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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。

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。

（注）

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

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

（注）

ファイバチャネルポートモード

ファイバチャネルにポートモードを設定するときは、次のポートタイプを設定できます。

•ファイバチャネルアップリンクポート

•ファイバチャネルポートチャネルメンバ

•ファイバチャネルストレージポート

• FCoEアップリンクポート

• SPAN送信元ポート

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

（注）

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、CiscoUCS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。

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。

ヒント

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

CiscoUCSManager 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。

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。

（注）

• FCoEおよびユニファイドアップリンクポートでデフォルトでないネイティブVLANを設定
する必要があります。この VLANはトラフィックには使用されません。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 UCSManagerをリリース 2.1から以前のリリースにダウングレードする場合は、ダウン
グレードが完了すると、すべてのユニファイドアップリンクポート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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• CiscoUCS6100シリーズファブリックインターコネクトスイッチは、同一のダウンストリー
ム NPVスイッチ側の 1VFまたは 1VF-POのみをサポートできます。

ポートモードの設定

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

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

トが必要となり、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。

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

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

ルオーバーし、データトラフィックは中断されません。

注意

CiscoUCSManager 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

目的コマンドまたはアクション

次のいずれかのポートタイプの指定されたポートタイ

プモードを開始します。

UCS-A# scope port-type-modeステップ 1   

eth-server

サーバポート設定用。

eth-storage

イーサネットストレージポートおよびイーサネッ

トストレージポートチャネルの設定用。

eth-traffic-mon

イーサネット SPANポート設定用。
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目的コマンドまたはアクション

eth-uplink

イーサネットアップリンクポート設定用。

fc-storage

ファイバチャネルストレージポート設定用。

fc-traffic-mon

ファイバチャネル SPANポート設定用。

fc-uplink

ファイバチャネルアップリンクポートおよびファ

イバチャネルアップリンクポートチャネルの設

定用。

指定したファブリックの指定されたポートタイプモー

ドを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートタイプのインターフェイスを作成し

ます。

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

ステップ 3   

ポートタイプをイーサネットポートモードからファイ

バチャネルポートモードに、またはその逆に変更する

と、次の警告が表示されます。

Warning: This operation will change the port mode

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

this change will require the module to restart.

イーサネットおよびファイバチャネルポートを固定ま

たは拡張モジュールに配置する方法を規定する、いくつ

イーサネットまたはファイ

バチャネルポートブロック

ステップ 4   

かの制約事項があります。他の制約事項の範囲内で、2に属する他のポートの新し

つのグループのポートを変更する必要があります。「ユいインターフェイスを作成

します。 ニファイドポートの設定に関するガイドラインおよび

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。

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

ステップ 5   

ポートモードを設定したモジュールに応じて、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。
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•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。

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。

注意

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。
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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。

ブレイクアウトをサポートしな

い標準ポート

ブレイクアウト設定可能なポー

ト

ファブリックインターコネク

ト

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。

1～ 12、15～ 26UCS-FI-6332

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。

17～ 34UCS-FI-6332-16UP

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。

注意
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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。

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。

（注）

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。

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。

注意

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

目的コマンドまたはアクション

ケーブル接続モードを開始します。UCS-A # scope cablingステップ 1   

指定したファブリックのケーブル接続ファブ

リックモードを開始します。

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

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

ファブリックモードに戻ります。UCS-A /cabling/fabric/breakout #
up

ステップ 4   

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。

トランザクションをサーバにコミットしま

す。

UCS-A /cabling/fabric #
commit-buffer

ステップ 5   

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 configurations on 40G port
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 configurations on 40G port
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 configurations on 40G port
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 configurations on 40G port
will be erased.!
UCSM-shiva-a-A /cabling/fabric/breakout* # commit-buffer

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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモー

ドを開始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイー

サネットアップリンクファブ

リックモードを開始します。

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

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。

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

ステップ 3   

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。

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

ステップ 4   

トランザクションをサーバにコ

ミットします。

UCS-A# /eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface #
commit-buffer

例：

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアッ

プリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステッ

プ 1   

指定したファブ

リックのイーサ

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

プ 2   
ネットアップリン

クモードを開始し

ます。

指定した FCoE
アップリンクポー

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

プ 3   
トのポートチャネ

ルに移動します。

指定した集約（メ

イン）FCoEアップ
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channe/fcoe-port-channel # enter
aggr-interfaceslot-id port-id

ステッ

プ 4   
リンクポートのイ

ンターフェイスに

移動します。

FCoEアップリンク
ポートチャネルメ

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

ステッ

プ 5   
ンバーを作成しま

す。

トランザクション

をサーバにコミッ

トします。

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

例：

ステッ

プ 6   

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
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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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンク

モードを開始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定した名前を持つピング

ループに移動します。

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

ステップ 2   

指定したターゲットをブレ

イクアウトポートとして設

定します。

UCS-A# /et h-uplink/pin-group #set target{a|b}
breakout-portslot-numaggregate-port-numbreakout-port-num

ステップ 3   

トランザクションをサーバ

にコミットします。

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

例：

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージ

モードを開始します。

UCS-A# scope eth-storageステッ

プ 1   

指定したファブリックの

イーサネットストレージ

モードを開始します。

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

プ 2   

指定した集約（メイン）

アプライアンスポートの

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

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに移動

します。

指定したブレイクアウト

アプライアンスポートの

UCS-A# /eth-storage/fabric/port-channel/member-aggr-port # create
br -interfacebreakout-port-num

ステッ

プ 4   
インターフェイスを作成

します。

トランザクションをサー

バにコミットします。

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

ステッ

プ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットスト

レージモードを開

始します。

UCS-A# scope eth-storageステッ

プ 1   

指定したファブ

リックのイーサ

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

プ 2   
ネットストレージ

モードを開始しま

す。

指定したポート

チャネルのイーサ

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

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ネットストレージ

モードを開始しま

す。

指定した集約（メ

イン）アプライア

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

プ 4   
ンスポートのイン

ターフェイスに移

動します。

アプライアンス

ポートチャネルの

UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # enter member-aggr-portslot-id
port-id

ステッ

プ 5   
メンバーポートに

移動します。

アプライアンス

ポートチャネル

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

ステッ

プ 6   
メンバーを作成し

ます。

トランザクション

をサーバにコミッ

トします。

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

例：

ステッ

プ 7   

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
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ブレイクアウト FCoE ストレージポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレー

ジモードを開始します。

UCS-A# scope fc-storageステッ

プ 1   

指定したファブリックの

ファイバチャネルストレー

ジモードを開始します。

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

プ 2   

指定した集約（メイン）

ファイバチャネルストレー

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

ステッ

プ 3   
ジポートのインターフェイ

スに移動します。

指定したブレイクアウト

ファイバチャネルストレー

UCS-A# /fc-storage/fabric/aggr-interface # create br-interface
br-fcoebreakout-port-num

ステッ

プ 4   
ジポートのインターフェイ

スを作成します。

トランザクションをサーバ

にコミットします。

UCS-A# /fc-storage/fabric/aggr-interface/br-interface/br-fcoe #
commit-buffer

例：

ステッ

プ 5   

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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ブレイクアウト FCoE アップリンクポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

FCアップリンクモードを開始
します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

特定のファブリックに対して

FC -アップリンクモードを開
始します。

UCS-A# /fc-uplinkscope fabric{a | bステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

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。

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

ステップ 4   

トランザクションをサーバに

コミットします。

UCS-A# /fc-uplink/fabric/aggr-interface/ br-fcoeinterface
# commit-buffer

例：

ステップ 5   

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
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FCoE ポートチャネルメンバーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットスト

レージモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステッ

プ 1   

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

プ 2   

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

プ 3   

FCoEポートチャ
ネルメンバー

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

ステッ

プ 4   
ポートに移動しま

す。

指定したブレイク

アウトポートの

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

ステッ

プ 5   
FCoEポートチャ
ネルメンバーを作

成します。

トランザクション

をサーバにコミッ

トします。

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

例：

ステッ

プ 6   

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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ブレイクアウト VLAN メンバーポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのイーサ

ネットアップリンクモードを

開始します。

USA-A# scope eth-uplinkステップ 1   

VLANモードを開始します。USA-A /eth-uplink # scope vlanidステップ 2   

指定したファブリックのイン

ターフェイス、メイン集約ポー

USA-A /eth-uplink/vlan # enter member-aggr-port {a|b}
slot-idport id

ステップ 3   

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。

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。

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

ステップ 4   

トランザクションをサーバにコ

ミットします。

USA-A /eth-uplink/vlan/member-aggr-port/br-member-port
# commit-buffer

例：

ステップ 5   

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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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。

変更オプション変更を行う CLI 位置スコープブレイクアウトポー

トのタイプ

mon-src：モニタソース
セッションを作成しま

す。

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

eth-uplinkイーサネットアップ

リンク

eth-link-profile：イーサ
ネットリンクプロファ

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
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface
# set

disable：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。

UCS-A
/eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface
#
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変更オプション変更を行う CLI 位置スコープブレイクアウトポー

トのタイプ

eth-link-profile：イーサ
ネットリンクプロファ

イル名を設定します。

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

fc-storageイーサネットアップ

リンクポートチャネ

ルメンバー

disable：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。

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

mon-src：モニタソース
セッションを作成しま

す。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/aggr-interface/br-fcoeinterface
# create

fc-uplinkFCoEアップリンク

eth-link-profile：イーサ
ネットリンクプロファ

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
/fc-uplink/fabric/aggr-interface/br-fcoeinterface
# set

disable：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。

UCS-A
/fc-uplink/fabric/aggr-interface/br-fcoeinterface
#
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変更オプション変更を行う CLI 位置スコープブレイクアウトポー

トのタイプ

eth-link-profile：イーサ
ネットリンクプロファ

イル名を設定します。

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

eth-uplinkFCoEアップリンク
ポートチャネルメン

バー

disable：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

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。

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

mon-src：モニタソース
セッションを作成しま

す。

UCS-A
fc-storage/fabric/aggr-interface/br-fcoe
# create

fc-storageFCoEストレージ
ポート

user-label：サーバに識
別ラベルを割り当てま

す。

UCS-A
/fc-storage/fabric/aggr-interface/br-fcoe
# set

disable：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。

UCS-A
/fc-storage/fabric/aggr-interface/br-fcoe
#
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変更オプション変更を行う CLI 位置スコープブレイクアウトポー

トのタイプ

adminspeed：ファブ
リックインターフェイ

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-storage/fabric/aggr-interface/br-interface
# set

eth-storageアプライアンスポー

ト

eth-target：イーサネッ
トターゲットエンドポ

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
# create

UCS-A
/eth-storage/fabric/aggr-interface/br-interface
#
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変更オプション変更を行う CLI 位置スコープブレイクアウトポー

トのタイプ

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。

disable：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

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。

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

eth-storageアプライアンスポー

トチャネルメンバー

isnative：メンバーポー
トをネイティブ VLAN
としてマークします。

A
/eth-uplink/vlan/member-aggr-port/br-member-port
# set

eth-uplinkVLANメンバー

該当なし該当なしeth-uplinkピングループ -ピン
ターゲット

speed：SPAN（トラ
フィックモニタリン

グ）宛先ポートの速度を

設定します。

A
/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-aggr-interface/br-dest-interface
# set

eth-traffic-monSPAN（トラフィック
モニタリング）宛先

ポート

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモー

ドを開始します。

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

指定されたファブリックのイーサ

ネットアップリンクファブリッ

クモードを開始します。

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

指定した集約（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。

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

ステップ 3   

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。

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

ステップ 4   

インターフェイスをモニタリング

ソースとして変更します。

UCS-A /eth-uplink/fabric/aggr-interface/br-interface #
create mon-src

例：

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトの

ポートを表示します。

UCS-A# / fabric-interconnect # show port

例：

ステップ 1   

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

ケーブル接続モードを開始します。UCS-A# scope cablingステップ 2   

ファブリック aまたは bを指定しま
す。

UCS-A# /cabling # scope fabric {a | b}ステップ 3   

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。

警告UCS-A #/ cabling # delete breakout {1 | 2ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定

にコミットします。

UCS-A /cabling/fabric/breakout* # commitステップ 5   

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。

削除を行う CLI 位置スコープブレイクアウト

ポートのタイプ

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

eth-uplinkイーサネットアッ

プリンク

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

eth-uplinkイーサネットアッ

プリンクポート

チャネルメンバー

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

fc-uplinkFCoEアップリンク

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

eth-uplinkFCoEアップリンク
ポートチャネルメ

ンバー

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

fc-storageFCoEストレージ
ポート

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

eth-storageアプライアンス

ポート

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

eth-storageアプライアンス

ポートチャネルメ

ンバー

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

eth-uplinkVLANメンバー

UCS-A /eth-uplink/pin-group # delete targetnumbereth-uplinkピングループ -ピ
ンターゲット
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削除を行う CLI 位置スコープブレイクアウト

ポートのタイプ

UCS-A
/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session/dest-aggr-interface #
delete br-dest-interface

eth-traffic-monSPAN（トラフィッ
クモニタリング）

宛先ポート

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモー

ドを開始します。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのイーサ

ネットストレージモードを開始

します。

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

指定されたポートチャネルの

イーサネットアップリンクファ

UCS-A /eth-uplink/fabric # scope port-channelnumberステップ 3   

ブリックポートチャネルモー

ドを開始します。

指定したブレイクアウトポート

を削除します。

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

ステップ 4   

トランザクションをサーバにコ

ミットします。

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

例：

ステップ 5   

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CiscoUCS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。

CiscoUCSManagerGUI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。

CiscoUCSManager 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

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

スケーラビリティポートのインターフェイ

スを表示します。

UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface
# show interface

ステップ 4   

指定されたイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを作成します。

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

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 6   
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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 Admin State Oper State State Reason
------- ------------ -------- ----------- ------------- ------------

1 5 1 Enabled Up
1 5 2 Enabled Up
1 5 3 Enabled Admin Down Administratively Down
1 5 4 Enabled Admin 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。

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

（注）

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

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

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

ステップ 1   

指定された固定または拡張モジュールのカード

モードを開始します。

UCS-A /fabric # scope card
slot-id

ステップ 2   

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

点灯ビーコン LEDライトが表すポートモードを
指定します。

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

ステップ 4   

eth

イーサネットモードで設定されたユニファ

イドポートすべてが点滅します。

fc

ファイバチャネルモードで設定されたユニ

ファイドポートすべてが点滅します。

off

モジュール上のすべてのポートのビーコン

LEDライトが消えます。

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

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

ステップ 5   

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

させ、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric # scope card 1
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

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトのNX-OS
モードを開始します。

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

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

アダプタから取得したVIFポート統計情
報を表示します。

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

ステップ 2   

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

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトの NX-OSモー
ドを開始します。

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

ステップ 1   

ASICから取得した VIFポートの TXおよび RX
フレーム統計情報を表示します。

UCS-A(nxos)# show platform fwm
info lif vethernetveth-id | grep frame

ステップ 2   

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

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトの

NX-OSモードを開始します。
UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos
{a | b}

ステップ 1   

NIVポートに対応する VIFポートを表
示します。

UCS-A(nxos)# show platform fwm info lif
vethernetveth-id | grep niv

ステップ 2   

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

目的コマンドまたはアクション

ファブリックインターコネクトの NX-OS
モードを開始します。

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

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

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 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1287 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1288 1 eth vntag up none a-10G(D) none
Po1289 1 eth vntag up none a-10G(D) none

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

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

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

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

サーバポートの設定

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

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次の例は、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

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定したイーサネットサーバポートのイン

ターフェイスを削除します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

次の例では、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

目的コマンドまたはアクション

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

指定されたファブリックのイーサネットアップリ

ンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポートのイ

ンターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

（任意）

指定されたイーサネットアップリンクポートの速

度を設定します。

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

ステップ 4   

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

初の8ポートだけ、40ポートファブリッ
クインターコネクトのうち最初の 16
ポートだけに設定できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のインターフェイスを削除します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

次の例では、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。

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

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

（注）

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

アプライアンスポートの設定

アプライアンスポートは、固定モジュールと拡張モジュールのどちらにも設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

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

指定したファブリックのイーサネットストレージモードを

開始します。

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

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのインターフェイスを作

成します。

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

ステップ 3   

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるかを指

定します。デフォルトで、モードはトランクに設定されま

す。

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

アプリケーションポートでアップリンクポート

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

のサーバでも使用される場合や、プライマリファ

ブリックインターコネクトのストレージコント

ローラに障害が発生したときにトラフィックがセ

カンダリファブリックインターコネクトに確実

にフェールオーバーされるようにする必要がある

場合は、トラフィックでアップリンクポートをト

ラバースする必要があります。

（注）

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリックと

ポートチャネルへのアプライアンスピンターゲットを指

定します。

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

ステップ 5   

（任意）

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

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

ステップ 6   

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

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

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

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

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

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

• [BestEffort]：このプライオリティを使用しないでくだ
さい。ベーシックイーサネットトラフィックレーン

のために予約されています。この優先順位をQoSポリ
シーに割り当て、別のシステムクラスをCoS0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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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

インターフェイスの管理速度を指定します。デフォルトで

は、管理速度は 10gbpsに設定されます。

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

ステップ 7   

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

ステップ 8   

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

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

次の作業

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

アプライアンスポートまたはアプライアンスポートチャネルへの宛

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

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスのイーサネットイ

ンターフェイスモードを開始します。

アプライアンスポートチャネルに

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

（注）

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

ステップ 3   

指定されたMACアドレスターゲットの名前
を指定します。

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

ステップ 4   

MACアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn形式で指定
します。

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

ステップ 5   

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

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

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

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

アプライアンスポートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

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

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

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

ステップ 2   

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

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

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

ステップ 5   

作成しているセカンダリ VLANにプライマ
リ VLANを関連付けます。

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

ステップ 6   

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

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

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 8   

次の例では、アプライアンスポートを作成します。

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

コミュニティ VLAN へのアプライアンスポートのマッピング

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

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

指定したイーサネットストレージファブリッ

クインターコネクトのファブリックインター

コネクトモードを開始します。

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

指定されたイーサネットサーバポートのイ

ンターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

インターフェイスモードから移動します。UCS-A/eth-storage/fabric/interface#
exit

ステップ 4   

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。

（注）

ファブリックから移動します。UCS-A/eth-storage/fabric# exitステップ 5   

指定した VLANに移動します。UCS-A/eth-storage# scope
vlanvlan-name

ステップ 6   

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。

（注）

指定したファブリックのメンバポートを作

成し、スロット番号、およびポート番号を割

り当て、メンバポートの設定を開始します。

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

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 8   

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

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始し

ます。

UCS-A # scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットス

トレージモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したアプライアンスポートのインター

フェイスを削除します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Bのスロット 2のアプライアンスポート 3を設定解除し、トランザクション
をコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric # delete eth-interface 2 3
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

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

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

チャネルトラフィックの両方を伝送できます。

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

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

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

（注）

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

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

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

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

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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

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

指定した FCoEアップリンクポートのイ
ンターフェイスを作成します。

UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoeinterfaceslot-numberport-number

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 8で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoeinterface 1 8
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoeinterface #
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FCoE アップリンクポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

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

特定のファブリックに対して FC -アッ
プリンクモードを開始します。

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

指定したインターフェイスを削除しま

す。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

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

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

FCoE アップリンクポートの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

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

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

使用可能なインターフェイスを一覧表示

します。

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

ステップ 3   

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

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

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

1 26 Enabled Indeterminate Li
cense Ok 0

Fcoe Member Port:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたアプライアンスポートのイン

ターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

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

ステップ 5   

特定のアプライアンスポートに対してイー

サネットストレージモードを開始します。

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

ステップ 6   

アプライアンスポートモードに 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。

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

ステップ 7   

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

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

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

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

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

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

ユニファイドアップリンクポートの設定

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

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

ユニファイドポートとして FCoEアップリ
ンクポートを変換します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

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

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

ストレージモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルストレージ

ポートのインターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

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

ステップ 4   

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

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

次の作業

VSANを割り当てます。

ファイバチャネルストレージまたは FCoE ポートの設定解除

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルストレージモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-storageステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

ストレージモードを開始します。

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定したファイバチャネルストレージポー

トまたはFCoEストレージポートのインター
フェイスを削除します。

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

ステップ 3   

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

ステップ 4   

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

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

アップリンクファイバチャネルポートへのファイバチャネルスト

レージポートの復元

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを

開始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したファイバチャネルアップリンク

ポートのインターフェイスを作成します。

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

ステップ 3   

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

ステップ 4   

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

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

トポートをグループ化して（リンク集約）、1つの論理イーサネットリンクを作成し、耐障害性
と高速接続を実現できます。Cisco UCS Managerで、先にポートチャネルを作成してから、その
ポートチャネルにアップリンクイーサネットポートを追加します。1つのポートチャネルには、
最大 16のアップリンクイーサネットポートを追加できます。

設定されたポートの状態は、次のシナリオで未設定に変更されます。重要

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

•ポートチャネルが削除されます。

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

として扱い、パケットを転送します。

（注）

アップリンクイーサネットポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成し、イーサネット

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

ステップ 3   

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

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

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

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

ステップ 5   

（任意）

指定されたフロー制御ポリシーをポートチャ

ネルに割り当てます。

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

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 7   

次の例では、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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを削除します。

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

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

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

アップリンクイーサネットポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

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

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットアップリンクファブ

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

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   

次の例では、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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

アップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

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

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

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

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   

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

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

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

プ化して 1つの論理的なイーサネットストレージリンクを作成し、耐障害性と高速接続を実現で
きます。Cisco UCS Managerにおいて、先にポートチャネルを作成してから、そのポートチャネ
ルにアプライアンスポートを追加します。1つのポートチャネルには、最大で 8個のアプライア
ンスポートを追加できます。
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アプライアンスポートチャネルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットストレージファ

ブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたイーサネットストレージポートのポート

チャネルを作成し、イーサネットストレージファブ

リックポートチャネルモードを開始します。

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

ステップ 3   

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまたはディ

セーブルにします。ポートチャネルは、デフォルトで

はディセーブルです。

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

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

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

ステップ 5   

（任意）

指定されたファブリックとポート、またはファブリッ

クとポートチャネルへのアプライアンスピンターゲッ

トを指定します。

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

ステップ 6   

（任意）

ポートモードがアクセスとトランクのどちらであるか

を指定します。デフォルトで、モードはトランクに設

定されます。

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

ステップ 7   

（任意）

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

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

ステップ 8   

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

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

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

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

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

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

• [BestEffort]：このプライオリティを使用しないで
ください。ベーシックイーサネットトラフィッ

クレーンのために予約されています。この優先

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CoS0でプライ
オリティがデフォルトに戻ります。

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

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

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

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

ステップ 10   

次の例では、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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットストレージポートか

らポートチャネルを削除します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

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

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

アプライアンスポートチャネルのイネーブル化またはディセーブル

化

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージモードを開始します。

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

ステップ 2   

イーサネットストレージポートチャネル

モードを開始します。

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルの管理状態をイネーブルま

たはディセーブルにします。ポートチャネ

ルは、デフォルトではディセーブルです。

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

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   

次の例では、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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットストレー

ジファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネットス

トレージファブリックポートチャネルモー

ドを開始します。

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

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、イーサネットストレージファブ

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

ステップ 4   

リックポートチャネルのメンバポートモー

ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   
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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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモードを開始しま

す。

UCS-A# scope eth-storageステップ 1   

指定したファブリックのイーサネットスト

レージファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのイーサネット

ストレージファブリックポートチャネル

モードを開始します。

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

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

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

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   

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

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

ファイバチャネルポートチャネル
ファイバチャネルポートチャネルを使用すると、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。CiscoUCSManager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

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

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

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを作成し、ファイバ

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

チャネルアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

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

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

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

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの速度を指定します。

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

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 7   

次の例では、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

目的コマンドまたはアクション

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

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したFCoEアップリンクポートのポー
トチャネルを作成します。

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 4で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoe-port-channel 4
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

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

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定されたファイバチャネルアップリンク

ポートのポートチャネルを作成し、ファイバ

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

ステップ 3   

チャネルアップリンクファブリックポート

チャネルモードを開始します。

（任意）

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

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

ステップ 4   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

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

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの名前を指定します。

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

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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。

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

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 8   

次の例では、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

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックでファイバチャネル

アップリンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

ファイバチャネルアップリンクポートチャ

ネルモードを開始します。

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

ステップ 3   

ポートチャネルの管理状態をイネーブルまた

はディセーブルにします。ポートチャネル

は、デフォルトではディセーブルです。

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

ステップ 4   
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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

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始

します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネルアッ

プリンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャネ

ルアップリンクファブリックポートチャネル

モードを開始します。

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

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポート

を作成し、ファイバチャネルアップリンク

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

ステップ 4   

ファブリックポートチャネルメンバポート

モードを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

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

ステップ 5   

次の例では、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

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開

始します。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネル

アップリンクファブリックモードを開始し

ます。

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

ステップ 2   

指定されたポートチャネルのファイバチャ

ネルアップリンクファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

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

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポー

トを削除します。

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

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 5   

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

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

FCoE ポートチャネル
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

手順

目的コマンドまたはアクション

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

特定のファブリックに対して FC -アップ
リンクモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したFCoEアップリンクポートのポー
トチャネルを作成します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4   

次に、ファブリック Aのスロット 4で FCoEアップリンクポート 1のインターフェイスを作成
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoe-port-channel 4
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

FCoE アップリンクポートチャネルへのメンバポートの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

ファイバチャネルアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope fc-uplinkステップ 1   

指定したファブリックのファイバチャネルアップ

リンクファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

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

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

ステップ 3   

ポートチャネルから指定されたメンバポートを作

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

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

FCoEアップリンクポートチャネルが、
ユニファイドアップリンクポートチャ

ネルである場合、次のメッセージが表示

されます。

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

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

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

ステップ 5   

次の例では、スロット 1、ポート 7のメンバ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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イーサネットアップリンクポートチャネルをディセーブルにすると、ユニファイドアップリン

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

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

作することができます。

ユニファイドアップリンクポートチャネルの設定

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

て既存の FCoEアップリンクポートチャネルを変換します。

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットアップリンクモードを開始し

ます。

UCS-A# scope eth-uplinkステップ 1   

指定されたファブリックのイーサネットアッ

プリンクファブリックモードを開始しま

す。

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

ステップ 2   

指定したイーサネットアップリンクポート

のポートチャネルを作成します。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   

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

UCS-A# scope eth-uplink
UCS-A /eth-uplink # scope fabric b
UCS-A /eth-uplink/fabric # create port-channel 2
UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-uplink/fabric #

イベント検出とアクション
CiscoUCSManager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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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。

説明NiErrStats

TX_FRM_ERRORのカウンタ値を収集します。frameTx

RX_TOOLONGのカウンタ値を収集します。tooLong

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

tooShort

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

Crc

RX_INRANGEERRのカウンタ値を収集します。InRange

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。

（注）

ポリシーベースのポートエラー処理

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

エラーディセーブル機能は、次の 2つの目的で使用されます。

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

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

この状況を回避するのに役立ちます。
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しきい値定義の作成

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージ

モードを開始します。

UCS-A # scope eth-serverステッ

プ 1   

統計情報しきい値ポリ

シーモードを開始しま

す。

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

プ 2   

指定した統計情報しきい

値ポリシークラスを作成

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

プ 3   
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。

指定した統計情報しきい

値ポリシークラスプロパ

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

ステッ

プ 4   
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。

クラスプロパティに通常

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

ステッ

プ 5   
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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目的コマンドまたはアクション

ドを組織統計情報しきい

値ポリシークラスプロパ

ティモードで入力しま

す。

クラスプロパティのしき

い値を指定して作成し、

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

ステッ

プ 6   
組織統計情報しきい値ポ

リシークラスプロパティ

しきい値モードを開始し

ます。

降格または昇格のクラス

プロパティしきい値を指

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

ステッ

プ 7   
定します。valueの形式
は、設定するクラスプロ

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。

トランザクションをシス

テムの設定にコミットし

ます。

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

ステッ

プ 8   

次の例は、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

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモード

を開始します。

UCS-A # scope eth-serverステップ 1   

統計情報しきい値ポリシーモー

ドを開始します。

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

ステップ 2   

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスの組織統計情報しき

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

ステップ 3   

い値ポリシークラスモードを開

始します。

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスプロパティの組織統

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

ステップ 4   

計情報しきい値ポリシークラス

プロパティモードを開始します。

クラスプロパティにエラーディ

セーブル化ステータスを指定しま

す。

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

ステップ 5   

クラスプロパティのエラーディ

セーブル化を無効にするには、no
オプションを使用します。

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

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

ステップ 6   

次の例は、FIポートでエラーディセーブル化を有効にする方法を示しています。

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

手順

目的コマンドまたはアクション

イーサネットストレージモード

を開始します。

UCS-A # scope eth-serverステップ 1   

統計情報しきい値ポリシーモード

を開始します。

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

ステップ 2   

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスの組織統計情報しきい

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

ステップ 3   

値ポリシークラスモードを開始

します。

指定した統計情報しきい値ポリ

シークラスプロパティの組織統

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

ステップ 4   

計情報しきい値ポリシークラス

プロパティモードを開始します。

クラスプロパティに自動リカバリ

ステータスを指定します。

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

ステップ 5   

クラスプロパティの自動リカバリ

をディセーブルにするには、

disabledオプションを使用しま
す。

ポートが自動的に再びイネーブル

になるまでの時間（分単位）を指

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

ステップ 6   

定します。自動リカバリの時間

は、0～ 4294967295分の間で変更
できます。

トランザクションをシステムの設

定にコミットします。

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

ステップ 7   

次の例は、FIポートに自動リカバリを設定する方法を示しています。

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

ネットワークインターフェイスポートエラーカウンタの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

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

指定した IOMでシャーシ IOMモードを開
始します。

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

ネットワークインターフェイスポートに

移動します。

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

ステップ 3   

指定したネットワークインターフェイス

ポート番号に移動します。

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

ステップ 4   

ネットワークインターフェイスポートの

エラーカウンタを表示します。

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

ステップ 5   

次の例は、ネットワークインターフェイスポートの統計情報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

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

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

指定した IOMでシャーシ IOMモードを
開始します。

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

指定したポートグループのポートグルー

プモードを開始します。

UCS-A /chassis/iom # scope port groupステップ 3   

指定したシャーシのアダプタポートチャ

ネルを表示します。

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

ステップ 4   

次の例は、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 # scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom a
UCS-A /chassis/iom # scope port group
UCS-A /chassis/iom/port group # show host-port-channel

Host Port channel:

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

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

UCS-A /chassis/iom/port group #

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

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

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

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

ポート間のロードバランシング

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

•イーサネットトラフィックの場合：

レイヤ 2送信元アドレスおよび宛先アドレス

レイヤ 3送信元アドレスおよび宛先アドレス

レイヤ 4送信元ポートおよび宛先ポート

• FCoEトラフィックの場合：

レイヤ 2送信元アドレスおよび宛先アドレス

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

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

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

ファブリックポートチャネルのケーブル接続の考慮事項

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

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

図 1：ファブリックポートチャネルのポートグループ

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

注意

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

注意

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

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

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

手順

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

プ化プリファレンスをポートチャネルに設定します。

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

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

定します。

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

ブルにします。

次の作業

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

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

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

の再認識は必要はありません。

ファブリックポートチャネルの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したファブリックインターコネクトの

ファブリックポートチャネルを表示しま

す。

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

ステップ 3   

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

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

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

UCS-A /eth-server/fabric #

ファブリックポートチャネルメンバーポートのイネーブル化または

ディセーブル化

手順

目的コマンドまたはアクション

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

指定したファブリックのイーサネットサー

バファブリックモードを開始します。

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

ステップ 2   

指定したファブリックでイーサネットサー

バファブリック、ファブリックポートチャ

ネルモードを開始します。

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

ステップ 3   

指定したメンバーポートでイーサネット

サーバファブリック、ファブリックポート

チャネルモードを開始します。

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

ステップ 4   

指定したメンバーポートをイネーブルまた

はディセーブルにします。

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

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 6   

次に、ファブリックポートチャネル 1025のファブリックチャネルメンバーポート 1 31をディ
セーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # scope fabric-port-channel 1025
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel # scope member-port 1 31
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port # disable
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel/member-port #
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