コマンドを入
力します。

MAC プール
MAC プールの削除

コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 6

CS-A /org/mac-pool #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

次の例では、pool37 という名前の MAC プールを作成し、プールに説明を加え、ブロックの最初
および最後の MAC アドレスを指定して MAC アドレス ブロックを定義し、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 org /
UCS-A /org # create mac-pool pool37
UCS-A /org/mac-pool* # set descr "This is my MAC pool"
UCS-A /org/mac-pool* # create block 00:A0:D7:42:00:01 00:A0:D7:42:01:00
UCS-A /org/mac-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/mac-pool/block #

次の作業
MAC プールを vNIC テンプレートに含めます。

MAC プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Manager は、 でそのプールの vNIC または vHBA に割り当てら
れたアドレスを再割り当てしません。 削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次
のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNIC または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除された場合。
• アドレスが割り当てられた vNIC または vHBA が削除された場合。
• vNIC または vHBA が異なるプールに割り当てられた場合。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
mac-poolpool-name

指定された MAC プールを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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次に、pool4 という名前の MAC プールを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete mac-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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• システム クラスの設定, 147 ページ
• Quality of Service ポリシーの設定, 151 ページ
• フロー制御ポリシーの設定, 154 ページ

QoS
Cisco UCS は、Quality Of Service を実装するために、次の方法を提供しています。
• システム全体にわたって、特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定を指定する
ためのシステム クラス
• 個々の vNIC にシステム クラスを割り当てる QoS ポリシー
• アップリンク イーサネット ポートによるポーズ フレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー
QoS システム クラスに加えられたグローバル QoS の変更によって、すべてのトラフィックにデー
タプレーンでの中断が短時間発生する可能性があります。このような変更の例を次に示します。
• 有効になっているクラスの MTU サイズの変更
• 有効になっているクラスのパケット ドロップの変更
• 有効になっているクラスの CoS 値の変更
Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnect の Quality of Service に関するガイドラインと制限事項
• Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnect はすべてのシステム クラスに共有バッファを使
用します。
• マルチキャスト最適化はサポートされません。
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QoS

• あるクラスの QoS パラメータを変更すると、すべてのクラスのトラフィックが中断されま
す。次の表は、QoS システム クラスの変更およびシステムの再起動が引き起こされる条件を
示しています。
QoS システム クラスのステー Condition
タス

FI の再起動ステータス

イネーブル

ドロップとドロップなしを切 Yes
り替えた場合

ドロップなし

イネーブルとディセーブルを Yes
切り替えた場合

イネーブルかつドロップなし MTU サイズを変更した場合

Yes

• QoS システム クラスでの変更により、最初に下位 FI の再起動が行われ、その後プライマリ
FI の再起動が行われます。

（注）

システム ポリシーが変更されると、Cisco UCS Manager はファブリック イン
ターコネクトの再起動を求めるプロンプトを表示します。

Cisco UCS Mini の Quality of Service に関するガイドラインと制限事項
• Cisco UCS Mini はすべてのシステム クラスに共有バッファを使用します。
• Bronze クラスは SPAN とバッファを共有します。SPAN または Bronze クラスを使用すること
を推奨します。
• マルチキャスト最適化はサポートされません。
• あるクラスの QoS パラメータを変更すると、すべてのクラスのトラフィックが中断されま
す。
• イーサネット トラフィックと FC または FCoE トラフィックが混在している場合は、帯域が
均等に配分されません。
• 同じクラスからの複数のトラフィック ストリームが均等に分配されないことがあります。
• FC または FCoE のパフォーマンス問題を回避するために、すべての破棄なしポリシーに同じ
CoS 値を使用してください。
• Platinum クラスと Gold クラスのみが破棄なしポリシーをサポートしています。
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システム クラスの設定
システム クラス
Cisco UCS はデータセンター イーサネット（DCE）を使用して Cisco UCS ドメイン内のすべての
トラフィックを処理します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネット
パイプの帯域幅が 8 つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラフィック用に
2 つの仮想レーンが予約されています。それ以外の 6 つの仮想レーンの Quality of Service（QoS）
を設定できます。Cisco UCS ドメイン全体にわたり、これら 6 つの仮想レーンで DCE 帯域幅がど
のように割り当てられるかは、システム クラスによって決定されます。
各システム クラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約します。
これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されます。た
とえば、[Fibre Channel Priority] システム クラスを設定して、FCoE トラフィックに割り当てる DCE
帯域幅の割合を決定することができます。
次の表は、設定可能なシステム クラスをまとめたものです。
表 2：システム クラス

システム クラス

説明

Platinum

サービスプロファイルの QoS ポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィックレー
ンを 1 つ管理します。

Gold
Silver
Bronze

これらのシステム クラスのプロパティはすべて、カスタム 設定やポ
リシーを割り当てるために使用できます。
Cisco UCS Mini の場合、パケットの破棄は Platinum クラスと Gold ク
ラスでのみ無効にできます。1 つの Platinum クラスと 1 つの Gold ク
ラスのみを no-drop クラスとして同時に設定できます。

ベスト エフォート

ベーシック イーサネット トラフィックのために予約されたレーンに
対する QoS を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要
に応じて、データ パケットのドロップを許可するドロップ ポリシー
があります。このシステム クラスをディセーブルにはできません。
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システム クラス

説明

ファイバ チャネル

Fibre Channel over Ethernet トラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Service を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー
タ パケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ
リシーがあります。このシステム クラスをディセーブルにはできませ
ん。
（注）

FCoE トラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約された QoS システム クラスがあります。他
のタイプのトラフィックに FCoE で使用される CoS 値があ
る場合、その値は 0 にリマークされます。

システム クラスの設定
サーバ内のアダプタのタイプによっては、サポートされる MTU の最大値が制限される場合があ
ります。 たとえば、ネットワーク MTU が最大値を超えた場合、次のアダプタでパケットがドロッ
プする可能性があります。
• Cisco UCS M71KR CNA アダプタ：サポートされる MTU の最大値は 9216 です。
• Cisco UCS 82598KR-CI アダプタ：サポートされる MTU の最大値は 14000 です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-server # scope qos イーサネット サーバ QoS モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-server/qos # scope 指定されたシステム クラスに対し、イーサネット
eth-classified {bronze | gold | サーバ QoS イーサネット機密モードを開始します。
platinum | silver}

ステップ 4

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
enable

指定されたシステム クラスをイネーブルにします。

ステップ 5

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set cos cos-value

指定されたシステム クラスにサービス クラスを指
定します。有効なサービス クラスの値は 0 ～ 6 で
す。
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コマンドまたはアクション

目的
重要

ステップ 6

すべての非ドロップポリシーに対して、UCS
と N5K で 同じ CoS 値を使用します。エン
ドツーエンド PFC が正常に動作することを
保証するには、すべての中間スイッチで同
じ QoS ポリシーを設定します。

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set drop {drop | no-drop}

チャネルでパケットをドロップできるかどうか指定
します。

ステップ 7

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set mtu {mtu-value | fc |
normal}

最大伝送単位（使用されるパケットサイズ）。MTU
の最大値は 9216 です。
（注）
vNIC に対応する QoS ポリシーがある場
合、ここで指定した MTU は、関連付けら
れた QoS システム クラスで指定された
MTU と同等以下でなければなりません。
この MTU 値が QoS システム クラスの
MTU 値を超えている場合、データ転送中
にパケットがドロップされる可能性があ
ります。
MTU に変更を保存すると、次の警告メッセージが
表示されます。「Warning: The operation will cause
momentary disruption to traffic forwarding」

ステップ 8

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set multicast-optimize {no |
yes}

クラスがマルチキャスト パケット送信に最適化され
るかどうかを指定します。

ステップ 9

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
set weight {weight-value |
best-effort | none}

指定されたシステム クラスに対して相対的な重み値
を指定します。有効な重み値は 0 ～ 10 です。

ステップ 10

UCS-A
/eth-server/qos/eth-classified #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

（注）

ドロップに変更を保存すると、次の警告
メッセージが表示されます。「Warning:
The operation will cause momentary disruption
to traffic forwarding」

次の例は、プラチナシステムクラスをイネーブルにして、チャネルによるパケットのドロップを
許可し、サービス クラスを 6 に設定して、MTU を normal に設定し、相対重みを 5 に設定して、
トランザクションをコミットする方法を示しています。
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope qos
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UCS-A /eth-server/qos # scope eth-classified platinum
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified # enable
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set drop drop
Warning: The operation will cause momentary disruption to traffic forwarding
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set cos 6
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set mtu normal
Warning: The operation will cause momentary disruption to traffic forwarding
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # set weight 5
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #

システム クラスのディセーブル化
QoS ポリシーで使用されるシステム クラスを無効にすると、Cisco UCS Manager は QoS ポリシー
が設定されているサーバのトラフィックに対して CoS 0 のシステム クラスを設定します。 CoS 0
に設定されているシステム クラスがない場合、ベスト エフォート システム クラスが使用されま
す。 ベスト エフォート システム クラスやファイバ チャネル システム クラスは無効にできませ
ん。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-server # scope qos

イーサネット サーバ QoS モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /eth-server/qos # scope
eth-classified {bronze | gold |
platinum | silver}

指定されたシステム クラスに対し、イー
サネット サーバ QoS イーサネット機密
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /eth-server/qos/eth-classified # 指定したシステム クラスをディセーブル
disable
にします。

ステップ 5

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

次に、platinum システム クラス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 qos
UCS-A /eth-server/qos # scope eth-classified platinum
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified # disable
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/qos/eth-classified #
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Quality of Service ポリシーの設定
Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality Of Service
が決定されます。一部のアダプタでは、発信トラフィックでバーストやレートなど追加の制御を
指定することもできます。
vNIC ポリシー、または vHBA ポリシーに QoS ポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービス プロファイルにインクルードして、vNIC または vHBA を設定する必要があります。

QoS ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

Switch-A# scope
orgorg-name

指定した組織で組織モードを開始します。デフォルトの組
織モードを開始するには、org-name として / を入力します。

ステッ
プ2

Switch-A /org # create
qos-policypolicy-name

指定した QoS ポリシーを作成し、組織 QoS ポリシー モー
ドを開始します。

ステッ
プ3

Switch-A /org/qos-policy # QoS ポリシーが使用する出力ポリシー（vNIC および vHBA
create egress-policy
の両方）を作成し、組織 QoS ポリシーの出力ポリシー モー
ドを開始します。

ステッ
プ4

Switch-A
（任意）ホストまたは Cisco UCS Manager のどちらが vNIC
/org/qos-policy/egress-policy のサービス クラス（CoS）を制御するかを指定します。こ
# set host-cos-control {full の設定は、vHBA には影響しません。
| none}
ホストに CoS を制御させるには、full キーワードを使用し
ます。パケットに有効な CoS 値がある場合、ホストはその
値を使用します。それ以外の場合、指定されたクラス プラ
イオリティに関連付けられた CoS 値を使用します。指定し
たプライオリティに関連付けられている CoS 値を Cisco UCS
Manager に使用させるには、none キーワードを使用しま
す。

ステッ
プ5

Switch-A
出力ポリシーで使用されるシステム クラスを指定します。
/org/qos-policy/egress-policy sys-class-name 引数には、次のいずれかのクラス キーワー
# set priosys-class-name
ドを指定できます。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• [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。この優先順位を 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
CoS 0 でプライオリティがデフォルトに戻ります。
ステッ
プ6

Switch-A
トラフィックの予想平均レートを指定します。このレート
/org/qos-policy/egress-policy を下回るトラフィックは、常に準拠です。デフォルトは
# set rate {line-rate | kbps} line-rate です（値 10,000,000 に相当）。最小値は 8 で、最
burstbytes
大値は 40,000,000 です。
レート制限は、Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェイス
カードおよび Cisco UCS VIC-1280 仮想インターフェイス
カード 上の vNIC でのみサポートされます。Cisco UCS
M81KR 仮想インターフェイス カード は、vNIC と vHBA
の両方でレート制限をサポートしています。

ステッ
プ7

Switch-A
トランザクションをシステムの設定にコミットします。
/org/qos-policy/egress-policy
# commit-buffer

次の例は、vNIC トラフィックの QoS ポリシーを作成し、プラチナ システム クラスを割り当てて
出力ポリシーのレート制限（トラフィックレートとバーストサイズ）を設定し、トランザクショ
ンをコミットします。
Switch-A# scope org /
Switch-A /org # create qos-policy VnicPolicy34
Switch-A /org/qos-policy* # create egress-policy
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set prio platinum
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set rate 5000000 burst 65000

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
152

QoS
QoS ポリシーの削除

Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # commit-buffer
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy #

次の例は、vHBA トラフィックの QoS ポリシーを作成し、fc（ファイバ チャネル）システム クラ
スを割り当てて出力ポリシーのレート制限（トラフィックレートとバーストサイズ）を設定し、
トランザクションをコミットします。
Switch-A# scope org /
Switch-A /org # create qos-policy VhbaPolicy12
Switch-A /org/qos-policy* # create egress-policy
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set prio fc
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # set rate 5000000 burst 65000
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # commit-buffer
Switch-A /org/qos-policy/egress-policy #

次の作業
QoS ポリシーを vNIC または vHBA テンプレートに含めます。

QoS ポリシーの削除
使用中の QoS ポリシーを削除した場合、または QoS ポリシーで使用されているシステム クラス
を無効にした場合、この QoS ポリシーを使用している vNIC と vHBA はすべて、ベスト エフォー
ト システム クラスまたは CoS が 0 のシステム クラスに割り当てられます。 マルチテナント機能
を実装しているシステムでは、Cisco UCS Manager はまず、組織階層から一致する QoS ポリシー
を見つけようとします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete qos-policy
policy-name

指定された QoS ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例は、QosPolicy34 という名前の QoS ポリシーを削除し、トランザクションをコミットしま
す。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete qos-policy QosPolicy34
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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フロー制御ポリシーの設定
フロー制御ポリシー
フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCS ドメイン
のアップリンク イーサネット ポートが IEEE 802.3x ポーズ フレームを送信および受信するかどう
かを決定します。これらのポーズ フレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送信
側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。
LAN ポートとアップリンク イーサネット ポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり
ます。Cisco UCSでは、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。
送信機能をイネーブルにした場合、受信パケット レートが高くなりすぎたときに、アップリンク
イーサネットポートはネットワークポートにポーズ要求を送信します。ポーズは数ミリ秒有効に
なった後、通常のレベルにリセットされます。受信機能をイネーブルにした場合、アップリンク
イーサネットポートは、ネットワークポートからのポーズ要求すべてに従います。ネットワーク
ポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンク ポートで
停止します。
ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると同時に、ポーズ
フレームやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応も変わります。

フロー制御ポリシーの設定
はじめる前に
必要なフロー制御に対応する設定を使用して、ネットワークポートを設定します。たとえば、ポ
リシーのフロー制御ポーズ フレームに対する送信設定を有効にした場合は、必ず、ネットワーク
ポートの受信パラメータを on または desired に設定します。 Cisco UCS ポートでフロー制御フレー
ムを受信する場合は、ネットワーク ポートの送信パラメータが on または desired に設定されてい
ることを確認します。フロー制御を使用する必要がない場合は、ネットワークポートの受信パラ
メータと送信パラメータを off に設定できます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope
flow-control

イーサネット アップリンク フロー制御モードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/flow-control 指定されたフロー制御ポリシーを作成します。
# create policypolicy-name
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

UCS-A
次のフロー制御プライオリティ オプションのいずれ
/eth-uplink/flow-control/policy かを指定します。
# set prio prio-option
• auto：このファブリック インターコネクトで PPP
を使用するかどうかが、Cisco UCS システムと
ネットワークによってネゴシエートされます。
• on：このファブリック インターコネクトで PPP
をイネーブルにします。

ステップ 5

UCS-A
次のフロー制御受信オプションのいずれかを指定し
/eth-uplink/flow-control/policy ます。
# set receive receive-option
• off：ネットワークからのポーズ要求が無視され、
トラフィック フローは正常に続行されます。
• on：ポーズ要求に従います。ネットワークでポー
ズ要求が取り消されるまで、そのアップリンク
ポート上のすべてのトラフィックが停止されま
す。

ステップ 6

UCS-A
次のフロー制御送信オプションのいずれかを指定し
/eth-uplink/flow-control/policy ます。
# set send send-option
• off：パケット負荷に関係なく、ポート上のトラ
フィックは正常に流れます。
• on：着信パケット レートが非常に高くなると、
Cisco UCS システムはポーズ要求をネットワーク
に送信します。ポーズは数ミリ秒有効になった
後、通常のレベルにリセットされます。

ステップ 7

UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコミットしま
/eth-uplink/flow-control/policy す。
# commit-buffer

次の例は、フロー制御ポリシーを設定し、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 flow-control
UCS-A /eth-uplink/flow-control # create policy FlowControlPolicy23
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set prio auto
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set receive on
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # set send on
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/flow-control/policy #
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次の作業
フロー制御ポリシーと、アップリンク イーサネット ポート、またはポート チャネルを関連付け
ます。

フロー制御ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope flow-control イーサネット アップリンク フロー制御
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/flow-control # delete 指定されたフロー制御ポリシーを削除し
policypolicy-name
ます。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/flow-control #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例は、FlowControlPolicy23 という名前のフロー制御ポリシーを削除し、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 flow-control
UCS-A /eth-uplink/flow-control # delete policy FlowControlPolicy23
UCS-A /eth-uplink/flow-control* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/flow-control #
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アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワーク
接続していない 2 つ以上のイーサネット クラウドがあり、同じ Cisco UCS ドメイン内にあるサー
バや仮想マシンからそれらのクラウドにアクセスしなければならない場合は、アップストリーム
分離レイヤ 2 ネットワーク（分離 L2 ネットワーク）が必要です。たとえば、次のいずれかが必要
な場合、分離 L2 ネットワークを設定できます。
• パブリック ネットワークおよびバックアップ ネットワークにアクセスするサーバまたは仮
想マシン
• マルチテナント システムでは、同じ Cisco UCS ドメイン内に複数のカスタマー用のサーバま
たは仮想マシンが存在しており、それらはカスタマーのために L2 ネットワークにアクセス
する必要があります。
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（注）

デフォルトでは、Cisco UCS 内のデータ トラフィックは相互包含の原則で動作します。VLAN
およびアップストリーム ネットワークへのトラフィックはすべて、すべてのアップリンク ポー
トとポート チャネルで伝送されます。アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワークをサポー
トしていないリリースからアップグレードする場合は、VLAN に適切なアップリンク インター
フェイスを割り当てる必要があります。これを行わないと、VLAN へのトラフィックがすべて
のアップリンク ポートとポート チャネルに流れ続けます。
分離 L2 ネットワークのコンフィギュレーションは、選択的排除の原則で動作します。分離ネット
ワークの一部として指定された VLAN へのトラフィックは、その VLAN に特別に割り当てられた
ポート チャネルまたはアップリンク イーサネット ポートだけを移動でき、他のすべてのアップ
リンク ポートおよびポート チャネルから選択的に除外されます。ただし、アップリンク イーサ
ネット ポートまたはポート チャネルが特別に割り当てられていない VLAN へのトラフィックは、
分離 L2 ネットワークへのトラフィックを伝送するものを含め、すべてのアップリンク ポートま
たはポート チャネルを移動できます。
Cisco UCS では、VLAN がアップストリーム分離 L2 ネットワークに相当します。分離 L2 ネット
ワーク向けのネットワーク トポロジを設計する際は、アップリンク インターフェイスを VLAN
に割り当て、逆にならないようにする必要があります。
サポートされているアップストリーム分離 L2 ネットワークの最大数については、『Cisco UCS
Configuration Limits for Cisco UCS Manager Guide』を参照してください。

アップストリーム分離 L2 ネットワークの設定に関するガ
イドライン
アップストリーム分離 L2 ネットワークの設定を計画する際は、次の事項を考慮してください。
イーサネット スイッチング モードはエンドホスト モードでなければならない
Cisco UCS は、ファブリック インターコネクトのイーサネット スイッチング モードがエンドホス
ト モードに設定されている場合にのみ、分離 L2 ネットワークをサポートします。ファブリック
インターコネクトのイーサネット スイッチング モードがスイッチ モードの場合、分離 L2 ネット
ワークに接続できません。
ハイ アベイラビリティのために対称構成を推奨
Cisco UCS ドメインが 2 つのファブリック インターコネクトによるハイ アベイラビリティ構成で
ある場合は、両方のファブリック インターコネクトに同一の VLAN セットを設定することを推奨
します。
VLAN の有効基準はアップリンク イーサネット ポートとポート チャネルで同一
分離 L2 ネットワークで使用する VLAN は、アップリンク イーサネット ポートまたはアップリン
ク イーサネット ポート チャネル向けに設定して、割り当てる必要があります。ポートまたはポー
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ト チャネルに VLAN が含まれていない場合、Cisco UCS Manager は VLAN を無効と見なし、次の
操作を実行します。
• サーバの [Status Details] 領域に設定に関する警告を表示します。
• ポートまたはポート チャネルの設定を無視し、その VLAN のすべてのトラフィックをドロッ
プします。

（注）

有効基準はアップリンク イーサネット ポートとアップリンク イーサネット ポート チャネル
で同一です。Cisco UCS Manager は 2 つを区別しません。

重複 VLAN はサポート対象外
Cisco UCS は、分離 L2 ネットワーク内の重複 VLAN をサポートしません。各 VLAN が 1 つのアッ
プストリーム分離 L2 ドメインだけに接続するようにする必要があります。
各 vNIC は 1 つの分離 L2 ネットワークとのみ通信できる
1 つの vNIC は 1 つの分離 L2 ネットワークとのみ通信できます。サーバが複数の分離 L2 ネット
ワークと通信する必要がある場合は、それらのネットワークにそれぞれ vNIC を設定する必要が
あります。
複数の分離 L2 ネットワークと通信するには、2 つ以上の vNIC をサポートする Cisco VIC アダプ
タをサーバに搭載する必要があります。
アプライアンス ポートにはアップリンク イーサネット ポートまたはポート チャネルと同じ VLAN
を設定する必要がある
分離 L2 ネットワークと通信するアプライアンス ポートの場合は、最低 1 つのアップリンク イー
サネット ポートまたはポート チャネルが同じネットワーク内にあり、それがアプライアンス ポー
トで使用される VLAN に割り当てられていることを確認する必要があります。アプライアンス
ポートのトラフィックを伝送するすべての VLAN を含んでいるアップリンク イーサネット ポー
トやポート チャネルを Cisco UCS Manager が識別できないと、ピン接続障害が発生し、アプライ
アンス ポートはダウン状態になります。
たとえば、Cisco UCS ドメインには、ID が 500、名前が vlan500 のグローバル VLAN が含まれて
います。vlan500 はアップリンク イーサネット ポートでグローバル VLAN として作成されます。
ただし、Cisco UCS Manager はアプライアンス ポートにこの VLAN を伝播しません。vlan500 をア
プライアンス ポートに設定するには、ID が 500 で vlan500 という名前を持つ別の VLAN をアプラ
イアンス ポートに作成する必要があります。この複製 VLAN は、Cisco UCS Manager CLI の [LAN]
タブの [Appliances] ノード、または Cisco UCS Manager GUI 内の eth-storage スコープで作成でき
ます。VLAN の重複チェックを求めるプロンプトが表示されたときに重複を受け入れると、Cisco
UCS Manager によってアプライアンス ポートの複製 VLAN が作成されます。
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デフォルトの VLAN 1 はアップリンク イーサネット ポートまたはポート チャネルで明示的に設定
できない
Cisco UCS Manager は、すべてのアップリンク ポートとポート チャネルにデフォルトの VLAN 1
を暗黙的に割り当てます。他の VLAN が設定されていない場合でも、Cisco UCS はデフォルトの
VLAN 1 を使用してすべてのアップリンク ポートとポート チャネルへのデータ トラフィックを扱
います。

（注）

Cisco UCS ドメインに VLAN が設定された後も、デフォルトの VLAN 1 はすべてのアップリン
ク ポートとポート チャネルに暗黙的に残ります。デフォルトの VLAN 1 は、アップリンク
ポートやポート チャネルに明示的に割り当てることができず、それらから削除することもで
きません。
特定のポートまたはポート チャネルにデフォルトの VLAN 1 を割り当てようとすると、Cisco UCS
Manager は Update Failed 障害を生成します。
したがって、Cisco UCS ドメインに分離 L2 ネットワークを設定する場合は、そのサーバへのすべ
てのデータ トラフィックをすべてのアップリンク イーサネット ポートとポートチャネルで伝送
し、すべてのアップストリーム ネットワークに送信するのでない限り、どの vNIC にもデフォル
ト VLAN 1 を設定しないでください。
両方の FI の VLAN を同時に割り当てる必要がある
グローバル VLAN にポートを割り当てると、両方のファブリック インターコネクトの VLAN に
明示的に割り当てられていないすべてのポートから VLAN が削除されます。両方の FI のポートを
同時に設定する必要があります。1 番目の FI にのみポートを設定すると、2 番目の FI のトラフィッ
クが中断されます。

アップストリーム分離 L2 ネットワークのピン接続の考慮
事項
アップストリーム分離 L2 ネットワークと通信するには、ピン接続を適切に設定する必要がありま
す。ソフトピン接続またはハードピン接続のどちらを実装しているかにかかわらず、VLAN メン
バーシップが一致しないと、1 つ以上の VLAN のトラフィックがドロップされます。
ソフトピン接続
ソフトピン接続は Cisco UCS でのデフォルトの動作です。ソフトピン接続の実装を計画している
場合は、LAN ピン グループを作成して vNIC のピン ターゲットを指定する必要はありません。代
わりに、Cisco UCS Manager が VLAN メンバーシップの条件に基づいて、vNIC をアップリンク
イーサネット ポートまたはポート チャネルにピン接続します。
ソフトピン接続の場合、Cisco UCS Manager は、すべてのアップリンク イーサネット ポートとポー
ト チャネルの VLAN メンバーシップに対して、vNIC からのデータ トラフィックを検証します。
分離 L2 ネットワークが設定されている場合は、vNIC 上のすべての VLAN に割り当てられている
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アップリンク イーサネット ポートやポート チャネルを Cisco UCS Manager が検出できる必要があ
ります。アップリンク イーサネット ポートやポート チャネルが vNIC のすべての VLAN に設定
されていない場合、Cisco UCS Manager は次の動作を実行します。
• リンクをダウンさせます。
• vNIC のすべての VLAN のトラフィックをドロップします。
• 次のエラーを発生させます。
◦ Link Down
◦ VIF Down
Cisco UCS Manager は、VLAN 設定に関するエラーや警告を発生させません。
たとえば、サーバ上の vNIC に VLAN 101、102、103 が設定されているとします。インターフェ
イス 1/3 が VLAN 102 にだけ割り当てられています。インターフェイス 1/1 および 1/2 は VLAN に
明示的に割り当てられていないため、VLAN 101 と 103 のトラフィックで利用できます。この設
定の結果として、Cisco UCS ドメインには、vNIC が設定された 3 つの VLAN すべてへのトラフィッ
クを伝送可能な境界ポート インターフェイスが含まれません。その結果、Cisco UCS Manager は
vNIC をダウンさせ、vNIC の 3 つの VLAN すべてのトラフィックをドロップし、Link Down およ
び VIF Down エラーを発生させます。
ハードピン接続
ハードピン接続は、LAN ピン グループを使用して、分離 L2 ネットワーク用のトラフィックにピ
ン接続ターゲットを指定した場合に発生します。また、ピン接続ターゲットであるアップリンク
イーサネット ポートやポート チャネルが、適切な分離 L2 ネットワークと通信できるように設定
されている必要があります。
ハードピン接続の場合、Cisco UCS Manager は、すべてのアップリンク イーサネット ポートとポー
ト チャネルの VLAN メンバーシップに対して、vNIC からのデータ トラフィックを検証します。
また、LAN ピン グループの設定を検証して、VLAN とアップリンク イーサネット ポートまたは
ポート チャネルが含まれていることを確認します。いずれかの点で検証に失敗した場合、Cisco
UCS Manager は次の動作を実行します。
• 重大度が「警告」の Pinning VLAN Mismatch エラーを発生させます。
• VLAN へのトラフィックをドロップします。
• 他の VLAN へのトラフィックが継続して流れるようにするため、リンクはダウンさせませ
ん。
たとえば、VLAN 177 を使用するアップストリーム分離 L2 ネットワークにハードピン接続を設定
する場合は、次の手順を実行します。
• 分離 L2 ネットワークへのトラフィックを伝送するアップリンク イーサネット ポートまたは
ポート チャネルを持つ LAN ピン グループを作成します。
• サービス プロファイルで、VLAN 177 と LAN ピン グループを持つ少なくとも 1 つの vNIC
を設定します。
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• LAN ピン グループに含まれるアップリンク イーサネット ポートまたはポート チャネルに
VLAN 177 を割り当てます
この設定が前述の 3 つのポイントのいずれかで失敗した場合、Cisco UCS Manager は VLAN 177 に
対する VLAN の不一致を警告し、その VLAN のトラフィックのみをドロップします。

（注）

ソフトピン接続の設定が変更され、その結果、vNIC VLAN が分離 L2 アップリンクで解決され
なくなった場合は、警告ダイアログボックスが表示されます。警告ダイアログボックスでは、
設定の続行または取り消しを選択できます。不適切な設定を続行すると、サーバのトラフィッ
ク パフォーマンスが低下します。

アップストリーム分離 L2 ネットワークに関するCisco UCS
の設定
アップストリーム分離 L2 ネットワークと接続する Cisco UCS ドメインを設定する場合、次のすべ
てのステップを完了する必要があります。

はじめる前に
この設定を開始する前に、分離 L2 ネットワーク設定をサポートするために、ファブリック イン
ターコネクトのポートが適切にケーブル接続されていることを確認します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イーサネット エンドホスト モードの
両方のファブリック インターコネク
トに対しイーサネット スイッチング
モードを設定します。

目的
Cisco UCS がアップストリーム分離 L2 ネット
ワークと通信できるようにするために、イー
サネット スイッチング モードはエンドホスト
モードである必要があります。LAN ポートお
よびポート チャネル, （23 ページ）を参照し
てください。

ステップ 2 分離 L2 ネットワークのトラフィック
を伝送するために必要なポートおよび
ポート チャネルを設定します。
ステップ 3 該当するアップリンク イーサネット （任意）
ポートまたはポート チャネルのトラ LAN ピン グループの設定, （138 ページ）を参
フィックをピン接続するために必要な 照してください。
LAN ピン グループを設定します。
ステップ 4 1 つ以上の VLAN を作成します。
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コマンドまたはアクション

目的
では、両方のファブリック インターコネクト
からアクセスできる VLAN を作成することを
お勧めします。VLANs, （107 ページ）および
を参照してください。 アップストリーム分離
レイヤ 2 ネットワーク, （157 ページ）

ステップ 5 分離 L2 ネットワークの VLAN に目的 このステップが完了すると、それらの VLAN
のポートまたはポート チャネルを割 のトラフィックは、割り当てられたポートま
り当てます。
たはポート チャネル（またはその両方）のト
ランクを介して送信されます。
ステップ 6 分離 L2 ネットワークと通信する必要
があるすべてのサーバのサービス プ
ロファイルに、正しい LAN 接続設定
が含まれていることを確認します。こ
の設定によって、vNICは適切なVLAN
にトラフィックを送信できるようにな
ります。

この設定は、1 つ以上の vNIC テンプレートを
使用して完了させるか、サービス プロファイ
ルのネットワーク オプションを設定するとき
に完了させることができます。vNIC テンプ
レートおよびサービス プロファイルの詳細に
ついては、『Cisco UCS Manager Storage
Management Guide』を参照してください。

VLAN へのポートおよびポート チャネルの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

指定した VLAN でイーサネット アップリンク
VLAN モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan # create
member-port fabric-interconnect
slot-id port-id

指定されたアップリンク イーサネット ポート
に指定した VLAN を割り当てます。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/vlan # create
member-port-channel
fabric-interconnect
member-port-chan-id

指定されたアップリンク イーサネット ポート
チャネルに指定された VLAN を割り当てま
す。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
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目的
ポートまたはポート チャネルを 1 つ以上の
VLAN に割り当てると、他のすべての VLAN
から削除されます。

次の例は、ファブリック インターコネクト A の VLAN100 というネームド VLAN にアップリンク
イーサネット ポートを割り当て、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 vlan VLAN100
UCS-A /eth-uplink/vlan # create member-port a 2
UCS-A /eth-uplink/vlan # create member-port a 4
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

VLAN からのポートおよびポート チャネルの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope vlan 指定した VLAN でイーサネット アップリンク VLAN
vlan-name
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan # delete 指定したアップリンク イーサネット メンバー ポート
member-port
割り当てを VLAN から削除します。
fabric-interconnect slot-id
port-id

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/vlan # delete 指定したアップリンク イーサネット ポート チャネル
member-port-channel
割り当てを VLAN から削除します。
fabric-interconnect
member-port-chan-id

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
重要

すべてのポートまたはポート チャネル イン
ターフェイスを VLAN から削除すると、
VLAN はデフォルトの動作に戻り、その
VLAN 上のデータ トラフィックはすべての
アップリンク ポートとポート チャネル上で伝
送されます。 このデフォルトの動作により、
Cisco UCS ドメインでの設定に応じて、Cisco
UCS Manager でその VLAN のトラフィックが
ドロップされることがあります。 これを避け
るには、少なくとも 1 つのインターフェイス
を VLAN に割り当てるか、VLAN を削除する
ことをお勧めします。

次に、ファブリック インターコネクト A のアップリンク イーサネット ポート 2 と MyVLAN とい
う名前の VLAN の間のアソシエーションを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan MyVLAN
UCS-A /eth-uplink/vlan # delete member-port a 2
UCS-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/vlan #

VLAN に割り当てられたポートおよびポート チャネルの
表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
vlan-name

指定した VLAN でイーサネット アップリ
ンク VLAN モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan # show
member-port [detail | expand]

指定した VLAN に割り当てられているメン
バー ポートを示します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/vlan # show
member-port-channel [detail |
expand]

指定した VLAN に割り当てられているメン
バー ポート チャネルを表示します。

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
165

アップストリーム分離レイヤ 2 ネットワーク
VLAN に割り当てられたポートおよびポート チャネルの表示

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

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

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、MyVLAN という名前の VLAN に割り当てられているアップリンク イーサネット ポートの
詳細を表示する例を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope vlan MyVLAN
UCS-A /eth-uplink/vlan # show member-port detail
Member Port:
Fabric ID: A
Slot ID: 1
Port ID: 2
Mark Native Vlan: No
UCS-A /eth-uplink/vlan #
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• LACP ポリシー, 217 ページ
• UDLD リンク ポリシーの設定, 219 ページ
• VMQ 接続ポリシー, 228 ページ

vNIC テンプレート
vNIC LAN 接続ポリシーは、サーバ上の vNIC が LAN に接続する方法を定義します。
Cisco UCS Manager は、vNIC テンプレートを作成する際に正しい設定で VM-FEX ポート プロファ
イル自動的には作成しません。VM-FEX ポート プロファイルを作成するには、vNIC テンプレー
トのターゲットを VM として設定する必要があります。このポリシーを有効にするには、このポ
リシーをサービス プロファイルに含める必要があります。

（注）

サーバに 2 つの Emulex NIC または QLogic NIC（ Cisco UCS CNA M71KR-E または Cisco UCS
CNA M71KR-Q）がある場合は、両方の NIC にユーザ定義の MAC アドレスが取得されるよう
に、サービス プロファイルで両方のアダプタの vNIC ポリシーを設定する必要があります。両
方の NIC のポリシーを設定しない場合でも、Windows は PCI バスで両方の NIC を引き続き検
出します。ただし、2 番目のイーサネット インターフェイスがサービス プロファイルに含ま
れていないため、Windows はそれにハードウェア MAC アドレスを割り当てます。その後で
サービス プロファイルを異なるサーバに移動すると、Windows によって追加の NIC が検出さ
れますが、これは 1 つの NIC でユーザ定義の MAC アドレスが取得されなかったためです。

vNIC テンプレート ペアの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A/ org # create
vnic-templvnic-primary

プライマリ vNIC テンプレートを作成します。

ステップ 2

UCS-A/ # org vnic-templ set type テンプレート タイプを updating に設定します。こ
updating-template
れにより、共有設定用のプライマリ vNIC テンプ
レートの設定がピアの vNIC テンプレートに伝わり
ます。次に示す共有設定を参照してください。

ステップ 3

UCS-A/ # org vnic-templ [set
fabric {a | b}]
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プライマリ vNIC テンプレートのファブリックを指
定します。プライマリ vNIC テンプレートにファブ
リック A を指定する場合は、セカンダリ vNIC テ
ンプレートをファブリック B にする必要がありま
す。この逆も同様です。

ネットワーク関連ポリシー
vNIC テンプレート ペアの作成

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A/ # org vnic-templ set descr プライマリ vNIC テンプレートとしてテンプレート
primaryinredundancypair
を設定します。

ステップ 5

UCS-A/ # org vnic-templ set
redundancy-typeprimary

冗長性テンプレート タイプをプライマリ vNIC テ
ンプレートとして設定します。
以下は、[Redundancy Types] の説明です。
[Primary]：セカンダリ vNIC テンプレートと共有可
能な設定を作成します。プライマリ vNIC テンプ
レートで行われた共有可能な変更は、セカンダリ
vNIC テンプレートに自動的に同期されます。
[Secondary]：すべての共有設定がプライマリ テン
プレートから継承されます。
[No Redundancy]：レガシー vNIC テンプレートの
動作です。
次に、共有される構成を示します。
• ネットワーク制御ポリシー
• QoS ポリシー
• 統計しきい値ポリシー
• テンプレート タイプ
• 接続ポリシー
• VLANS
• MTU
次に、共有されない構成を示します。
• ファブリック ID
• CDN ソース
• MAC プール
• 説明
• ピン グループ ポリシー
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

UCS-A/ # org vnic-templ exit

冗長性テンプレート ペアリングの作成を終了しま
す。
（注）
プライマリ vNIC テンプレートをピアの
セカンダリ vNIC テンプレートにリンク
した後は、必ずトランザクションをコ
ミットしてください。

ステップ 7

UCS-A/ # org vnic-templ create
vNIC-templvNICsecondary

セカンダリ vNIC テンプレートを作成します。

ステップ 8

UCS-A/ # org vnic-templ set type テンプレート タイプを updating に設定します。こ
updating-template
れにより、プライマリ vNIC テンプレートの設定が
自動的に継承されます。

ステップ 9

UCS-A/ org # vnic-templ [set
fabric {a | b}]

ステップ 10

UCS-A/ # org vnic-templ set descr セカンダリ vNIC テンプレートを冗長性ペア テン
secondaryredundancypair
プレートとして設定します。

ステップ 11

UCS-A/ # org vnic-templ set
redundancy-typesecondary

ステップ 12

UCS-A/ # org vnic-templ set
プライマリ vNIC テンプレートをセカンダリ vNIC
peer-template-namevNIC-primary テンプレートへのピアとして設定します。

ステップ 13

UCS-A/ # org vnic-templ
commit-buffer

セカンダリ vNIC テンプレートのファブリックを指
定します。プライマリ vNIC テンプレートにファブ
リック A を指定する場合は、セカンダリ vNIC テ
ンプレートをファブリック B にする必要がありま
す。この逆も同様です。

vNIC テンプレート タイプをセカンダリとして設定
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。

次の例では、vNIC 冗長性テンプレート ペアを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org* # create vnic-template vnic-primary
/org/vnic-templ* # set type updating-template
/org/vnic-templ* # set fabric a
/org/vnic-templ* # set descr primaryinredundancypair
/org/vnic-templ* # set redundancy-type primary
/org/vnic-templ* # exit
/org* # create vnic-templ vnicsecondary
/org/vnic-templ* # set fabric b
/org/vnic-templ* # set descr secondaryinredundancypair
/org/vnic-templ* # set redundancy-type secondary
/org/vnic-templ* # set peer-template-name vnic-primary
/org/vnic-templ* # commit-buffer
/org/vnic-templ #
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次の作業
vNIC 冗長性テンプレート ペアを作成すると、この冗長性テンプレート ペアを使用して、同じ組
織または下部組織内のサービス プロファイルに冗長性 vNIC ペアを作成できます。

vNIC テンプレート ペアの取り消し
[Primary] または [Secondary] テンプレートにピア テンプレートが設定されないように、[Peer
Redundancy Template] を変更して vNIC テンプレート ペアを取り消すことができます。vNIC テン
プレート ペアを取り消すと、対応する vNIC ペアも取り消されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A /org # scope
vnic-templtemplate1

テンプレート ペアを解消する vNIc テンプレー
トの名前を指定します。

ステップ 2

UCS-A /org/ vnic-templ # set
redundancy-typeno redundancy

テンプレート ペアリングの実行に使用された
ピアのプライマリまたはセカンダリ冗長性テ
ンプレート間のペアリングを取り消します。

ステップ 3

UCS-A /org/vnic-templ* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例は、テンプレート ペアリングの取り消し方法を示しています。
UCS-A /org # scope vnic-templ template1
UCS-A /org/vnic-templ # set redundancy-type no-redundancy
UCS-A /org/vnic-templ* # commit buffer

vNIC テンプレートの設定
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope
orgorg-name

ステップ 2

UCS-A /org # create
vNIC テンプレートを作成し、組織 vNIC テンプレート モー
vnic-templ
ドを開始します。
vnic-templ-name
[eth-ifvlan-name] [fabric 選択したターゲットは、Cisco UCS Manager が vNIC テンプ
レートの適切な設定で自動的に VM-FEX のポート プロファ

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モード
を開始するには、/ を org-name として入力します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
{a | b}] [target [adapter | イルを作成するかどうかを決定します。次のいずれかにな
vm]]
ります。
• [Adapter]：vNIC はすべてのアダプタに適用されます。
このオプションを選択した場合、VM-FEX ポート プ
ロファイルが作成されません。
• [VM]：vNIC はすべての仮想マシンに適用されます。
このオプションを選択した場合、VM-FEX ポート プ
ロファイルが作成されます。
ステップ 3

UCS-A /org/vnic-templ #
set descr description

ステップ 4

UCS-A /org/vnic-templ # （任意）
set fabric {a | a-b | b | b-a} vNIC に使用するファブリックを指定します。vNIC テンプ
レートを作成するときにステップ 2 でファブリックを指定
しなかった場合、このコマンドで指定するオプションがあ
ります。

（任意）
vNIC テンプレートに説明を加えます。

デフォルトのファブリック インターコネクトが使用できな
い場合にこの vNIC が第 2 のファブリック インターコネク
トにアクセスできるようにする場合、a-b（A がプライマ
リ）または、b-a（B がプライマリ）を選択します。
（注）

次の状況下では、vNIC のファブリック フェール
オーバーを有効にしないでください。
• Cisco UCS ドメインイーサネット スイッチ
モードで動作している場合。 vNIC ファブ
リック フェールオーバーは、そのモードで
はサポートされません。 1 つのファブリック
インターコネクト上のすべてのイーサネット
アップリンクが障害になった場合、vNIC は
他のイーサネット アップリンクにフェール
オーバーしません。
• ファブリック フェールオーバーをサポート
しないアダプタ（Cisco UCS 82598KR-CI
10-Gigabit Ethernet Adapter）があるサーバに
この vNIC を関連付ける予定がある場合。 こ
れを行った場合、Cisco UCS Manager によ
り、サービス プロファイルとサーバを関連
付けたときに設定エラーが生成されます。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 5

UCS-A /org/vnic-templ #
set mac-pool
mac-pool-name

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使
用される MAC アドレス プール。

ステップ 6

UCS-A /org/vnic-templ #
set mtumtu-value

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使
用される最大伝送単位、つまりパケット サイズ。
1500 ～ 9000 の整数を入力します。
（注）

vNIC テンプレートに QoS ポリシーが関連付けら
れている場合、ここで指定された MTU は、関連
付けられている QoS システム クラスで指定され
た MTU 以下であることが必要です。この MTU
値が QoS システム クラスの MTU 値を超えてい
る場合、データ転送中にパケットがドロップさ
れる可能性があります。

ステップ 7

UCS-A /org/vnic-templ #
set nw-control-policy
policy-name

ステップ 8

UCS-A /org/vnic-templ # この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使
set pin-group group-name 用される LAN ピン グループ。

ステップ 9

UCS-A /org/vnic-templ # この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使
set qos-policy policy-name 用されるサービス ポリシーの品質。

ステップ 10 UCS-A /org/vnic-templ #
set stats-policy
policy-name

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使
用されるネットワーク制御ポリシー。

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使
用される統計情報収集ポリシー。

ステップ 11 UCS-A /org/vnic-templ # vNIC テンプレートの更新タイプを指定します。テンプレー
set type {initial-template トの更新時にそのテンプレートから作成された vNIC イン
| updating-template}
スタンスが自動的にアップデートされないようにするに
は、initial-template キーワードを使用します。それ以外の
場合は updating-template キーワードを使用して、vNIC テ
ンプレートの更新時にすべての vNIC インスタンスがアッ
プデートされるようにします。
ステップ 12 UCS-A /org/vnic-templ #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

次の例は、vNIC テンプレートを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create vnic template VnicTempFoo
UCS-A /org/vnic-templ* # set descr "This is a vNIC template example."
UCS-A /org/vnic-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vnic-templ* # set mac-pool pool137
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/vnic-templ* #
/org/vnic-templ* #
/org/vnic-templ* #
/org/vnic-templ* #
/org/vnic-templ* #
/org/vnic-templ* #
/org/vnic-templ* #
/org/vnic-templ #

set mtu 8900
set nw-control-policy ncp5
set pin-group PinGroup54
set qos-policy QosPol5
set stats-policy ServStatsPolicy
set type updating-template
commit-buffer

vNIC テンプレートの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete vnic-templ
vnic-templ-name

指定した vNIC テンプレートを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、VnicTemp42 という名前の vNIC テンプレートを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vnic template VnicTemp42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

イーサネット アダプタ ポリシー
イーサネット アダプタ ポリシーの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name として / を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # create
eth-policypolicy-name

指定されたイーサネット アダプタ ポリ
シーを作成し、組織イーサネット ポリ
シー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/eth-policy # set arfs
accelaratedrfs {enabled | disabled}

（任意）
Accelerated RFS を設定します。

ステップ 4

UCS-A /org/eth-policy # set comp-queue （任意）
countcount
イーサネットの完了キューを設定します。

ステップ 5

UCS-A /org/eth-policy # set
descrdescription

（任意）
ポリシーの説明を記します。
（注）

説明にスペース、特殊文字、ま
たは句読点が含まれている場
合、説明を引用符で括る必要が
あります。引用符は、show コ
マンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

ステップ 6

UCS-A /org/eth-policy # set
failovertimeouttimeout-sec

ステップ 7

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt （任意）
{coalescing-timesec | coalescing-type イーサネットの割り込みを設定します。
{idle | min} | countcount | mode {intx |
msi | msi-x}}

ステップ 8

UCS-A /org/eth-policy # set nvgre
adminstate {disabled | enabled}

（任意）
NVGRE を設定します。

ステップ 9

UCS-A /org/eth-policy # set offload
{large-receive | tcp-rx-checksum |
tcp-segment | tcp-tx-checksum}
{disabled | enabled}

（任意）
イーサネットのオフロードを設定します。

ステップ 10

UCS-A /org/eth-policy # set
policy-owner {local | pending}

（任意）
イーサネット アダプタ ポリシーのオー
ナーを指定します。

ステップ 11

UCS-A /org/eth-policy # set recv-queue （任意）
{countcount | ring-sizesize-num}
イーサネットの受信キューを設定します。

ステップ 12

UCS-A /org/eth-policy # set rss
（任意）
receivesidescaling {disabled | enabled} RSS を設定します。

（任意）
イーサネットのフェールオーバーを設定
します。
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目的

ステップ 13

UCS-A /org/eth-policy # set trans-queue （任意）
{countcount | ring-sizesize-num}
イーサネットの送信キューを設定します。

ステップ 14

UCS-A /org/eth-policy # set vxlan
adminstate {disabled | enabled}

ステップ 15

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

（任意）
VXLAN を設定します。

次の例は、イーサネット アダプタ ポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org* # create eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "This is an Ethernet adapter policy example."
UCS-A /org/eth-policy* # set failover timeout 300
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 64
UCS-A /org/eth-policy* # set offload large-receive disabled
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #

イーサネット アダプタ ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name とし
て / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete eth-policy
policy-name

指定したイーサネット アダプタ ポリシーを削
除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、EthPolicy19 という名前のイーサネット アダプタ ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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NVGREによるステートレスオフロードを有効化するためのイーサネッ
ト アダプタ ポリシーの設定
Cisco UCS Manager では、Windows Server 2012 R2 オペレーティング システムを実行しているサー
バに設置された Cisco UCS VIC 1340、1380、1385、1387 および Cisco UCS VIC 1380 アダプタでの
み、NVGRE によるステートレス オフロードがサポートされます。Netflow、usNIC、VM-FEX で
は NVGRE ステートレス オフロードは使用できません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name として / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
eth-policypolicy-name

指定されたイーサネット アダプタ ポリシーを作成
し、組織イーサネット ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 3

NVGRE によるステートレス
オフロードを有効にするに
は、次のオプションを設定で
きます。

• 送信キュー = 1
• 受信キュー = n（最大 8）
• 完了キュー = 送信キューの数 + 受信キューの
数
• 割り込み = 完了キューの数 + 2
• Generic Routing Encapsulation（GRE）を使用し
たネットワーク仮想化 = 有効
• 割り込みモード = Msi-X
イーサネット アダプタ ポリシーの作成の詳細につ
いては、イーサネット アダプタ ポリシーの設定,
（174 ページ）を参照してください。

ステップ 4

UCS-A /org/eth-policy #
commit-buffer

ステップ 5

eNIC ドライバ バージョン
詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/
3.0.0.8 以降をインストールし docs/unified_computing/ucs/sw/vic_drivers/install/
Windows/b_Cisco_VIC_Drivers_for_Windows_
ます。
Installation_Guide.htmlを参照してください。

ステップ 6

サーバをリブートします。

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。
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次の例は、NVGRE によるステートレス オフロードを有効にしてトランザクションをコミットす
るために、イーサネット アダプタ ポリシーを設定する方法について説明します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create eth-policy NVGRE
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "Ethernet adapter policy with stateless offloads"
UCS-A /org/eth-policy* # set nvgre adminstate enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 64
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue 1
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt mode mxi-x
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #

VXLAN によるステートレスオフロードを有効化するためのイーサネッ
ト アダプタ ポリシーの設定
Cisco UCS Manager では、VMWare ESXi Release 5.5 以降のリリースのオペレーティング システム
が実行されているサーバに設置された Cisco UCS VIC 1340 および Cisco UCS VIC 1380 アダプタで
のみ VXLAN によるステートレス オフロードをサポートしています。VXLAN によるステートレ
ス オフロードは NetFlow、usNIC または VM-FEX では使用できません。
受信側スケーリング（RSS）による VXLAN は、Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) 以降でサポー
トされます。RSS は、VIC アダプタ 1340、1380、1385、1387、および Cisco UCS C3260 for ESX6.0
以降の SIOC で、VXLAN ステートレス オフロードによりサポートされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name として / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
eth-policypolicy-name

指定されたイーサネット アダプタ ポリシーを作成
し、組織イーサネット ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 3

VXLAN によるステートレス
オフロードを有効にするには、
次のオプションを設定できま
す。

• 送信キュー = 1
• 受信キュー = n（最大 8）
• 完了キュー = 送信キューの数 + 受信キューの
数
• 割り込み = 完了キューの数 + 2
• [Virtual Extensible LAN] = 有効
• 割り込みモード = Msi-X
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コマンドまたはアクション

目的
• 受信側スケーリング = イネーブル
イーサネット アダプタ ポリシーの作成の詳細につ
いては、イーサネット アダプタ ポリシーの設定,
（174 ページ）を参照してください。

ステップ 4

UCS-A /org/eth-policy #
commit-buffer

ステップ 5

eNIC ドライバ バージョン
詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/
2.3.0.10 以降をインストールし docs/unified_computing/ucs/sw/vic_drivers/install/ESX/
2-0/b_Cisco_VIC_Drivers_for_ESX_Installation_
ます。
Guide.htmlを参照してください。

ステップ 6

サーバをリブートします。

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次の例は、VXLAN によるステートレス オフロードを有効にしてトランザクションをコミットす
るために、イーサネット アダプタ ポリシーを設定する方法について説明します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create eth-policy VXLAN
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "Ethernet adapter policy with stateless offloads"
UCS-A /org/eth-policy* # set vxlan adminstate enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 8
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue 1
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt mode mxi-x
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #

イーサネットおよびファイバチャネルアダプタポリシー
このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制
御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。
• キュー
• 割り込み処理
• パフォーマンス拡張
• RSS ハッシュ
• 2 つのファブリック インターコネクトがあるクラスタ構成におけるフェールオーバー
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（注）

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの場合は、Cisco UCS Manager で表示される値が QLogic
SANsurfer などのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。たとえば、
次の値は、SANsurfer と Cisco UCS Manager で明らかに異なる場合があります。
• ターゲットごとの最大 LUN：SANsurfer の最大 LUN は 256 であり、この数値を超える値
は表示されません。Cisco UCS Manager では、より大きな最大 LUN の値をサポートして
います。
• リンク ダウン タイムアウト：SANsurfer では、リンク ダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。Cisco UCS Manager では、この値をミリ秒単位で設定します。した
がって、Cisco UCS Manager で 5500 ミリ秒と設定された値は、SANsurfer では 5 秒として
表示されます。
• 最大データ フィールド サイズ：SANsurfer で許可された最大値は 512、1024、および 2048
です。Cisco UCS Manager では、任意のサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Manager で 900 と設定された値は、SANsurfer では 512 として表示されます。
• LUN Queue Depth：LUN キュー デプス設定は Windows システムの FC アダプタ ポリシー
で使用できます。キュー デプスとは、HBA が 1 回の伝送で送受信できる LUN ごとのコ
マンドの数です。Windows Storport ドライバは、これに対するデフォルト値として、物理
ミニポートに 20、仮想ミニポートに 250 を設定します。この設定により、アダプタのす
べての LUN の初期キュー デプスを調整します。この値の有効範囲は 1 ～ 254 です。デ
フォルトの LUN キュー デプスは 20 です。この機能は、Cisco UCS Manager バージョン
3.1(2) 以降でのみ使用できます。
• IO TimeOut Retry：指定されたタイムアウト時間内にターゲット デバイスが I/O 要求に応
答しない場合、FC アダプタは、タイマーの期限が切れると、保留中のコマンドを破棄し
て同じ IO を再送信します。この値に対する FC アダプタの有効範囲は 1 ～ 59 秒です。デ
フォルトの IO リトライ タイムアウトは 5 秒です。この機能は、Cisco UCS Manager バー
ジョン 3.1(2) 以降でのみ使用できます。

オペレーティング システム固有のアダプタ ポリシー
デフォルトでは、Cisco UCS には、イーサネット アダプタ ポリシーとファイバ チャネル アダプ
タ ポリシーのセットが用意されています。これらのポリシーには、サポートされている各サーバ
オペレーティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこ
れらのポリシーに影響されます。通常、ストレージ ベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を
要求します。ベンダーが提供しているサポート リストで必須設定の詳細を確認できます。
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重要

該当するオペレーティング システムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま
す。シスコのテクニカル サポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し
ないでください。
ただし、（デフォルトの Windows のアダプタ ポリシーを使用する代わりに）Windows OS の
イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、次の式を使用して Windows で動作する値
を計算します。
完了キュー = 送信キュー + 受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2) 以上である 2 のべき乗の最小値
たとえば、送信キューが 1 で受信キューが 8 の場合、
完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2) 以上の 2 のべき乗の最小値 = 16

Accelerated Receive Flow Steering
Accelerated Receive Flow Steering（ARFS）は、ハードウェアによる受信フロー ステアリングで、
CPU データ キャッシュ ヒット率を向上させることができます。これは、カーネル レベルのパケッ
ト処理を、そのパケットを消費するアプリケーション スレッドが動作している CPU に誘導するこ
とによって行います。
ARFS を使用すると、CPU 効率の向上とトラフィック遅延の短縮が可能になります。CPU の各受
信キューには、割り込みが関連付けられています。割り込みサービス ルーチン（ISR）は、CPU
で実行するよう設定できます。ISR により、パケットは受信キューから現在のいずれかの CPU の
バックログに移動されます。パケットは、ここで後から処理されます。アプリケーションがこの
CPU で実行されていない場合、CPU はローカル以外のメモリにパケットをコピーする必要があ
り、これにより遅延が増加します。ARFS では、このパケットの流れをアプリケーションが実行
されている CPU の受信キューに移動することによって、この遅延を短縮できます。
ARFS はデフォルトでは無効であり、Cisco UCS Manager を使用して有効にできます。ARFS を設
定するには、次の手順を実行します。
1 ARFS を有効にしたアダプタ ポリシーを作成します。
2 アダプタ ポリシーをサービス プロファイルと関連付けます。
3 ホスト上で ARFS を有効にします。
1 Interrupt Request Queue（IRQ）のバランスをオフにします。
2 IRQ を別の CPU と関連付けます。
3 ethtool を使用して ntuple を有効にします。
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Accelerated Receive Flow Steering のガイドラインと制約事項
• ARFS では vNIC ごとに 64 フィルタをサポート
• ARFS は次のアダプタでサポートされています。
• Cisco UCS VIC 1280、1240、1340、および 1380
• Cisco UCS VIC 1225、1225T、1285、1223、1227T、1385、1387
• ARFS は次のオペレーティング システムでサポートされています。
• Red Hat Enterprise Linux 6.5 および 6.6
• Red Hat Enterprise Linux 7.0 以上のバージョン
• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 および SP3
• SUSE Linux Enterprise Server 12 以上のバージョン
• Ubuntu 14.04.2

割り込み調停
アダプタは、通常、ホスト CPU が処理する必要のある割り込みを大量に生成します。割り込み調
停は、ホスト CPU で処理される割り込みの数を削減します。これは、設定可能な調停間隔に同じ
イベントが複数発生した場合にホストの中断を 1 回だけにすることで実現されます。
受信動作の割り込み調停を有効にした場合、アダプタは引き続きパケットを受信しますが、ホス
ト CPU は各パケットの割り込みをすぐには受信しません。調停タイマーは、アダプタが最初のパ
ケットを受信すると開始します。設定された調停間隔がタイムアウトすると、アダプタはその間
隔の中で受信した複数のパケットで 1 つの割り込みを生成します。ホストの NIC ドライバは、受
信した複数のパケットを処理します。生成される割り込み数が削減されるため、コンテキスト ス
イッチのホスト CPU が消費する時間が短縮されます。つまり、CPU でパケットを処理する時間が
増加することになり、結果としてスループットと遅延が改善されます。

適応型割り込み調停
調停間隔が原因で、受信パケットの処理によって遅延が増加します。パケット レートの低い小さ
なパケットの場合は、この遅延が増加します。遅延のこの増加を避けるため、ドライバは通過す
るトラフィックのパターンに適応し、サーバからの応答が向上するよう割り込み調停間隔を調整
することができます。
適応型割り込み調停（AIC）は、電子メール サーバ、データベース サーバ、LDAP サーバなど、
コネクション型の低リンク使用率のシナリオで最も効果的です。ラインレート トラフィックには
適しません。
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適応型割り込み調停のガイドラインと制約事項
• リンク使用率が 80 % を超えている場合、適応型割り込み調停（AIC）による遅延の低減効果
はありません。
• AIC を有効化すると静的調停は無効になります。
• AIC がサポートされるのは、次のオペレーティング システムだけです。
• Red Hat Enterprise Linux 6.4 以上のバージョン
• Red Hat Enterprise Linux 7.0 以上のバージョン
• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 および SP3
• SUSE Linux Enterprise Server 12
• XenServer 6.5
• Ubuntu 14.04.2

SMB ダイレクト用 RDMA Over Converged Ethernet
RDMA Over Converged Ethernet（RoCE）は、イーサネット ネットワーク越しのダイレクト メモリ
アクセスを実現します。RoCE はリンク層プロトコルであるため、同じイーサネット ブロードキャ
スト ドメインにある任意の 2 ホスト間の通信を可能にします。RoCE は、低遅延、低 CPU 使用
率、およびネットワーク帯域幅使用率の高さによって、従来のネットワーク ソケット実装と比較
して優れたパフォーマンスを提供します。Windows 2012 以降のバージョンでは、SMB ファイル共
有とライブ マイグレーションのパフォーマンスを高速化し、向上させるため RDMA を使用しま
す。
Cisco UCS Manager Release 2.2(4) では、Microsoft SMB ダイレクト用に RoCE をサポートしていま
す。イーサネットアダプタポリシーを作成または変更しながら追加の設定情報がアダプタに送信
されます。

RoCE を搭載した SMB ダイレクトのガイドラインと制約事項
• RoCE を搭載した Microsoft SMB ダイレクトは Windows 2012 R2 でのみサポートされていま
す。
• RoCE を搭載した Microsoft SMB ダイレクトは、Cisco UCS VIC 1340、1380、1385、および
1387 アダプタでのみサポートされています。
• Cisco UCS Manager では、RoCE 対応 vNIC をアダプタごとに 4 つまでしかサポートしません。
• Cisco UCS Manager では、NVGRE、VXLAN、NetFlow、VMQ、usNIC での RoCE をサポート
しません。
• アダプタごとのキュー ペアの最大数は 8192 個です。
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• アダプタごとのメモリ領域の最大数は 524288 個です。
• リリース 2.2(4) から Cisco UCS Manager をダウングレードする前に RoCE をディセーブルに
しないと、ダウングレードは失敗します。

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/org # scope
vnic-beh-policy

デフォルトの vNIC 動作ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A/org/vnic-beh-policy # デフォルトの vNIC 動作ポリシーを指定します。次の
set action {hw-inherit
いずれかになります。
[template_name name] |
• hw-inherit：サービス プロファイルに vNIC が必
none}
要なときに何も明示的に定義されていない場合、
Cisco UCS Manager は、そのサービス プロファイ
ルに関連するサーバにインストールされているア
ダプタに基づいて、必要な vNIC を作成します。
hw-inherit を指定した場合は、vNIC テンプレート
を指定して vNIC を作成することもできます。
• none：Cisco UCS Manager は、サービス プロファ
イルにデフォルトの vNIC を作成しません。すべ
ての vNIC を明示的に作成する必要があります。

ステップ 4

UCS-A/org/vnic-beh-policy # トランザクションをシステムの設定にコミットします。
commit-buffer

次の例では、vNIC のデフォルトの動作ポリシーを hw-inherit に設定しています。
UCS-A # scope org /
UCS-A/org # scope vnic-beh-policy
UCS-A/org/vnic-beh-policy # set action hw-inherit
UCS-A/org/vnic-beh-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/vnic-beh-policy #

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
184

ネットワーク関連ポリシー
LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除

LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
指定した LAN 接続ポリシーの LAN 接続ポ
lan-connectivity-policypolicy-name リシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/lan-connectivity-policy # LAN 接続ポリシーから指定された vNIC を
delete vnic vnic-name
削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/lan-connectivity-policy # トランザクションをシステムの設定にコミッ
commit-buffer
トします。

次の例では、vnic3 という名前の vNIC を LanConnect42 という名前の LAN 接続ポリシーから削除
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 org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # delete vnic vnic3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

LAN 接続ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope orgorg-name

目的
指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織
モードを開始するには、/ を org-name として入力し
ます。

ステップ 2 UCS-A /org # create
指定された LAN 接続ポリシーを作成を作成し、組
lan-connectivity-policypolicy-name 織 LAN 接続ポリシー モードを開始します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。ま
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コマンドまたはアクション

目的
た、オブジェクトが保存された後にこの名前を変更
することはできません。

ステップ 3 UCS-A /org/lan-connectivity-policy （任意）
# set descrpolicy-name
ポリシーに説明を追加します。どこでどのようにポ
リシーが使用されるかについての情報を含めること
を推奨します。
256 文字以下で入力します。次を除く任意の文字ま
たはスペースを使用できます。`（アクセント記
号）、\（バックスラッシュ）、^（キャラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、
<（小なり）、または '（一重引用符）は使用できま
せん。
ステップ 4 UCS-A /org/lan-connectivity-policy トランザクションをシステムの設定にコミットしま
# commit-buffer
す。

次の例では、LanConnect42 という名前の LAN 接続ポリシーを作成し、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 org /
UCS-A /org* # create lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # set descr "LAN connectivity policy"
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

次の作業
この LAN 接続ポリシーに 1 つ以上の vNIC および（または）iSCSI vNIC を追加します。

LAN 接続ポリシーの削除
サービス プロファイルに含まれる LAN 接続ポリシーを削除する場合、すべての vNIC と iSCSI
vNIC をそのサービス プロファイルから削除し、そのサービス プロファイルに関連付けられてい
るサーバの LAN データ トラフィックを中断します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。
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目的

ステップ 2

UCS-A /org # delete
指定されたLAN接続ポリシーを削除します。
lan-connectivity-policy policy-name

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、LanConnectiSCSI42 という名前の LAN 接続ポリシーをルート組織から削除し、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 org /
UCS-A /org # delete lan-connectivity-policy LanConnectiSCSI42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

LAN および SAN 接続ポリシーについて
接続ポリシーは、ネットワーク上のサーバと LAN または SAN 間の接続およびネットワーク通信
リソースを決定します。これらのポリシーは、プールを使用してサーバにMACアドレス、WWN、
および WWPN を割り当て、サーバがネットワークとの通信に使用する vNIC および vHBA を識別
します。

（注）

これらの接続ポリシーは、サービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレート
に含まれ、複数のサーバを設定するために使用できるので、静的 ID を接続ポリシーで使用す
ることはお勧めしません。

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーにより、ネットワークまたはストレージ権限のないユーザがネットワークおよびス
トレージ接続をしているサービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレートを作
成および変更することが可能になります。ただし、ユーザは接続ポリシーを作成するための適切
なネットワークおよびストレージの権限が必要です。
接続ポリシーの作成に必要な権限
接続ポリシーは、他のネットワークおよびストレージ構成と同じ権限を必要とします。たとえば、
接続ポリシーを作成するには、次の権限の少なくとも 1 つを有している必要があります。
• [admin]：LAN および SAN 接続ポリシーを作成できます
• [ls-server]：LAN および SAN 接続ポリシーを作成できます
• [ls-network]：LAN 接続ポリシーを作成できます
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• [ls-storage]：SAN 接続ポリシーを作成できます
接続ポリシーをサービス プロファイルに追加するために必要な権限
接続ポリシーの作成後、ls-compute 権限を持つユーザは、そのポリシーをサービス プロファイル
またはサービス プロファイル テンプレートに組み込むことができます。ただし、ls-compute 権限
しかないユーザは接続ポリシーを作成できません。

サービス プロファイルと接続ポリシー間の相互作用
次のいずれかの方法により、サービス プロファイルに LAN および SAN の接続を設定できます。
• サービス プロファイルで参照される LAN および SAN 接続ポリシー
• サービス プロファイルで作成されるローカル vNIC および vHBA
• ローカル vNIC および SAN 接続ポリシー
• ローカル vHBA および LAN 接続ポリシー
Cisco UCS では、サービス プロファイルのローカル vNIC および vHBA 設定と接続ポリシー間の
相互排他性が維持されます。接続ポリシーとローカルに作成した vNIC または vHBA を組み合わ
せて使用することはできません。サービス プロファイルに LAN 接続ポリシーを含めると、既存
の vNIC 設定がすべて消去されます。SAN 接続ポリシーを含めた場合は、そのサービス プロファ
イル内の既存の vHBA 設定がすべて消去されます。

LAN 接続ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope orgorg-name

目的
指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織
モードを開始するには、/ を org-name として入力し
ます。

ステップ 2 UCS-A /org # create
指定された LAN 接続ポリシーを作成を作成し、組
lan-connectivity-policypolicy-name 織 LAN 接続ポリシー モードを開始します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。ま
た、オブジェクトが保存された後にこの名前を変更
することはできません。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 UCS-A /org/lan-connectivity-policy （任意）
# set descrpolicy-name
ポリシーに説明を追加します。どこでどのようにポ
リシーが使用されるかについての情報を含めること
を推奨します。
256 文字以下で入力します。次を除く任意の文字ま
たはスペースを使用できます。`（アクセント記
号）、\（バックスラッシュ）、^（キャラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、
<（小なり）、または '（一重引用符）は使用できま
せん。
ステップ 4 UCS-A /org/lan-connectivity-policy トランザクションをシステムの設定にコミットしま
# commit-buffer
す。

次の例では、LanConnect42 という名前の LAN 接続ポリシーを作成し、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 org /
UCS-A /org* # create lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # set descr "LAN connectivity policy"
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

次の作業
この LAN 接続ポリシーに 1 つ以上の vNIC および（または）iSCSI vNIC を追加します。

LAN 接続ポリシー用の vNIC の作成
LAN 接続ポリシーの作成, （185 ページ） から続行した場合、ステップ 3 でこの手順を開始しま
す。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組
織モードを開始するには、/ を org-name として入
力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
指定した LAN 接続ポリシーの LAN 接続ポリシー
lan-connectivity-policypolicy-name モードを開始します。
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目的

ステップ 3

UCS-A /org/lan-connectivity-policy 指定された LAN 接続ポリシー用の vNIC を作成し
# create vnicvnic-name
ます。
[eth-ifeth-if-name] [fabric {a | b}]
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。
また、オブジェクトが保存された後にこの名前を
変更することはできません。

ステップ 4

UCS-A
vNIC に使用するファブリックを指定します。ス
/org/lan-connectivity-policy/vnic # テップ 3 で vNIC を作成したときにファブリックを
set fabric {a | a-b | b | b-a}
指定しなかった場合は、このコマンドで指定する
オプションがあります。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使
用できない場合に、この vNIC が第 2 のファブリッ
ク インターコネクトにアクセスできるようにする
には、a-b（A がプライマリ）または b-a（B がプ
ライマリ）を選択します。
（注）

次の状況下では、vNIC のファブリック
フェールオーバーを有効にしないでくだ
さい。
• Cisco UCS ドメインイーサネット ス
イッチ モードで動作している場合。
vNICファブリックフェールオーバー
は、そのモードではサポートされま
せん。 1 つのファブリック インター
コネクト上のすべてのイーサネット
アップリンクが障害になった場合、
vNIC は他のイーサネット アップリ
ンクにフェールオーバーしません。
• ファブリック フェールオーバーをサ
ポートしないアダプタ（Cisco UCS
82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet
Adapter）があるサーバにこの vNIC
を関連付ける予定がある場合。 これ
を行った場合、Cisco UCS Manager
により、サービス プロファイルと
サーバを関連付けたときに設定エ
ラーが生成されます。
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目的

ステップ 5

UCS-A
vNIC に使用するアダプタ ポリシーを指定します。
/org/lan-connectivity-policy/vnic #
set adapter-policypolicy-name

ステップ 6

UCS-A
vNIC の ID（MAC アドレス）を指定します。次の
/org/lan-connectivity-policy/vnic # いずれかのオプションを使用して識別を設定でき
set identity {dynamic-mac
ます。
{mac-addr | derived} |
• 一意の MAC アドレスをnn:nn:nn:nn:nn:nn形式
mac-poolmac-pool-name}
で作成する。
• 製造時にハードウェアに焼き付けられた MAC
アドレスを取得する。
• MAC プールから MAC アドレスを割り当て
る。

ステップ 7

UCS-A
この vNIC で受け入れられる最大伝送単位、つまり
/org/lan-connectivity-policy/vnic # パケット サイズ。 を指定します
set mtusize-num
1500 ～ 9216 の範囲の整数を入力します。
（注）

vNIC に対応する QoS ポリシーがある場
合、ここで指定した MTU は、関連付け
られた QoS システム クラスで指定された
MTU と同等以下でなければなりません。
この MTU 値が QoS システム クラスの
MTU 値を超えている場合、データ転送中
にパケットがドロップされる可能性があ
ります。

ステップ 8

UCS-A
vNIC によって使用されるネットワーク制御ポリ
/org/lan-connectivity-policy/vnic # シーを指定します。
set nw-control-policypolicy-name

ステップ 9

UCS-A
vNIC に相対順序を指定します。
/org/lan-connectivity-policy/vnic #
set order {order-num | unspecified}

ステップ 10 UCS-A
vNIC によって使用される LAN ピン グループを指
/org/lan-connectivity-policy/vnic # 定します。
set pin-groupgroup-name
ステップ 11 UCS-A
vNIC によって使用されるサービス ポリシーの品質
/org/lan-connectivity-policy/vnic # を指定します。
set qos-policypolicy-name
ステップ 12 UCS-A
vNIC によって使用される統計情報収集ポリシーを
/org/lan-connectivity-policy/vnic # 指定します。
set stats-policypolicy-name
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目的

ステップ 13 UCS-A
ダイナミック vNIC 接続ポリシーを vNIC に使用す
/org/lan-connectivity-policy/vnic # るように指定します。
set template-namepolicy-name
ステップ 14 UCS-A
指定された vCon に vNIC を割り当てます。Cisco
/org/lan-connectivity-policy/vnic # UCS Manager が自動的に vNIC を割り当てるように
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}
するには、any キーワードを使用します。
ステップ 15 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコミットし
/org/lan-connectivity-policy/vnic # ます。
commit-buffer

次の例では、LanConnect42 という名前の LAN 接続ポリシー用の vNIC 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 org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # create vnic vnic3 fabric a
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set fabric a-b
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set identity mac-pool MacPool3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set mtu 8900
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set order 0
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set pin-group EthPinGroup12
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set template-name VnicConnPol3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # set vcon any
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic #

次の作業
必要に応じて、LAN 接続ポリシーに別の NIC または iSCSI vNIC を追加します。そうでない場合
は、サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートにポリシーをインクルー
ドします。

LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。
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目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope
指定した LAN 接続ポリシーの LAN 接続ポ
lan-connectivity-policypolicy-name リシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/lan-connectivity-policy # LAN 接続ポリシーから指定された vNIC を
delete vnic vnic-name
削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/lan-connectivity-policy # トランザクションをシステムの設定にコミッ
commit-buffer
トします。

次の例では、vnic3 という名前の vNIC を LanConnect42 という名前の LAN 接続ポリシーから削除
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 org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # delete vnic vnic3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

LAN 接続ポリシー用の iSCSI vNIC の作成
LAN 接続ポリシーの作成, （185 ページ） から続行した場合、ステップ 3 でこの手順を開始しま
す。

はじめる前に
LAN 接続ポリシーは、iSCSI デバイス用のオーバーレイ vNIC として使用できるイーサネット vNIC
を含める必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート
組織モードを開始するには、/ を org-name として
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
指定した LAN 接続ポリシーの LAN 接続ポリシー
lan-connectivity-policypolicy-name モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/lan-connectivity-policy 指定された LAN 接続ポリシーの iSCSI vNIC を作
# create vnic-iscsi iscsi-vnic-name. 成します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用でき
ます。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）は使用できま
すが、それ以外の特殊文字とスペースは使用で
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目的
きません。また、オブジェクトが保存された後
にこの名前を変更することはできません。

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi この iSCSI vNIC 用に作成した iSCSI アダプタ ポ
# set iscsi-adaptor-policy
リシーを指定します。
iscsi-adaptor-name

ステップ 5

UCS-A
（任意）
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi iSCSI vNIC によって使用される認証プロファイ
# set auth-name
ルを設定します。設定する認証プロファイルが
authentication-profile-name
すでに存在している必要があります。詳細につ
いては、「Creating an Authentication Profile」を
参照してください。

ステップ 6

UCS-A
iSCSI vNIC の MAC アドレスを指定します。
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi （注）
MAC アドレスは、Cisco UCS NIC
# set identity { dynamic-mac
M51KR-B アダプタ専用に設定されま
{dynamic-mac-address | derived } |
す。
mac-poolmac-pool-name }

ステップ 7

UCS-A
iSCSI 発信側の名前または iSCSI 発信側名の提供
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi 元の IQN プール名を指定します。iSCSI 発信側名
# set iscsi-identity
には最大 223 文字を使用できます。
{initiator-nameinitiator-name |
initiator-pool-nameiqn-pool-name}

ステップ 8

UCS-A
オーバーレイ vNIC として iSCSI デバイスで使用
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi される、イーサネット vNIC を指定します。詳細
# set overlay-vnic-name
については、「Configuring a vNIC for a Service
overlay-vnic-name
Profile」を参照してください。

ステップ 9

UCS-A
iSCSI vNIC に割り当てられた VLAN のイーサネッ
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi ト インターフェイスを作成します。
# create eth-if

ステップ 10

UCS-A /org/ex/vnic-iscsi/eth-if # set VLAN 名を指定します。デフォルトの VLAN は、
vlannamevlan-name
default です。Cisco UCS M81KR 仮想インターフェ
イス カードおよび Cisco UCS VIC-1240 仮想イン
ターフェイス カード の場合、指定する VLAN は
オーバレイ vNIC のネイティブ VLAN と同じで
ある必要があります。Cisco UCS M51KR-B
Broadcom BCM57711 アダプタの場合、指定した
VLAN は、オーバーレイ vNIC に割り当てられた
どの VLAN でも設定できます。
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ステップ 11

目的

UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコミット
/org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi します。
# commit-buffer

次の例では、LanConnect42 という名前の LAN 接続ポリシー用の iSCSI vNIC 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 org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # create vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set iscsi-adaptor-policy iscsiboot
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set auth-name initauth
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set iscsi-identity initiator-name iSCSI1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # set overlay-vnic-name eth1
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi* # create eth-if
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if* # set vlanname default
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if* # commit buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy/vnic-iscsi/eth-if

次の作業
必要に応じて、LAN 接続ポリシーに別の iSCI vNIC または vNIC を追加します。そうでない場合
は、サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートにポリシーをインクルー
ドします。

LAN 接続ポリシーからの iSCSI vNIC の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
lan-connectivity-policypolicy-name

指定した LAN 接続ポリシーの LAN 接続ポ
リシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/lan-connectivity-policy # LAN 接続ポリシーから指定された iSCSI
delete vnic-iscsi iscsi-vnic-name
vNIC を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/lan-connectivity-policy # トランザクションをシステムの設定にコミッ
commit-buffer
トします。
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次の例では、iscsivnic3 という名前の iSCSI vNIC を LanConnect42 という名前の LAN 接続ポリシー
から削除し、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 org /
UCS-A /org # scope lan-connectivity-policy LanConnect42
UCS-A /org/lan-connectivity-policy # delete vnic-iscsi iscsivnic3
UCS-A /org/lan-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/lan-connectivity-policy #

ネットワーク制御ポリシー
このポリシーは Cisco UCS ドメインのネットワーク制御を設定するもので、次の設定も含まれま
す。
• Cisco Discovery Protocol（CDP）がイネーブルか、ディセーブルか
• エンドホスト モードで使用できるアップリンク ポートが存在しない場合の、仮想インター
フェイス（VIF）の動作方法
• 関連付けられているボーダ ポートの障害時に、リモート イーサネット インターフェイス、
vEthernet インターフェイス、または vFibre チャネル インターフェイスに対して Cisco UCS
Manager が実行するアクション
• ファブリック インターコネクトへのパケット送信時に複数の異なる MAC アドレスをサーバ
が使用できるかどうか
• MAC 登録を VNIC ごとに実行するか、またはすべての VLAN に対して実行するか
[アップリンクのアクションに失敗しました] プロパティ
デフォルトでは、ネットワーク制御ポリシー内の [アップリンクのアクションに失敗しました] プ
ロパティは、リンクダウンの値を使用して設定されます。Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイ
ス カードなどのアダプタの場合、Cisco UCS Manager は、関連するボーダ ポートに障害が発生し
たときに、このデフォルト動作に従って vEthernet または vFibre チャネル インターフェイスをダ
ウン状態にします。イーサネットと FCoE の両方のトラフィックをサポートしている VM-FEX 非
対応の統合型ネットワーク アダプタ（Cisco UCS CNA M72KR-Q や Cisco UCS CNA M72KR-E な
ど）を使用している Cisco UCS システムの場合、Cisco UCS Manager は、関連するボーダ ポート
に障害が発生したときに、このデフォルト動作に従ってリモートイーサネットインターフェイス
をダウン状態にします。このシナリオでは、リモートイーサネットインターフェイスにバインド
されている vFibre チャネル インターフェイスもダウンします。

（注）

この項に記載されている VM-FEX 非対応の統合型ネットワーク アダプタが実装に含まれてお
り、そのアダプタがイーサネットと FCoE の両方のトラフィックを処理することが予想される
場合は、警告の値を使用して [Action on Uplink Fail] プロパティを設定することをお勧めしま
す。ただし、これを設定すると、ボーダ ポートがダウンした場合に、イーサネット チーミン
グ ドライバでリンク障害を検出できなくなる可能性があります。
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MAC 登録モード
MAC アドレスは、ネイティブ VLAN でのみデフォルトでインストールされます。これにより、
ほとんどの実装で VLAN ポート数が最大になります。

（注）

トランキング ドライバがホスト上で実行され、インターフェイスが無差別モードになってい
る場合、MAC 登録モードをすべての VLAN に設定することをお勧めします。

ネットワーク制御ポリシーの設定
Emulex 統合型ネットワークアダプタ（N20-AE0102）用の MAC アドレスベースのポート セキュ
リティはサポートされません。 MAC アドレスベースのポート セキュリティが有効になっている
場合、ファブリック インターコネクトにより、最初にそれが学習した MAC アドレスが含まれる
パケットにトラフィックが制限されます。 これは、FCoE Initialization Protocol パケットで使用さ
れる送信元 MAC アドレスか、イーサネット パケットの MAC アドレスのうち、アダプタによっ
て最初に送信されたほうになります。 この設定により、FCoE パケットまたはイーサネット パケッ
トのいずれかがドロップされることがあります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組
織モードを開始するには、/ を org-name として入
力します。

ステップ 2 UCS-A /org # create
nw-ctrl-policypolicy-name

指定されたネットワーク制御ポリシーを作成し、
組織ネットワーク制御ポリシー モードを開始し
ます。

ステップ 3 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable Cisco Discovery Protocol（CDP）をディセーブル
| enable} cdp
またはイネーブルにします。
ステップ 4 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable インターフェイスでの LLDP パケットの送信を
| enable} lldp transmit
ディセーブルまたはイネーブルにします。
ステップ 5 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable インターフェイスでの LLDP パケットの受信を
| enable} lldp receive
ディセーブルまたはイネーブルにします。
ステップ 6 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
uplink-fail-action {link-down |
warning}

エンドホスト モードで使用可能なアップリンク
ポートがない場合に実行するアクションを指定し
ます。
link-down キーワードを使用すると、ファブリッ
ク インターコネクトでアップリンク接続が失わ
れた場合に vNIC の動作ステータスが down に変
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コマンドまたはアクション

目的
更され、vNIC のファブリック フェールオーバー
が容易になります。warning キーワードを使用す
ると、アップリンク ポートを使用できない場合
でもサーバ間の接続が維持され、ファブリック
インターコネクトでアップリンク接続が失われた
場合にファブリックフェールオーバーがディセー
ブルになります。デフォルトのアップリンク障害
処理は link-down ダウンです。

ステップ 7 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
アダプタ登録済みの MAC アドレスを、インター
mac-registration-mode{all-host-vlans フェイスに関連付けられているネイティブ VLAN
| only-native-vlan
にのみ追加するか、インターフェイスに関連付け
られているすべての VLAN に追加するか。次の
いずれかになります。
• [Only Native Vlan]：MAC アドレスはネイ
ティブ VLAN にのみ追加されます。デフォ
ルトではこのオプションが設定され、
port+VLAN のカウントが最大になります。
• [All Host Vlans]：関連付けられているすべて
の VLAN に MAC アドレスが追加されます。
トランキングを使用するよう設定されてい
るが、無差別モードで実行されていない
VLAN の場合、このオプションを選択しま
す。
ステップ 8 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # create
mac-security

組織ネットワーク制御ポリシーの MAC セキュリ
ティ モードを開始します。

ステップ 9 UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security トラフィック送信時の MAC アドレスの偽装を許
# set forged-transmit {allow | deny} 可または拒否します。偽装 MAC アドレスが許可
されると MAC セキュリティはディセーブルに、
偽装 MAC アドレスが拒否されると MAC セキュ
リティはイネーブルになります。デフォルトで
は、偽装 MAC アドレスは許可されます（MAC
セキュリティはディセーブル）。
ステッ
プ 10

UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security トランザクションをシステムの設定にコミットし
# commit-buffer
ます。

次の例は、ncp5 というネットワーク制御ポリシーを作成して、CDP をイネーブルにし、LLDP の
送受信をイネーブルにして、アップリンク フェール アクションを link-down に設定し、偽装 MAC
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アドレスを拒否して（MAC セキュリティをイネーブル化）、トランザクションをコミットする方
法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create nw-ctrl-policy ncp5
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable cdp
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable lldp transmit
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable lldp receive
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # set uplink-fail-action link-down
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # create mac-security
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # set forged-transmit deny
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # commit-buffer
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security #

次の例は、ncp5 というネットワーク制御ポリシーを作成して、CDP をイネーブルにし、アップリ
ンク フェール アクションを link-down に設定して、トランザクションをコミットする方法を示し
ています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create nw-ctrl-policy ncp5
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable cdp
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # set uplink-fail-action link-down
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/nw-ctrl-policy #

ファブリックインターコネクトvEthernetインターフェイスのLinkLayer
Discovery Protocol の設定
Cisco UCS Manager では、vEthernet インターフェイスで LLDP を有効化したり無効化したりできま
す。これらの LAN アップリンク ネイバーに関する情報も取得できます。この情報は、UCS シス
テムに接続された LAN のトポロジを学習するときと、ファブリック インターコネクト（FI）から
ネットワークの接続性の問題を診断するときに便利です。UCS システムの FI は、LAN 接続の場
合は LAN アップリンク スイッチに接続され、ストレージ接続の場合は SAN アップリンク スイッ
チに接続されます。Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）で Cisco UCS を使用する場合、
FI の LAN アップリンクは ACI のリーフ ノードに接続されます。vEthernet インターフェイスで
LLDP を有効にすると、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）が vCenter を使用して FI
に接続されたサーバを識別するために役立ちます。
ネットワーク内のデバイスのディスカバリを許可するために、IEEE 802.1ab 標準規格で定義され
ているベンダー ニュートラルなデバイス ディスカバリ プロトコルである Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）がサポートされています。LLDP は、ネットワーク デバイスがネットワーク上
の他のデバイスに自分の情報をアドバタイズできるようにする単一方向のプロトコルです。LLDP
は、デバイスおよびそのインターフェイスの機能と現在のステータスに関する情報を送信します。
LLDP デバイスはこのプロトコルを使用して、他の LLDP デバイスからだけ情報を要求します。
vEthernet インターフェイスに対する LLDP は、サービス プロファイルの vNIC に適用されるネッ
トワーク制御ポリシー（NCP）に基づいて有効化または無効化できます。
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ネットワーク制御ポリシーの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name と
して入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope nw-ctrl-policy 指定したネットワーク制御ポリシーの組織ネッ
{default | policy-name}
トワーク制御ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/nw-ctrl-policy # show 指定したネットワーク制御ポリシーの詳細を
detail
表示します。

次の例は、ncp5 というネットワーク制御ポリシーの詳細の表示方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope nw-ctrl-policy ncp5
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # show detail
Network Control Policy:
Name: ncp5
CDP: Enabled
LLDP Transmit: Enabled
LLDP Receive: Enabled
Uplink fail action: Link Down
Adapter MAC Address Registration: Only Native Vlan
Policy Owner: Local
Description:
UCS-A /org/nw-ctrl-policy #

ネットワーク制御ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
nwctrl-policypolicy-name

指定されたネットワーク制御ポリシーを
削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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次の例は、ncp5 という名前のネットワーク制御ポリシーを削除し、トランザクションをコミット
します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete nwctrl-policy ncp5
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

マルチキャスト ポリシーの作成
マルチキャスト ポリシーは、ルート組織でのみ作成でき、サブ組織では作成できません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # create mcast-policy マルチキャスト ポリシーを指定されたポリ
policy-name
シー名を作成し、組織マルチキャスト ポリ
シー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例は、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーの作成方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

マルチキャスト ポリシーの削除
（注）

VLAN にデフォルト以外の（ユーザ定義）マルチキャスト ポリシーを割り当て、そのマルチ
キャスト ポリシーを削除すると、関連付けられた VLAN は削除済みポリシーが再作成される
まで、デフォルトのマルチキャスト ポリシーからマルチキャスト ポリシー設定を継承します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # delete mcast-policy
policy-name

指定されたポリシー名を持つマルチキャス
ト ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーを削除する方法を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org /
/org # delete mcast-policy policy1
/org* # commit-buffer
/org #

マルチキャスト ポリシー モードの開始
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /org # scope mcast-policy
policy-name

組織マルチキャスト ポリシー モードを
開始します。

次の例は、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーの作成方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy #

マルチキャスト ポリシーの入力
enter mcast-policy policy-name コマンドを使用すると、既存のマルチキャスト ポリシーを入力でき
ます。

はじめる前に
マルチキャスト ポリシーを作成します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # enter mcast-policy 新しいマルチキャスト ポリシーを指定された
policy-name
ポリシー名で作成し、組織マルチキャスト ポ
リシー モードを開始します。

次の例は、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーを作成し、マルチキャスト ポリシー モー
ドを開始する方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # enter mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy #

グローバル VLAN マルチキャスト ポリシーの割り当て
イーサネット アップリンク ファブリック モードで、グローバル VLAN にマルチキャスト ポリ
シーを割り当てることができます。

はじめる前に
VLAN を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope vlan
default

イーサネット アップリンク VLAN モード
を開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
mcastpolicy policy-name

グローバル VLAN にマルチキャスト ポリ
シーを割り当てます。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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グローバル VLAN マルチキャスト ポリシーの関連付け解
除
イーサネット アップリンク ファブリック モードでグローバル VLAN からマルチキャスト ポリ
シーを関連付け解除できます。

（注）

VLAN にデフォルト以外の（ユーザ定義）マルチキャスト ポリシーを割り当て、そのマルチ
キャスト ポリシーを削除すると、関連付けられた VLAN は削除済みポリシーが再作成される
まで、デフォルトのマルチキャスト ポリシーからマルチキャスト ポリシー設定を継承します。

はじめる前に
グローバル VLAN を作成してマルチキャスト ポリシーを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope vlan イーサネット アップリンク VLAN モードを開始
default
します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/vlan # set
mcastpolicy ""

グローバル VLAN からあらゆるマルチキャスト
ポリシーを関連付け解除します。VLAN に set
mcastpolicy ""' を設定すると、VLAN はデフォル
トのマルチキャスト ポリシーからマルチキャス
ト設定を継承します。

ステップ 4

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

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

VLAN マルチキャスト ポリシーの関連付け解除
ポリシー名として空の文字列（" "）を入力すると、イーサネット アップリンク ファブリック モー
ドであらゆるマルチキャスト ポリシーから VLAN を関連付け解除できます。

はじめる前に
グローバル VLAN を作成し、その VLAN にマルチキャスト ポリシーを関連付けます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始しま
す。

ステップ 2

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

指定したファブリック インターコネクトのイー
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。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope イーサネット アップリンク ファブリック VLAN
vlan vlan-name
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # VLAN のあらゆるマルチキャスト ポリシーを関
set mcastpolicy ""
連付け解除します。VLAN に set mcastpolicy ""'
を設定すると、VLANはデフォルトのマルチキャ
スト ポリシーからマルチキャスト設定を継承し
ます。

ステップ 5

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

次の例では、vlan1 という VLAN からマルチキャスト ポリシーの関連付けを解除し、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 vlan vlan1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # set mcastpolicy policy1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

イーサネット アダプタ ポリシーの設定
イーサネット アダプタ ポリシーの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name として / を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # create
eth-policypolicy-name

指定されたイーサネット アダプタ ポリ
シーを作成し、組織イーサネット ポリ
シー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/eth-policy # set arfs
accelaratedrfs {enabled | disabled}

（任意）
Accelerated RFS を設定します。

ステップ 4

UCS-A /org/eth-policy # set comp-queue （任意）
countcount
イーサネットの完了キューを設定します。

ステップ 5

UCS-A /org/eth-policy # set
descrdescription

（任意）
ポリシーの説明を記します。
（注）

ステップ 6

UCS-A /org/eth-policy # set
failovertimeouttimeout-sec

ステップ 7

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt （任意）
{coalescing-timesec | coalescing-type イーサネットの割り込みを設定します。
{idle | min} | countcount | mode {intx |
msi | msi-x}}

ステップ 8

UCS-A /org/eth-policy # set nvgre
adminstate {disabled | enabled}

（任意）
NVGRE を設定します。

ステップ 9

UCS-A /org/eth-policy # set offload
{large-receive | tcp-rx-checksum |
tcp-segment | tcp-tx-checksum}
{disabled | enabled}

（任意）
イーサネットのオフロードを設定します。

ステップ 10

UCS-A /org/eth-policy # set
policy-owner {local | pending}

（任意）
イーサネット アダプタ ポリシーのオー
ナーを指定します。

ステップ 11

UCS-A /org/eth-policy # set recv-queue （任意）
{countcount | ring-sizesize-num}
イーサネットの受信キューを設定します。

ステップ 12

UCS-A /org/eth-policy # set rss
（任意）
receivesidescaling {disabled | enabled} RSS を設定します。
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説明にスペース、特殊文字、ま
たは句読点が含まれている場
合、説明を引用符で括る必要が
あります。引用符は、show コ
マンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

（任意）
イーサネットのフェールオーバーを設定
します。

ネットワーク関連ポリシー
イーサネット アダプタ ポリシーの削除

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 13

UCS-A /org/eth-policy # set trans-queue （任意）
{countcount | ring-sizesize-num}
イーサネットの送信キューを設定します。

ステップ 14

UCS-A /org/eth-policy # set vxlan
adminstate {disabled | enabled}

ステップ 15

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

（任意）
VXLAN を設定します。

次の例は、イーサネット アダプタ ポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org* # create eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 16
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "This is an Ethernet adapter policy example."
UCS-A /org/eth-policy* # set failover timeout 300
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 64
UCS-A /org/eth-policy* # set offload large-receive disabled
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 32
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #

イーサネット アダプタ ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name とし
て / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete eth-policy
policy-name

指定したイーサネット アダプタ ポリシーを削
除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、EthPolicy19 という名前のイーサネット アダプタ ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete eth-policy EthPolicy19
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定
デフォルトの vNIC 動作ポリシー
デフォルトの vNIC 動作ポリシーにより、サービス プロファイルに対する vNIC の作成方法を設定
できます。vNICS を手動で作成することもできますし、自動的に作成することもできます。
デフォルトの vNIC 動作ポリシーを設定して、vNIC の作成方法を定義することができます。次の
いずれかになります。
• [None]：サービス プロファイルに Cisco UCS Manager はデフォルトの vNIC を作成しません。
すべての vNIC を明示的に作成する必要があります。
• [HW Inherit]：サービス プロファイルが vNIC を必要とし、何も明示的に定義されていない場
合、Cisco UCS Manager はサービス プロファイルに関連付けられたサーバにインストールさ
れたアダプタに基づいて必要な vNIC を作成します。

（注）

vNIC のデフォルトの動作ポリシーを指定しない場合、[HW Inherit] がデフォルトで使用されま
す。

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/org # scope
vnic-beh-policy

デフォルトの vNIC 動作ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A/org/vnic-beh-policy # デフォルトの vNIC 動作ポリシーを指定します。次の
set action {hw-inherit
いずれかになります。
[template_name name] |
• hw-inherit：サービス プロファイルに vNIC が必
none}
要なときに何も明示的に定義されていない場合、
Cisco UCS Manager は、そのサービス プロファイ
ルに関連するサーバにインストールされているア
ダプタに基づいて、必要な vNIC を作成します。
hw-inherit を指定した場合は、vNIC テンプレート
を指定して vNIC を作成することもできます。
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コマンドまたはアクション 目的
• none：Cisco UCS Manager は、サービス プロファ
イルにデフォルトの vNIC を作成しません。すべ
ての vNIC を明示的に作成する必要があります。
ステップ 4

UCS-A/org/vnic-beh-policy # トランザクションをシステムの設定にコミットします。
commit-buffer

次の例では、vNIC のデフォルトの動作ポリシーを hw-inherit に設定しています。
UCS-A # scope org /
UCS-A/org # scope vnic-beh-policy
UCS-A/org/vnic-beh-policy # set action hw-inherit
UCS-A/org/vnic-beh-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/vnic-beh-policy #

ネットワーク制御ポリシーの設定
Emulex 統合型ネットワークアダプタ（N20-AE0102）用の MAC アドレスベースのポート セキュ
リティはサポートされません。 MAC アドレスベースのポート セキュリティが有効になっている
場合、ファブリック インターコネクトにより、最初にそれが学習した MAC アドレスが含まれる
パケットにトラフィックが制限されます。 これは、FCoE Initialization Protocol パケットで使用さ
れる送信元 MAC アドレスか、イーサネット パケットの MAC アドレスのうち、アダプタによっ
て最初に送信されたほうになります。 この設定により、FCoE パケットまたはイーサネット パケッ
トのいずれかがドロップされることがあります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組
織モードを開始するには、/ を org-name として入
力します。

ステップ 2 UCS-A /org # create
nw-ctrl-policypolicy-name

指定されたネットワーク制御ポリシーを作成し、
組織ネットワーク制御ポリシー モードを開始し
ます。

ステップ 3 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable Cisco Discovery Protocol（CDP）をディセーブル
| enable} cdp
またはイネーブルにします。
ステップ 4 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable インターフェイスでの LLDP パケットの送信を
| enable} lldp transmit
ディセーブルまたはイネーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # {disable インターフェイスでの LLDP パケットの受信を
| enable} lldp receive
ディセーブルまたはイネーブルにします。
ステップ 6 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
uplink-fail-action {link-down |
warning}

エンドホスト モードで使用可能なアップリンク
ポートがない場合に実行するアクションを指定し
ます。
link-down キーワードを使用すると、ファブリッ
ク インターコネクトでアップリンク接続が失わ
れた場合に vNIC の動作ステータスが down に変
更され、vNIC のファブリック フェールオーバー
が容易になります。warning キーワードを使用す
ると、アップリンク ポートを使用できない場合
でもサーバ間の接続が維持され、ファブリック
インターコネクトでアップリンク接続が失われた
場合にファブリックフェールオーバーがディセー
ブルになります。デフォルトのアップリンク障害
処理は link-down ダウンです。

ステップ 7 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # set
アダプタ登録済みの MAC アドレスを、インター
mac-registration-mode{all-host-vlans フェイスに関連付けられているネイティブ VLAN
| only-native-vlan
にのみ追加するか、インターフェイスに関連付け
られているすべての VLAN に追加するか。次の
いずれかになります。
• [Only Native Vlan]：MAC アドレスはネイ
ティブ VLAN にのみ追加されます。デフォ
ルトではこのオプションが設定され、
port+VLAN のカウントが最大になります。
• [All Host Vlans]：関連付けられているすべて
の VLAN に MAC アドレスが追加されます。
トランキングを使用するよう設定されてい
るが、無差別モードで実行されていない
VLAN の場合、このオプションを選択しま
す。
ステップ 8 UCS-A /org/nw-ctrl-policy # create
mac-security

組織ネットワーク制御ポリシーの MAC セキュリ
ティ モードを開始します。

ステップ 9 UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security トラフィック送信時の MAC アドレスの偽装を許
# set forged-transmit {allow | deny} 可または拒否します。偽装 MAC アドレスが許可
されると MAC セキュリティはディセーブルに、
偽装 MAC アドレスが拒否されると MAC セキュ
リティはイネーブルになります。デフォルトで
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コマンドまたはアクション

目的
は、偽装 MAC アドレスは許可されます（MAC
セキュリティはディセーブル）。

ステッ
プ 10

UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security トランザクションをシステムの設定にコミットし
# commit-buffer
ます。

次の例は、ncp5 というネットワーク制御ポリシーを作成して、CDP をイネーブルにし、LLDP の
送受信をイネーブルにして、アップリンク フェール アクションを link-down に設定し、偽装 MAC
アドレスを拒否して（MAC セキュリティをイネーブル化）、トランザクションをコミットする方
法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create nw-ctrl-policy ncp5
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable cdp
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable lldp transmit
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable lldp receive
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # set uplink-fail-action link-down
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # create mac-security
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # set forged-transmit deny
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security* # commit-buffer
UCS-A /org/nw-ctrl-policy/mac-security #

次の例は、ncp5 というネットワーク制御ポリシーを作成して、CDP をイネーブルにし、アップリ
ンク フェール アクションを link-down に設定して、トランザクションをコミットする方法を示し
ています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create nw-ctrl-policy ncp5
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # enable cdp
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # set uplink-fail-action link-down
UCS-A /org/nw-ctrl-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/nw-ctrl-policy #

ネットワーク制御ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
nwctrl-policypolicy-name

指定されたネットワーク制御ポリシーを
削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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次の例は、ncp5 という名前のネットワーク制御ポリシーを削除し、トランザクションをコミット
します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete nwctrl-policy ncp5
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

マルチキャスト ポリシーの設定
マルチキャスト ポリシー
このポリシーは、インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）のスヌーピングおよびIGMP
クエリアの設定に使用されます。IGMP スヌーピングは、特定のマルチキャスト伝送に含まれる
べき VLAN のホストを動的に決定します。1 つ以上の VLAN に関連付けることができるマルチ
キャストポリシーを作成、変更、削除できます。マルチキャストポリシーが変更されると、その
マルチキャスト ポリシーに関連付けられたすべての VLAN が再処理され変更が適用されます。デ
フォルトでは、IGMP スヌーピングが有効になり、IGMP クエリアが無効になります。プライベー
ト VLAN の場合、プライマリ VLAN にはマルチキャスト ポリシーを設定できますが、Cisco NX-OS
転送の実装により、プライマリ VLAN に関連付けられている独立 VLAN には設定できません。
マルチキャスト ポリシーには、次の制限事項およびガイドラインが適用されます。
• 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトでは、ユーザ定義のマルチキャスト ポリシー
をデフォルトのマルチキャスト ポリシーとともに割り当てることができます。
• グローバル VLAN で許可されるのは、デフォルトのマルチキャスト ポリシーだけです。
• Cisco UCS ドメインに 6300 シリーズと 6200 シリーズのファブリック インターコネクトが含
まれている場合は、どのマルチキャスト ポリシーでも割り当てることができます。
• ファブリック インターコネクトおよび関連付けられた LAN イッチで同じ IGMP スヌーピン
グ状態を使用することを強くお勧めします。たとえば、ファブリック インターコネクトで
IGMP スヌーピングが無効にされている場合は、関連付けられているすべての LAN スイッチ
でも無効にする必要があります。

マルチキャスト ポリシーの作成
マルチキャスト ポリシーは、ルート組織でのみ作成でき、サブ組織では作成できません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # create mcast-policy マルチキャスト ポリシーを指定されたポリ
policy-name
シー名を作成し、組織マルチキャスト ポリ
シー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例は、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーの作成方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

IGMP スヌーピング パラメータの設定
マルチキャスト ポリシーに対して IGMP スヌーピングをイネーブルまたはディセーブルにできま
す。デフォルトでは、IGMP スヌーピング状態はマルチキャスト ポリシーに対しイネーブルになっ
ています。また、マルチキャスト ポリシーに対し IGMP スヌーピング クエリアの状態と IPv4 ア
ドレスを設定することもできます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
mcast-policy policy-name

新しいマルチキャスト ポリシーを指定されたポリシー
名で作成し、組織マルチキャスト ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /org/mcast-policy* # IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルまたはディ
set querier{enabled |
セーブルにします。デフォルトでは、IGMP スヌーピン
disabled}
グ クエリアは、マルチキャスト ポリシーに対しディ
セーブルになっています。

ステップ 4

UCS-A /org/mcast-policy* # IGMP スヌーピング クエリアの IPv4 アドレスを指定し
set querierip IGMP snooping ます。
querier IPv4 address

ステップ 5

UCS-A /org/mcast-policy* # IGMP スヌーピングをイネーブルまたはディセーブルに
set snooping{enabled |
します。デフォルトでは、IGMP スヌーピングは、マル
disabled}
チキャストポリシーに対しイネーブルになっています。

ステップ 6

UCS-A /org/mcast-policy* # トランザクションをシステムの設定にコミットします。
commit-buffer

Cisco UCS Manager ネットワーク管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
213

ネットワーク関連ポリシー
マルチキャスト ポリシー パラメータの変更

コマンドまたはアクション 目的
（注）

マルチキャスト ポリシーに IGMP スヌーピン
グ クエリア IP アドレスを設定する場合は、
次のガイドラインに従ってください。
1 イーサネット スイッチ モード構成では、
ドメインの各 FI にクエリア IP アドレスを
設定する必要があります。
2 イーサネット エンドホスト モードでは、
FI A にのみクエリア IP アドレスを設定し、
必要に応じて FI B に設定することもでき
ます。FI B に明示的に IP アドレスが設定
されていない場合は、FI A に設定されてい
るアドレスと同じアドレスが使用されま
す。

次の例では、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーを作成および開始する方法を示しま
す。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # set querier enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # set querierip 1.2.3.4
UCS-A /org/mcast-policy* # set snooping enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

マルチキャスト ポリシー パラメータの変更
既存のマルチキャスト ポリシーを変更して、IGMP スヌーピングまたは IGMP スヌーピング クエ
リアの状態を変更することができます。マルチキャスト ポリシーが変更されると、そのマルチ
キャスト ポリシーに関連付けられたすべての VLAN が再処理され変更が適用されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope mcast-policy 組織マルチキャスト ポリシー モードを開始し
policy-name
ます。

ステップ 3

UCS-A /org/mcast-policy* # set
querier{enabled | disabled}
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はディセーブルにします。デフォルトでは、
IGMP スヌーピング クエリアは、マルチキャス

ネットワーク関連ポリシー
VLAN マルチキャスト ポリシーの割り当て

コマンドまたはアクション

目的
ト ポリシーに対しディセーブルになっていま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/mcast-policy* # set
IGMP スヌーピング クエリアの IPv4 アドレス
querierip IGMP snooping querier を指定します。
IPv4 address

ステップ 5

UCS-A /org/mcast-policy* # set
snooping{enabled | disabled}

IGMP スヌーピングをイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトでは、IGMP ス
ヌーピングは、マルチキャスト ポリシーに対
しイネーブルになっています。

ステップ 6

UCS-A /org/mcast-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次の例は、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーの作成方法を示しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope mcast-policy policy1
UCS-A /org/mcast-policy* # set querier enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # set querierip 1.2.3.4
UCS-A /org/mcast-policy* # set snooping enabled
UCS-A /org/mcast-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/mcast-policy #

VLAN マルチキャスト ポリシーの割り当て
VLAN のマルチキャスト ポリシーをイーサネット アップリンク ファブリック モードに設定でき
ます。独立 VLAN のマルチキャスト ポリシーは設定できません。

はじめる前に
VLAN を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric{a 指定したファブリック インターコネクトの
| b}
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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope
vlan vlan-name

イーサネット アップリンク ファブリック
VLAN モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # set VLAN のマルチキャスト ポリシーを割り当
mcastpolicy policy-name
てます。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VLAN を設定し、
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 vlan vlan1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan # set mcastpolicy policy1
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/vlan #

マルチキャスト ポリシーの削除
（注）

VLAN にデフォルト以外の（ユーザ定義）マルチキャスト ポリシーを割り当て、そのマルチ
キャスト ポリシーを削除すると、関連付けられた VLAN は削除済みポリシーが再作成される
まで、デフォルトのマルチキャスト ポリシーからマルチキャスト ポリシー設定を継承します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

指定した組織の組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete mcast-policy
policy-name

指定されたポリシー名を持つマルチキャス
ト ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、policy1 という名前のマルチキャスト ポリシーを削除する方法を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org /
/org # delete mcast-policy policy1
/org* # commit-buffer
/org #
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LACP ポリシー
リンク集約は、複数のネットワーク接続を並列に組み合わせて、スループットを向上させ、冗長
性を実現します。Link Aggregation Control Protocol（LACP）は、それらのリンク集約グループにさ
らに利点をもたらします。Cisco UCS Manager では、LACP ポリシーを使用して LACP のプロパ
ティを設定することができます。
LACP ポリシーには以下を設定できます。
• 個別一時停止：LACP でアップストリーム スイッチのポートを設定しない場合、ファブリッ
ク インターコネクトは、すべてのポートをアップリンク イーサネット ポートとして扱い、
パケットを転送します。ループを回避するために、LACP ポートを一時停止状態にすること
ができます。LACPを使用してポートチャネルに個別一時停止を設定すると、そのポートチャ
ネルの一部であるポートがピア ポートから PDU を受信しない場合、そのポートは一時停止
状態になります。
• タイマー値：rate-fast または rate-normal を設定できます。rate-fast 設定では、ポートはピア
ポートから 1 秒ごとに 1 PDU を受信します。このタイムアウトは 3 秒です。rate-normal 設定
では、ポートは 30 秒ごとに 1 PDU を受信します。このタイムアウトは 90 秒です。
システムの起動時に、デフォルトの LACP ポリシーが作成されます。このポリシーを変更したり、
新規のポリシーを作成できます。また、複数のポートチャネルに 1 つの LACP ポリシーを適用す
ることもできます。

LACP ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # create lacppolicypolicy 指定した LACP ポリシーを作成します。
nam.

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、LACP ポリシーを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # create lacppolicy lacp1
/org* # commit-buffer
/org #
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LACP ポリシーの編集
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
lacppolicypolicy-name.

指定した LACP ポリシーに移動しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name # set ポリシーに個別一時停止を設定しま
suspend-individualtrue.
す。

ステップ 4

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name # set ポリシーの LACP レートを設定しま
lacp-ratefast
す。

ステップ 5

UCS-A /org/lacp policy/ policy-name #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

次の例では、LACP ポリシーを変更して、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A/org # scope lacppolicy policy-name
UCS-A /org/lacp policy policy-name # set suspend-individual true
UCS-A/prg/policy policy-name # set lacp-rate fast
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

ポートチャネルへの LACP ポリシーの割り当て
デフォルトでは、デフォルトの LACP ポリシーがポート チャネルに割り当てられます。別の LACP
ポリシーをポート チャネルに割り当てることができます。割り当てられているポリシーがない場
合は、エラーが発生します。同じポリシーを作成してエラーをクリアできます。

（注）

ポートチャネル、FCoE ポートチャネル、イーサネット ストレージ ポートチャネルに、LACP
ポリシーを割り当てることができます。以下の手順は、ポートチャネルに LACP ポリシーを割
り当てる方法を示しています。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric

ファブリック モードを開始します。

ステップ 3

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

ポートチャネル モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # このポートチャネルに LACP ポリシー
set lacp-policy-namepolicy-name
を指定します。

ステップ 5

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

トランザクションをシステムにコミッ
トします。

次の例は、ポートチャネルに LACP ポリシーを割り当てる方法を示しています。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A UCS-A/eth-uplink # scope fabric
UCS-A UCS-A/eth-uplink/facric # scope port-channel
UCS-A UCS-A/eth-uplink/port-channel # set lacp-policy-name
UCS-A UCS-A/eth-uplink/port-channel* # commit-buffer
UCS-A UCS-A/eth-uplink/port-channel #

UDLD リンク ポリシーの設定
UDLD の概要
UniDirectional Link Detection（UDLD）は、光ファイバまたはツイストペア イーサネット ケーブル
を通して接続されたデバイスからケーブルの物理設定をモニタリングしたり、単一方向リンクの
存在を検出できるようにするためのレイヤ 2 プロトコルです。このプロトコルが単一方向リンク
を正常に識別してディセーブルにするには、接続されたすべてのデバイスで UDLD プロトコルが
サポートされている必要があります。UDLD は、単一方向リンクを検出するとそのリンクを単方
向としてマークします。単一方向リンクは、スパニングツリートポロジループをはじめ、さまざ
まな問題を引き起こす可能性があります。
UDLD は、レイヤ 1 メカニズムと連動してリンクの物理ステータスを判断します。レイヤ 1 では、
物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエーションによって処理されます。UDLD は、
ネイバーの ID の検知、誤って接続されたインターフェイスのシャットダウンなど、自動ネゴシ
エーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエーションと UDLD の両方をイネー
ブルにすると、レイヤ 1 と 2 の検出機能が連動し、物理的および論理的な単一方向接続、および
他のプロトコルの誤動作を防止します。
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ローカル デバイスが送信したトラフィックをネイバーが受信するにもかかわらず、ネイバーから
送信されたトラフィックをローカル デバイスが受信しない場合に、単一方向リンクが発生しま
す。
動作モード
UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。通常（デフォルト）とアグレッシブです。
通常モードの UDLD は、光ファイバ接続におけるインターフェイスの誤接続に起因する単一方向
リンクを検出します。アグレッシブ モードの UDLD は、光ファイバ リンクやツイストペア リン
ク上の片方向トラフィックに起因する単一方向リンク、および光ファイバ リンク上のインター
フェイスの誤接続に起因する単一方向リンクも検出できます。
通常モードの UDLD は、光ファイバ インターフェイスの光ファイバが誤接続されている場合に単
一方向リンクを検出しますが、レイヤ 1 メカニズムは、この誤接続を検出しません。インターフェ
イスが正しく接続されていてもトラフィックが片方向である場合は、単一方向リンクを検出する
はずのレイヤ 1 メカニズムがこの状況を検出できないため、UDLD は単一方向リンクを検出でき
ません。その場合、論理リンクは不明となり、UDLD はインターフェイスをディセーブルにしま
せん。UDLD が通常モードのときに、ペアの一方の光ファイバが切断されており、自動ネゴシエー
ションがアクティブであると、レイヤ 1 メカニズムはリンクの物理的な問題を検出しないため、
リンクは稼働状態でなくなります。この場合は、UDLD は何のアクションも行わず、論理リンク
は不確定と見なされます。
デフォルトでは、UDLD アグレッシブ モードはディセーブルになっています。UDLD アグレッシ
ブモードは、そのモードをサポートするネットワークデバイス間のポイントツーポイントのリン
ク上に限って設定してください。UDLD アグレッシブ モードが有効になっている場合、UDLD ネ
イバー関係が確立されている双方向リンク上のポートが UDLD パケットを受信しなくなると、
UDLD はネイバーとの接続の再確立を試み、影響を受けたポートを管理シャットダウンします。
アグレッシブ モードの UDLD は、2 つのデバイス間の障害発生が許されないポイントツーポイン
ト リンクの単一方向リンクも検出できます。また、次のいずれかの問題が発生している場合に、
単一方向リンクも検出できます。
• 光ファイバまたはツイストペア リンクのインターフェイスの片方で、トラフィックの送受信
ができない場合。
• 光ファイバまたはツイストペア リンクのインターフェイスの片方がダウン状態で、もう片方
がアップ状態の場合。
• ケーブルのうち 1 本の光ファイバが切断されている。
単一方向の検出方法
UDLD は 2 つのメカニズムを使用して動作します。
• ネイバー データベース メンテナンス
UDLD は、すべてのアクティブ インターフェイスで Hello パケット（別名アドバタイズメン
トまたはプローブ）を定期的に送信して、他の UDLD 対応ネイバーについて学習し、各デバ
イスがネイバーに関しての最新情報を維持できるようにします。スイッチが hello メッセー
ジを受信すると、エージング タイム（ホールド タイムまたは存続可能時間）が経過するま
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で、情報をキャッシュします。古いキャッシュ エントリの期限が切れる前に、スイッチが新
しい hello メッセージを受信すると、古いエントリが新しいエントリで置き換えられます。
インターフェイスがディセーブルになり UDLD が実行中の場合、インターフェイスで UDLD
がディセーブルになった場合、またはスイッチがリセットされた場合、UDLD は、設定変更
によって影響を受けるインターフェイスの既存のキャッシュ エントリをすべてクリアしま
す。UDLD は、ステータス変更の影響を受けるキャッシュの一部をフラッシュするようにネ
イバーに通知するメッセージを 1 つまたは複数送信します。このメッセージは、キャッシュ
を継続的に同期するためのものです。
• イベントドリブン検出およびエコー
UDLD は検出メカニズムとしてエコーを利用します。UDLD デバイスが新しいネイバーを学
習するか、または同期していないネイバーから再同期要求を受信すると、接続の UDLD デバ
イス側の検出ウィンドウを再起動して、エコー メッセージを返送します。この動作はすべて
の UDLD ネイバーに対して同様に行われるため、エコー送信側では返信エコーを受信するよ
うに待機します。
検出ウィンドウが終了し、有効な応答メッセージが受信されなかった場合、リンクは、UDLD
モードに応じてシャットダウンされることがあります。UDLD が通常モードにある場合、リ
ンクは不確定と見なされ、シャットダウンされない場合があります。UDLD がアグレッシブ
モードのときは、リンクは単一方向であると見なされ、インターフェイスはシャットダウン
されます。
通常モードにある UDLD が、アドバタイズまたは検出段階にあり、すべてのネイバーのキャッ
シュ エントリが期限切れになると、UDLD はリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性
のあるネイバーとの再同期を行います。
アグレッシブ モードをイネーブルにしていて、ポートのすべてのネイバーがアドバタイズまたは
検出段階で期限切れになると、UDLD はリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性のあ
るネイバーとの再同期を行います。高速な一連のメッセージの送受信後に、リンク ステートが不
確定のままの場合、UDLD はポートをシャットダウンします。

UDLD 設定時の注意事項
次のガイドラインと推奨事項は、UDLD を設定する場合に該当します。
• UDLD 対応インターフェイスを別のスイッチの UDLD 非対応ポートに接続すると、その UDLD
対応インターフェイスも単方向リンクを検出できなくなります。
• モード（通常またはアグレッシブ）を設定する場合、リンクの両側に同じモードを設定しま
す。
• UDLD は、UDLD 対応デバイスに接続されているインターフェイスでのみ有効にする必要が
あります。次のインターフェイス タイプがサポートされます。
◦ イーサネット アップリンク
◦ FCoE アップリンク
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◦ イーサネット アップリンク ポート チャネル メンバ
◦ FCoE アップリンク ポート チャネル メンバ

UDLD リンク ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
udld-link-policylink-policy-name

UDLD リンク ポリシーを指定された名前
で作成し、UDLD リンク ポリシー モード
を開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/udld-link-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 4

UCS-A /org/udld-link-policy # exit

前のモードに戻ります。

ステップ 5

UCS-A /org # scope udld-link-policy 指定した UDLD リンク ポリシーの UDLD
link-policy-name
リンク ポリシー モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A /org/udld-link-policy # set
mode {aggressive | normal}

UDLD リンク ポリシーのモードを指定し
ます。

ステップ 7

UCS-A /org/udld-link-policy # set
admin-state {disabled | enabled}

インターフェイスの UDLD をディセーブ
ルまたはイネーブルにします。

ステップ 8

UCS-A /org/udld-link-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、UDLDPol1 と呼ばれるリンク プロファイルを作成し、モードをアグレッシブに設定
し、インターフェイスの UDLD をイネーブルにする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # create udld-link-policy UDLDPol1
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy # exit
UCS-A /chassis/org # scope udld-link-policy UDLDPol1
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy # set mode aggressive
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # set admin-state enabled
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/udld-link-policy #
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UDLD システム設定の変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # show udld-policy 現在の UDLD のシステム設定を表示します。

ステップ 3

UCS-A /org # scope udld-policy グローバル UDLD ポリシーの UDLD ポリシー
default
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/udld-policy # set
message-interval seconds

アドバタイズメント モードになっているポート
で UDLD プローブ メッセージの時間間隔を秒
単位で指定します。7 ～ 60 の整数を入力しま
す。デフォルトは 15 秒です。

ステップ 5

UCS-A /org/udld-policy # set
recovery-action [reset | none]

UDLD アグレッシブ モードがイネーブルのとき
にディセーブルになっているポート上で実行す
るアクションを指定します。デフォルトは none
です。

ステップ 6

UCS-A /org/udld-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、デフォルトの UDLD システム設定を 30 秒間隔で更新する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # show udld-policy
UDLD system settings:
Name
Message interval (sec) Recovery action
---------- ---------------------- --------------default
15
None
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/chassis/org # scope udld-policy default
/chassis/org/udld-policy # set message-interval 30
/chassis/org/udld-policy* # commit-buffer
/chassis/org/udld-policy #
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リンク プロファイルの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
eth-link-profilelink-profile-name

指定された名前でリンク プロファイルを
作成し、リンク プロファイル モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /org/eth-link-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 4

UCS-A /org/eth-link-profile # exit

前のモードに戻ります。

ステップ 5

UCS-A /org # scope eth-link-profile 指定したリンク プロファイルのリンク プ
link-profile-name
ロファイル モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A /org/eth-link-profile # set
udld-link-policylink-policy-name

リンク プロファイルに指定した UDLD の
リンク ポリシーを割り当てます。

ステップ 7

UCS-A /org/eth-link-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、LinkProfile1 と呼ばれるリンク プロファイルを作成し、デフォルトの UDLD リンク
ポリシーを割り当てる方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # create eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile # exit
UCS-A /chassis/org # scope eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile # set udld-link-policy default
UCS-A /chassis/org/eth-link-profile* # commit-buffer

リンク プロファイルのポート チャネル イーサネット インターフェイスへの割り当
て
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開
始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

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

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。

ステップ 5

UCS-A
指定したリンクのプロファイルを割り当
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port てます。
# set eth-link-profile link-profile-name

ステップ 6

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

次の例では、リンク プロファイル LinkProfile1 をポート チャネル イーサネット インターフェイス
に割り当てる方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 88
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel # scope member-port 1 31
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port #

リンク プロファイルのポート チャネル FCoE インターフェイスへの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク
モードを開始します。

ステップ 2

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

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。

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 指定されたポート チャネルのファ
port-chan-id
イバ チャネル アップリンク ファブ
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コマンドまたはアクション

目的
リック ポート チャネル モードを開
始します。

ステップ 4

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel # scope
fcoe-member-port slot-id port-id

ステップ 5

UCS-A
指定したリンクのプロファイルを
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port 割り当てます。
# set eth-link-profile link-profile-name

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステムの設
/fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port 定にコミットします。
# commit-buffer

指定したメンバ ポートのファイバ
チャネル 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。

次の例では、リンク プロファイル LinkProfile1 をポート チャネル FCoE インターフェイスに割り
当てる方法を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 192
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel # scope fcoe-member-port 1 20
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel/fcoe-member-port #

リンク プロファイルのアップリンク イーサネット インターフェイスへの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope fabric {a | 指定されたファブリックのイーサネット
b}
アップリンク ファブリック モードを開始
します。

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/fabric/interface # 指定したリンクのプロファイルを割り当て
set eth-link-profile link-profile-name ます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

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

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例では、リンク プロファイル LinkProfile1 をアップリンク イーサネット インターフェイスに
割り当てる方法を示します。
UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric a
UCS-A /eth-uplink/fabric # scope interface 2 2
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric/interface #

リンク プロファイルのアップリンク FCoE インターフェイスへの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | 指定したファブリックのファイバ チャネル
b}
アップリンク ファブリック モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
fcoeinterface slot-num port num

ステップ 4

UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface 指定したリンクのプロファイルを割り当て
# set eth-link-profile link-profile-name ます。

ステップ 5

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

指定されたアップリンク ポートのファイバ
チャネル インターフェイス コマンド モー
ドを開始します。

次の例では、リンク プロファイル LinkProfile1 をアップリンク FCoE インターフェイスに割り当て
る方法を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoeinterface 2 2
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface # set eth-link-profile LinkProfile1
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #
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VMQ 接続ポリシー
Cisco UCS Manager では、vNIC に対し VMQ 接続ポリシーを設定することができます。VMQ によ
り、管理オペレーティング システム全体のネットワーク パフォーマンスが向上します。VMQ vNIC
接続ポリシーを設定するには、次の作業を実行します。
• VMQ 接続ポリシーの作成
• サービス プロファイルでのスタティック vNIC の作成
• vNIC への VMQ 接続ポリシーの適用
サーバのサービス プロファイルで VMQ vNIC を設定する場合は、サーバ内の少なくとも 1 つのア
ダプタが VMQ をサポートしている必要があります。以下のアダプタのうち少なくとも 1 つがサー
バにインストールされていることを確認してください。
• UCS-VIC-M82-8P
• UCSB-MLOM-40G-01
• UCSC-PCIE-CSC-02
以下は VMQ でサポートされるオペレーティング システムです。
• Windows 2012
• Windows 2012 R2
サービス プロファイルで 1 度に適用できる vNIC 接続ポリシーは 1 つだけです。vNIC に対して 3
つのオプション（ダイナミック、usNIC、VMQ 接続ポリシー）のいずれか 1 つを選択してくださ
い。サービス プロファイルで VMQ vNIC が設定されている場合は、次のように設定されているこ
とを確認してください。
• BIOS ポリシーで [SRIOV] を選択する。
• アダプタ ポリシーで [Windows] を選択する。

VMQ 接続ポリシーの作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope orgorg-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name として / を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # create
vmq-conn-policypolicy-name

この VMQ 接続ポリシーの名前を指定しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set
queue-countqueue count

VMQ 接続ポリシーのキュー カウントを指
定します。

ステップ 4

UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set
interrupt-countinterrupt count

VMQ 接続ポリシーの割り込み回数を指定
します。

ステップ 5

UCS-A /org/vmq-conn-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミット
します。

次の例では、VMQ 接続ポリシーを作成します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create vmq-conn-policy policy name
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set queue-count queue count (number)
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # set interrupt-count queue count (number)
UCS-A /org/vmq-conn-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/vmq-conn-policy #
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