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

表記法
テキストのタイプ

説明

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールド ラベルなどの GUI 要素は、イタ
リック体（italic）で示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルなどのメイ
ン タイトルは、ボールド体（bold）で示しています。

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

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

テキストのタイプ

説明

システム出力

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

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、this fontで示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（this font）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

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

[x | y | z]

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

string

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

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示してい
ます。

[]

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

!、#

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

（注）

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

ヒント

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

ワンポイント アドバイ
ス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。

注意

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

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

関連 Cisco UCS 資料
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの完全なリストについては、以下の URL で入手可能な『Cisco
UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。https://www.cisco.com/c/en/
us/td/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_roadmap.html
すべての C-Series マニュアルの完全なリストについては、次の URL で入手可能な『『Cisco
UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』』を参照してください。https://www.cisco.com/c/
en/us/td/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/ucs_rack_roadmap.html
管理用の UCS Manager と統合されたラック サーバでサポートされるファームウェア バージョ
ンとサポートされる UCS Manager バージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco
UCS Software』を参照してください。
その他のマニュアル リソース
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点が
ございましたら、ucs-docfeedback@external.cisco.com までコメントをお送りください。ご協力
をよろしくお願いいたします。
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章

新機能および変更された機能に関する情報
• このリリースの新規情報および変更情報 （1 ページ）

このリリースの新規情報および変更情報
次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。こ
の表は、このマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するもの
ではありません。
表 1 : Cisco UCS Manager リリース 3.1(3) の新機能と変更された動作

機能

説明

参照先

Server SIOC Connectivity 機能

シャーシに単一サーバとデュ ストレージ サーバ機能および
アル SIOC が装着されている場 コンポーネントの概要 （197
合、この機能を使用して、プ ページ）
ライマリ SIOC および補助
SIOC の両方を経由するデータ
パスを設定できます。

Cisco UCS C3260/C3X60 の再
ブランディング。

Cisco UCS Manager リリース ストレージ サーバ機能および
3.1(3) から、Cisco UCS
コンポーネントの概要 （197
C3260/C3X60 は Cisco UCS
ページ）
S3260 に名称変更されました。
システムの一部のコンポーネ
ントが引き続き C3260/C3X60
として表示されることがあり
ます。このリリースでは、用
語 S3260 および C3260/C3X60
は同義で使用されます。S3260
と C3260/C3X60 のいずれも同
じハードウェア コンポーネン
トを指します。
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機能

説明

参照先

自己暗号化ドライブのセキュ 自己暗号化ドライブ（SED） 自己暗号化ドライブのセキュ
リティ ポリシーおよび KMIP には、リアルタイムで着信
リティポリシー（171ページ）
サポート
データを暗号化し、送信デー
タを復号化する特殊なハード
ウェアが搭載されています。
メディア暗号化キーがこの暗
号化と復号化を制御します。
SED は、セキュリティ キー識
別子とセキュリティ キーを指
定することによってロックす
る必要があります。セキュリ
ティ キーは、メディア暗号化
キーの暗号化に使用されま
す。セキュリティ キーはロー
カルで設定するか、または
KMIP サーバを使用してリモー
トから設定できます。このリ
リースでは、Cisco UCS
Manager は Cisco UCS C シリー
ズおよび S シリーズのサーバ
で SED をサポートしていま
す。
表 2 : Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) の新機能と変更された動作

機能

説明

参照先

Cisco UCS C3260 システムとの 単一（オプションの HDD また ディスク ゾーン分割ポリシー
Cisco UCS Manager の統合。 は IO エキスパンダ トレイを の作成 （207 ページ）
搭載）の Cisco UCS C3260 ス
トレージ サーバまたはデュア
ル サーバの導入のサポート。
ダイナミック ストレージ設定
は、サーバ ノードにドライブ
の所有権を割り当てることに
よって実現されます。
ユーザ定義の FC ゾーン

ユーザ定義の FC ゾーンと FC Cisco UCS Manager ファイバ
ゾーン プロファイルの作成と チャネル ゾーン分割の設定 （
削除のサポート。
71 ページ）

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
2

第

2

章

概要
• 概要 （3 ページ）
• Cisco UCS Manager ユーザ CLI マニュアル （4 ページ）
• ストレージ オプション （5 ページ）
• ストレージ設計の考慮事項 （6 ページ）
• ストレージ設定の順序 （7 ページ）
• ストレージ プロトコル （7 ページ）
• UCS Manager の [SAN] タブ （8 ページ）

概要
このガイドでは、次のようなストレージ管理タスクを設定する方法について説明します。
• ポートおよびポート チャネル
• ネームド VSAN
• SAN ピン グループ
• SAN アップリンク
• Pools
• FC ID の割り当て
• ストレージ関連ポリシー
• ストレージ プロファイル
• FlexFlash SD カードのサポート
• ダイレクト アタッチド ストレージ
• ストレージ インベントリ
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Cisco UCS Manager ユーザ CLI マニュアル

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

説明

Cisco UCS Manager Getting Started Guide

Cisco UCS アーキテクチャのほか、Cisco UCS
Manager の初期設定や構成のベスト プラクティ
スなど、稼働前に必要な操作について説明し
ています。

Cisco UCS Manager Administration Guide

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

Cisco UCS Manager Infrastructure Management
Guide

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

『Cisco UCS Manager Firmware Management
Guide』

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

『Cisco UCS Manager Server Management
Guide』

新しいライセンス、Cisco UCS Central への
Cisco UCS ドメインの登録、電力制限、サーバ
のブート、サーバ プロファイルおよびサーバ
関連ポリシーについて説明しています。

『Cisco UCS Manager Storage Management
Guide』

Cisco UCS Manager の SAN や VSAN など、ス
トレージ管理のあらゆる側面について説明し
ています。

『Cisco UCS Manager Network Management
Guide』

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

説明

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

ストレージ オプション
UCS Manager のストレージ オプションとそれぞれのオプションの利点について説明します。
図 1 : Cisco UCS Manager のストレージ オプション

• ダイレクト アタッチド ストレージ（DAS）：これはサーバ内で使用可能なストレージで
あり、並行 SCSI 実装内のマザーボード経由でシステムに直接接続されます。DAS は一般
に、キャプティブ ストレージと呼ばれています。キャプティブ ストレージ トポロジ内の
デバイスは、ストレージ ネットワークへのダイレクト アクセスが提供されておらず、ス
トレージの効率的な共有をサポートしていません。DAS のデータにアクセスするには、フ
ロントエンド ネットワークを経由する必要があります。DAS デバイスは、他のサーバに
対するモビリティがほとんどなく、拡張性も高くはありません。
DAS デバイスではファイル共有に制限があり、実装と管理が複雑になることがあります。
たとえば、DAS デバイスでデータのバックアップをサポートするには、ホスト上のリソー
スと、他のシステムが使用できないスペア ディスク システムが必要です。このストレー
ジのコストとパフォーマンスは、サーバ内のディスクと RAID コントローラ カードによっ
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て決まります。DAS は安価で簡単に設定できますが、ハイエンド ストレージが備える拡
張性、パフォーマンス、および高度な機能はありません。
• ネットワーク アタッチド ストレージ（NAS）：このストレージは通常、ファイル システ
ムへのアクセスを提供するアプライアンスです。このストレージは、サーバで利用できる
ネットワーク ファイル システム（NFS）や Common Internet File System（CIFS）共有と同
じくらいシンプルです。標準的な NAS デバイスは、コスト効率が高く、パフォーマンス
はそれほど高くありませんが、容量は非常に大きく、信頼性を確保するための冗長性を備
えています。NAS は通常、手頃な価格で簡単に設定することができ、一部の高度な機能も
備えていますが、SAN が備える拡張性、パフォーマンス、および高度な機能はありませ
ん。
• ストレージ エリア ネットワーク（SAN）：SAN は、サーバとストレージ デバイスを接続
することに特化した高速ネットワークです。SAN では、スイッチやディレクタなどの相互
接続要素を使用したネットワーク全体のエニーツーエニー接続が可能になります。従来型
のサーバとストレージの間の専用接続を排除し、サーバが事実上、ストレージ デバイスを
所有して管理するという概念もなくなります。また、サーバがアクセスできるデータ量の
制約も解消されます。現在は、個々のサーバに接続されたストレージ デバイスの数によっ
てデータ量が制限されています。SAN を使用すると柔軟なネットワーク構築が可能とな
り、1 台のサーバまたは複数の異種サーバ間で共通のストレージ ユーティリティを共有で
きるようになります。ネットワークには、ディスク、テープ、光学式ストレージといった
多数のストレージ デバイスを接続できます。さらに、ストレージ ユーティリティは、使
用するサーバから離れた場所に配置することができます。このタイプのストレージは、最
高レベルの信頼性、拡張性、パフォーマンスを提供します。SAN のコストは、その他のス
トレージ オプションと比較して非常に高くなります。
SAN は、最も復元力が高く、スケーラブルでパフォーマンスの高いストレージですが、最
も高価であり、管理も複雑です。

ストレージ設計の考慮事項
UCS ストレージの物理接続における設計上の考慮事項は、LAN の物理接続と比較するとわず
かに異なります。SAN 接続に関する設計上の考慮事項を次に示します。
• ノースバウンド ストレージの物理接続では、LAN 接続などの仮想ポート チャネル（vPC）
がサポートされません。
• ポート チャネルまたはトランキングを利用して、複数のストレージ アップリンク ポート
を結合して物理リンクの冗長性を確保することができます。
• ストレージ リソースの冗長性はストレージ自体で管理され、その方法はベンダーによって
異なります。
• Nexus または MDS ファブリック スイッチのようなノースバウンドのシスコ ストレージ デ
バイスを介してストレージに接続します。
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• ストレージを UCS ファブリック インターコネクトに直接接続することができます。この
方法は、ファブリック インターコネクトの物理ポートを消費し、処理要件が増大するた
め、小規模な実装に推奨されます。
• ストレージ リソースへのアクセスを提供するには、VSAN やゾーン分割などのソフトウェ
ア設定が必要です。

ストレージ設定の順序
ストレージ ネットワークを設定するには、次の推奨される順序に従ってください。
1.

サーバ ポート、アップリンク ポート、および FC ポートを設定して有効化します。

2.

管理 IP アドレス プールを作成します（通常は、UCS Manager の管理者 IP アドレスと同じ
サブネット上に作成します）。

3.

UUID プール、MAC プール、WWNN プール、WWPN プールを作成します（または対応す
る「デフォルト」プールを入力します）。ドメインIDを埋め込みます。MACおよびWWPN
にはファブリック固有のプールを使用します（たとえば、Fabric-A、Fabric-B）。

4.

SAN ブート用に、各ストレージ アレイのブート ターゲットに一意の「ブート ポリシー」
を作成します。

5.

VNIC テンプレート（たとえば、eth0-A、eth1-B）を作成します。これらはいずれも上記の
MAC プールから取得され、それぞれ Fabric-A と Fabric-B に関連付けられます。

6.

VHBA テンプレート（たとえば、fc0-A、fc1-B）を作成します。これらはいずれも上記の
WWPN プールから取得され、それぞれ Fabric-A と Fabric-B に関連付けられます。

7.

必要に応じて、先に確立されたすべてのプール、ポリシー、およびテンプレートから取得
されるサービス プロファイル テンプレートを作成します。

8.

テンプレートからサービス プロファイルをインスタンス化してサービス プロファイルを
特定のブレードに関連付けるか、またはサービス プロファイル テンプレートを特定のサー
バ プールに関連付けるように設定します。

ストレージ プロトコル
ファイバ チャネル、iSCSI、および Fibre Channel over Ethernet は SAN 接続用のプロトコルで
す。
• iSCSI：プリンタ、スキャナ、テープ ドライブ、およびストレージ デバイスといったさま
ざまな I/O 周辺機器を接続するための業界標準のプロトコルです。最も一般的な SCSI デ
バイスは、ディスクとテープ ライブラリです。
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SCSI は raw ハード ディスク ストレージをサーバに接続するための主要なプロトコルで
す。SCSI プロトコルを使用してリモート ストレージを制御するには、コマンドをカプセ
ル化するラッパーとして、FC や iSCSI などのさまざまなテクノロジーが使用されます。
ファイバ チャネル プロトコルは、SCSI トラフィックをカプセル化してコンピュータとス
トレージの間の接続を確立するためのインフラストラクチャを提供します。FC は、2、4、
8、および 16 Gbps の速度で動作します。
• ファイバ チャネル（FC）は次の要素で構成されています。
• raw ストレージ容量を提供するハード ディスク アレイ。
• ハード ディスクを管理し、サーバに対してストレージ LUN およびマスキングを提供
するストレージ プロセッサ。
• ストレージ プロセッサとサーバ HBA の間を接続するファイバ チャネル スイッチ
（ファブリックとも呼ばれます）。
• ファイバ チャネル ホスト バス アダプタ：これらはコンピュータにインストールさ
れ、SAN への接続を確立します。
ファイバ チャネルは、ワールドワイド番号（WWN）でインフラストラクチャ コンポーネ
ントを識別します。WWN は、FC デバイスを一意に識別する 64 ビットのアドレスです。
MAC アドレスと同様に、ベンダーに割り当てられたビットが含まれており、それによっ
てベンダーのデバイスを識別します。各エンド デバイス（HBA ポートなど）にはワール
ド ワイド ポート番号（WWPN）が与えられ、各接続デバイス（ファブリック スイッチな
ど）にはワールドワイド ノード番号（WWNN）が与えられます。
SAN への接続に使用されるファイバ チャネル HBA はイニシエータと呼ばれ、LUN とし
てディスクを提供するファイバ チャネル SAN はターゲットと呼ばれます。ファイバ チャ
ネル プロトコルは、イーサネットや TCP/IP プロトコルとは異なります。
• Fiber Channel over Ethernet（FCoE）転送は、ファイバ チャネル配線を 10 ギガビット
イーサネット ケーブルで置き換えるもので、ユニファイド I/O でのロスレス配信を実現し
ます。イーサネットは、ネットワークで広く使用されています。イーサネットにデータセ
ンター イーサネット（DCE）やプライオリティ フロー制御（PFC）などの拡張を加えて、
データセンター向けに信頼性を高めることで、ファイバ チャネルもイーサネット上に実装
されるようになります。この実装を FCoE と呼びます。

UCS Manager の [SAN] タブ
UCS 管理者は、[SAN] タブから SAN（FC、iSCSI）やダイレクト アタッチド FC/FCoE、NAS
アプライアンス、および通信に関連する設定要素を作成、変更、および削除できます。
このタブの主要なノードは次のとおりです。
• [SAN Cloud]：このノードでは次の操作を実行できます。
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• SAN アップリンク（ストレージ ポート、ポート チャネル、SAN ピン グループなど）
を設定します。
• FC ID の割り当てを表示します。
• WWN プール（WWPN、WWxN、および WWxN など）、iSCSI 修飾名（IQN）、プー
ルを設定します。
• 特定のエンド ポイントの FSM 詳細を表示してタスクが成功または失敗したかどうか
を確認し、FSM を使用してエラーのトラブルシューティングを行います。
• ストレージのイベントやエラーをモニタして状態を管理します。
• [Storage Cloud]：このノードでは次の操作を実行できます。
• ストレージ FC リンクとストレージ FCoE インターフェイスを設定します（SAN スト
レージ マネージャを使用）。
• VSAN の設定を行います。
• SAN クラウドのイベントをモニタして状態を管理します。
• [Policies]：このノードでは次の操作を実行できます。
• しきい値のポリシー、クラス、およびプロパティを設定し、イベントをモニタしま
す。
• しきい値の組織およびサブ組織のストレージ ポリシー（デフォルト VHBA、動作、
FC アダプタ、LACP、SAN 接続、SAN コネクタ、および VHBA テンプレートなど）
を設定します。
• [Pools]：このノードでは、システムで定義されたプール（IQN、IQN サフィックス、
WWNN、WWPN、および WWxN など）を設定できます。
• [Traffic Monitoring Sessions]：このノードでは、システムで定義されたポート トラフィック
モニタリング セッションを設定できます。
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UCS Manager の [SAN] タブ
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SAN ポートおよびポート チャネル
• ポート モード （11 ページ）
• ポート タイプ （12 ページ）
• ポート モードの変更のデータ トラフィックへの影響 （13 ページ）
• FC リンクの再調整 （14 ページ）
• ポート モードの設定 （15 ページ）
• ポート プロパティとファイバ チャネル統計の表示 （17 ページ）
• サーバ ポート （19 ページ）
• 統合ポート （20 ページ）
• Cisco UCS Mini スケーラビリティ ポート （29 ページ）
• アプライアンス ポート （30 ページ）
• FCoE アップリンク ポート （37 ページ）
• FCoE およびファイバ チャネル ストレージ ポート （40 ページ）
• アプライアンス ポート チャネル （42 ページ）
• ファイバ チャネル ポート チャネル （47 ページ）
• FCoE ポート チャネル数 （53 ページ）
• アダプタ ポート チャネル （55 ページ）
• イベント検出とアクション （56 ページ）
• ファブリック ポート チャネル （62 ページ）

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。
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ポート タイプ
ポート タイプは、統合ポート接続経由で転送されるトラフィックのタイプを定義します。
デフォルトでは、イーサネット ポート モードに変更されたユニファイド ポートはイーサネッ
ト アップリンク ポート タイプに設定されます。ファイバ チャネル ポート モードに変更され
た統合ポートは、ファイバ チャネル アップリンク ポート タイプに設定されます。ファイバ
チャネル ポートを設定解除することはできません。
ポート タイプ変更時のリブートは不要です。
イーサネット ポート モード
イーサネットにポート モードを設定するときは、次のポート タイプを設定できます。
• サーバ ポート
• イーサネット アップリンク ポート
• イーサネット ポート チャネル メンバ
• FCoE ポート
• アプライアンス ポート
• アプライアンス ポート チャネル メンバ
• SPAN 宛先ポート
• SPAN 送信元ポート

（注）

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

ファイバ チャネル ポート モード
ファイバ チャネルにポート モードを設定するときは、次のポート タイプを設定できます。
• ファイバ チャネル アップリンク ポート
• ファイバ チャネル ポート チャネル メンバ
• ファイバ チャネル ストレージ ポート
• FCoE アップリンク ポート
• SPAN 送信元ポート
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（注）

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

ポート モードの変更のデータ トラフィックへの影響
ポート モードの変更は、Cisco UCS ドメイン へのデータ トラフィックの中断を引き起こす場
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、ポートモード変更を行ったモジュー
ルおよび Cisco UCS ドメイン の設定に依存します。

ヒント

システム変更中のトラフィックの中断を最小限にするには、固定と拡張モジュールにファイバ
チャネル アップリンク ポートチャネルを形成します。

ポート モード変更の拡張モジュールへの影響
拡張モジュールのポート モードの変更後、モジュールを再起動します。拡張モジュールのポー
トを通過するすべてのトラフィックは、モジュールのリブート中に約 1 分間中断します。
ポート モード変更のクラスタ設定の固定モジュールへの影響
クラスタ設定には 2 個のファブリック インターコネクトがあります。固定モジュールへのポー
ト変更を行った後、ファブリック インターコネクトはリブートします。データ トラフィック
の影響は、1 つのファブリック インターコネクトに障害が発生したときにもう一方にフェール
オーバーするようサーバ vNIC を設定したかどうかに左右されます。
1 つのファブリック インターコネクトの拡張モジュール上のポート モードを変更し、第 2 の
ファブリック インターコネクトのポート モードを変更する前のリブートを待つ場合、次のこ
とが発生します。
• サーバ vNIC のフェールオーバーでは、トラフィックは他のファブリック インターコネク
トにフェールオーバーし、中断は発生しません。
• サーバ vNIC のフェールオーバーがない場合、ポート モードを変更したファブリック イン
ターコネクトを通過するすべてのデータ トラフィックは、ファブリック インターコネク
トがリブートする約 8 分間中断されます。
両方のファブリック インターコネクトの固定モジュールのポート モードを同時に変更すると、
ファブリック インターコネクトによるすべてのデータ トラフィックが、ファブリック インター
コネクトがリブートする約 8 分間中断されます。
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ポート モード変更のスタンドアロン設定の固定モジュールへの影響
スタンドアロン設定にはファブリック インターコネクトが 1 つだけあります。固定モジュール
へのポート変更を行った後、ファブリック インターコネクトはリブートします。ファブリック
インターコネクトによるすべてのデータ トラフィックは、ファブリック インターコネクトが
リブートする約 8 分間中断されます。

FC リンクの再調整
FC アップリンクは、FC ポート チャネルが使用されると自動的に調整されます。FC ポート
チャネルを作成するには、ファイバ チャネル ポート チャネルの設定 （48 ページ） を参照し
てください。
ポート チャネルのメンバーでない FC アップリンク（個別の ISL）では、ロード バランシング
は FC アップリンクのバランシング アルゴリズムに基づいて行われます。FC アップリンクの
トランキングが無効の際に、ホストまたはサービス プロファイルの vHBA が使用可能な FC
アップリンクを選択するには、アップリンクと vHBA が同一の VSAN に属している必要があ
ります。
アルゴリズムは、vHBA ごとに、次の順序で FC アップリンクを探します。
1.

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

2.

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

このプロセスを他のすべての vHBA についても行います。アルゴリズムは、pre-FIP、FIP アダ
プタと FLOGI 数などのその他のパラメータも考慮します。6 FLOGI に満たない場合、使用が
最も少ないコンポーネントは表示されないことがあります。
ポート設定や他のアップリンクの状態の変更後、FC アップリンクを通過するトラフィックの
バランスが崩れた場合、各アダプタの vHBA をリセットし、ロード バランシング アルゴリズ
ムに FC アップリンクの現在の状態を評価させることでトラフィックを再度バランシングでき
ます。
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ポート モードの設定
注意

いずれかのモジュール のポート モードを変更すると、データ トラフィックが中断されること
があります。これは、固定モジュールを変更するとファブリック インターコネクトのリブート
が必要となり、拡張モジュールを変更するとそのモジュール のリブートが必要となるためで
す。
Cisco UCS ドメイン に、ハイ アベイラビリティ用に設定されたクラスタ構成が存在し、フェー
ルオーバー用に設定されたサービス プロファイルを持つサーバが存在する場合、固定モジュー
ルのポート モードを変更しても、トラフィックは他のファブリック インターコネクトにフェー
ルオーバーし、データ トラフィックは中断されません。
Cisco UCS Manager CLI で、ユニファイド ポートをサポートする新しいコマンドはありません。
代わりに、必要なポート タイプ用のモードにスコープしてから新しいインターフェイスを作成
することで、ポート モードを変更します。設定済みのスロット ID およびポート ID に新しい
インターフェイスを作成する場合、UCS Manager は、すでに設定されているインターフェイス
を削除し、新しく作成します。以前はイーサネット ポート モードで動作していたポートをファ
イバ チャネル ポート モードに設定するためにポート モードの変更が必要な場合、UCS Manager
は変更を確認します。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope port-type-mode

目的
次のいずれかのポート タイプの指定さ
れたポート タイプ モードを開始しま
す。
eth-server
サーバ ポート設定用。
eth-storage
イーサネット ストレージ ポートお
よびイーサネット ストレージ ポー
ト チャネルの設定用。
eth-traffic-mon
イーサネット SPAN ポート設定用。
eth-uplink
イーサネット アップリンク ポート
設定用。

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
15

SAN ポートおよびポート チャネル
ポート モードの設定

コマンドまたはアクション

目的
fc-storage
ファイバ チャネル ストレージ ポー
ト設定用。
fc-traffic-mon
ファイバ チャネル SPAN ポート設定
用。
fc-uplink
ファイバ チャネル アップリンク
ポートおよびファイバチャネルアッ
プリンクポートチャネルの設定用。

ステップ 2 UCS-A /port-type-mode # scope fabric {a 指定したファブリックの指定されたポー
| b}
ト タイプ モードを開始します。
ステップ 3 UCS-A /port-type-mode/fabric # create
interface slot-id port-id

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。
ポート タイプをイーサネット ポート
モードからファイバ チャネル ポート
モードに、またはその逆に変更すると、
次の警告が表示されます。
Warning: This operation will change
the port mode (from Ethernet to FC or
vice-versa). When committed, this
change will require the module to
restart.

ステップ 4 イーサネットまたはファイバ チャネル イーサネットおよびファイバ チャネル
ポート ブロックに属する他のポートの ポートを固定または拡張モジュールに配
新しいインターフェイスを作成します。 置する方法を規定する、いくつかの制約
事項があります。他の制約事項の範囲内
で、2 つのグループのポートを変更する
必要があります。「ユニファイド ポー
トの設定に関するガイドライン」セク
ションに概説されている制約事項のいず
れかに違反すると、エラーが発生しま
す。
ステップ 5 UCS-A /port-type-mode/fabric/interface #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

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 トラフィックが次
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うるまで約 8 分かかります。
• 拡張モジュール：モジュールがリブートします。そのモジュールのポートを経由するすべ
てのデータ トラフィックが中断されます。
拡張モジュールがリブートするまでに約 1 分かかります。

例
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

ポート プロパティとファイバ チャネル統計の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos ファブリック インターコネクトの
{a | b
NX-OS モードを開始します。
ステップ 2 UCS-A(nxos) # show interface fc
slot-id/port-id

ポートのプロパティとスループットレー
ト、およびエラーなどのファイバ チャ
ネルの統計情報が表示されます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

UCS 6400 シリーズ ファブリッ
ク インターコネクトの receive
B2B credit remaining が、その
ピア スイッチの transmit B2B
credit remainingと一致しませ
ん。フレームがリリースされ
ると、クレジットが返される
ため、receive B2B credit
remaining パラメータは常に
64 になります。MDS ピアで、
transmit B2B credit remaining
パラメータは 0 に移動できま
す。この結果は、一致しませ
ん。これらのパラメータを比
較するために、ピア スイッチ
で show interface fc
slot-id/port-idコマンドを実行し
ます。

例
次の例は、ポート プロパティおよび UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネク
トをファイバ チャネルの統計情報を表示します。
UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show interface fc 1/6
fc1/6 is trunking
Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)
Port WWN is 20:06:00:de:fb:21:77:00
Admin port mode is NP, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is TNP
Port vsan is 8
Speed is 16 Gbps
Transmit B2B Credit is 32
Receive B2B Credit is 64
Receive data field Size is 2112
Beacon is turned off
Belongs to san-port-channel 32
Trunk vsans (admin allowed and active) (1,5,7-8,40,120)
Trunk vsans (up)
(1,5,7-8,40,120)
Trunk vsans (isolated)
()
Trunk vsans (initializing)
()
5 minutes input rate 497578904 bits/sec,62197363 bytes/sec, 30981 frames/sec
5 minutes output rate 501679056 bits/sec,62709882 bytes/sec, 30319 frames/sec
430000799 frames input,863205473268 bytes
0 discards,0 errors
0 invalid CRC/FCS,0 unknown class
0 too long,0 too short
423530360 frames output,876009587416 bytes
0 discards,0 errors
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1 input OLS,1 LRR,9 NOS,0 loop inits
1 output OLS,0 LRR, 8 NOS, 0 loop inits
64 receive B2B credit remaining
32 transmit B2B credit remaining
0 low priority transmit B2B credit remaining
Last clearing of "show interface" counters :never

サーバ ポート
サーバ ポートの設定
記載されているすべてのポート タイプは、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。これに含まれるサーバ ポートは、6100 シリーズ ファブリック インターコネクト拡
張モジュールでは設定できませんが、6200 シリーズ ファブリック インターコネクト拡張モ
ジュールでは設定できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始しま
す。

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

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。

ステップ 3 UCS-A /eth-server/fabric # create interface 指定されたイーサネット サーバ ポート
slot-num port-num
のインターフェイスを作成します。
ステップ 4 UCS-A /eth-server/fabric # commit-buffer トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例で、ファブリック B のスロット 1 にあるイーサネット サーバ ポート 4 のイン
ターフェイスを作成し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric b
UCS-A /eth-server/fabric # create interface 1 4
UCS-A /eth-server/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric #
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サーバ ポートの設定解除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope eth-server

目的
イーサネット サーバ モードを開始しま
す。

ステップ 2 UCS-A /eth-server # scope fabric {a | b} 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。
ステップ 3 UCS-A /eth-server/fabric # delete interface 指定したイーサネット サーバ ポートの
slot-num port-num
インターフェイスを削除します。
ステップ 4 UCS-A /eth-server/fabric # commit-buffer トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ファブリック B のスロット 1 にあるイーサネット サーバ ポート 12 を設定解除
し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric b
UCS-A /eth-server/fabric # delete interface 1 12
UCS-A /eth-server/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-server/fabric #

統合ポート
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、次でサポートされます。
• Cisco UCS Manager リリース 3.1 以降のリリースの UCS 6300 シリーズ ファブリック イン
ターコネクト
• Cisco UCS Manager リリース 2.0 以降のリリースの UCS 6200 シリーズ ファブリック イン
ターコネクト
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• Cisco UCS Manager リリース 3.0 以降のリリースの UCS 6324 シリーズ ファブリック イン
ターコネクト
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 インターフェイスは固定または拡張モジュールのユニファイド ポート
のポート モードの設定に、スライダーを使用するため、ポート モードのユニファイド ポート
への割り当て方法を制限する次の制約事項が自動的に適用されます。Cisco UCS Manager CLI
インターフェイスを使用する場合は、トランザクションをシステム設定にコミットするときに
次の制約事項が適用されます。ポート モードの設定が次の制約事項のいずれかに違反している
場合、Cisco UCS Manager CLI によってエラーが表示されます。
• イーサネット ポートはブロックにグループ化する必要があります。各モジュール（固定ま
たは拡張）において、イーサネット ポート ブロックは、1 番目のポートから始まり、偶数
番号のポートで終わる必要があります。
• 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（固
定または拡張）において、ファイバ チャネル ポート ブロックは、最後のイーサネット
ポートの後ろにブロックの 1 番目のポートが続き、その後ろにモジュール内の残りのポー
トが含まれている必要があります。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。

（注）

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。
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UCS Manager CLI ユーザ向けの特別な考慮事項
Cisco UCS Manager CLI では、システム設定にバッファをコミットするまでポート モードの変
更が検証されないため、2つの以上の新しいインターフェイスを作成する前にバッファのコミッ
トを試みると、たちまちグループ化の制約に違反してしまいます。エラーを回避するために、
ポート モードを別のポート モードに変更し、すべてのユニファイド ポートに対して新しいイ
ンターフェイスを作成してから、システム設定に変更をコミットをすることを推奨します。
複数のインターフェイスを設定する前にバッファをコミットするとエラーが発生しますが、最
初からやり直す必要はありません。設定が前述の要件を満たすまでユニファイド ポートの設定
を続行できます。

ユニファイドアップリンクポートおよびユニファイドストレージポー
トに関する注意およびガイドライン
以下は、ユニファイド アップリンク ポートとユニファイド ストレージ ポートを使用する際に
従うべき注意事項とガイドラインです。
• ユニファイド アップリンク ポートでは、SPAN 送信元として 1 つのコンポーネントを有
効にすると、他のコンポーネントが自動的に SPAN 送信元になります。

（注）

イーサネット アップリンク ポートで SPAN 送信元が作成または
削除されると、Cisco UCS Manager は自動的に FCoE アップリンク
ポートで SPAN 送信元を作成または削除します。FCoE アップリ
ンク ポートで SPAN 送信元を作成する場合も同じことが起こりま
す。

• FCoE およびユニファイド アップリンク ポートでデフォルトでないネイティブ VLAN を
設定する必要があります。この VLAN はトラフィックには使用されません。Cisco UCS
Manager はこの目的のために、既存の fcoe-storage-native-vlan を再利用します。この
fcoe-storage-native-vlan は、FCoE およびユニファイド アップリンクでネイティブ VLAN と
して使用されます。
• ユニファイド アップリンク ポートでは、イーサネット アップリンク ポートにデフォルト
でない VLAN を設定しないと、fcoe-storage-native-vlan がユニファイド アップリンク ポー
トのネイティブ VLAN として割り当てられます。イーサネット ポートにネイティブ VLAN
として指定されているデフォルトでないネイティブ VLAN がある場合、ユニファイド アッ
プリンク ポートのネイティブ VLAN としてこれが割り当てられます。
• イーサネット ポート チャネル下でメンバ ポートを作成または削除すると、Cisco UCS
Manager は FCoE ポート チャネル下で自動的にメンバ ポートを作成または削除します。
FCoE ポート チャネルでメンバー ポートを作成または削除する場合も同じことが起こりま
す。
• サーバ ポート、イーサネット アップリンク、FCoE アップリンクまたは FCoE ストレージ
などのスタンドアロン ポートとしてイーサネット ポートを設定し、それをイーサネット
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または FCOE ポート チャネルのメンバ ポートにすると、Cisco UCS Manager は自動的にこ
のポートをイーサネットと FCoE ポート チャネル両方のメンバにします。
• サーバ アップリンク、イーサネット アップリンク、FCoE アップリンクまたは FCoE スト
レージのメンバからメンバ ポートのメンバーシップを削除すると、Cisco UCS Manager は
イーサネット ポート チャネルと FCoE ポート チャネルから対応するメンバ ポートを削除
し、新しいスタンドアロン ポートを作成します。
• Cisco UCS Manager をリリース 2.1 から以前のリリースにダウングレードする場合は、ダウ
ングレードが完了すると、すべてのユニファイド アップリンク ポートとポート チャネル
がイーサネット ポートとイーサネット ポート チャネルに変換されます。同様に、すべて
のユニファイド ストレージ ポートが、アプライアンス ポートに変換されます。
• ユニファイド アップリンク ポートとユニファイド ストレージ ポートの場合、2 つのイン
ターフェイスを作成するときは、1 つだけライセンスがチェックされます。どちらかのイ
ンターフェイスが有効な限り、ライセンスはチェックされたままになります。両方のイン
ターフェイスがユニファイド アップリンク ポートまたはユニファイド ストレージ ポート
でディセーブルの場合にのみライセンスが解放されます。
• Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクト スイッチは、同一のダウンスト
リーム NPV スイッチ側の 1VF または 1VF-PO のみをサポートできます。

ユニファイド ポートのビーコン LED
6200 シリーズ ファブリック インターコネクトの各ポートには、対応するビーコン LED があり
ます。[Beacon LED] プロパティが設定されている場合は、ビーコン LED が点灯し、特定のポー
ト モードに設定されているポートが示されます。
[Beacon LED] プロパティは、特定のポートモード（イーサネットまたはファイバ チャネル）
にグループ化されているポートを示すように設定できます。デフォルトでは、ビーコン LED
プロパティは Off に設定されます。

（注）

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

ユニファイド ポートのビーコン LED の設定
ビーコン LED を設定する各モジュールについて次のタスクを実行します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fabric-interconnect {a | b} 指定したファブリックのファブリック
インターコネクトモードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 UCS-A /fabric # scope card slot-id

指定された固定または拡張モジュールの
カード モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fabric/card # scope beacon-led

ビーコン LED モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /fabric/card/beacon-led # set
admin-state {eth | fc | off}

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。
eth
イーサネット モードで設定されたユ
ニファイド ポートすべてが点滅しま
す。
fc
ファイバ チャネル モードで設定さ
れたユニファイド ポートすべてが点
滅します。
off
モジュール上のすべてのポートの
ビーコン LED ライトが消えます。

ステップ 5 UCS-A /fabric/card/beacon-led #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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 #

ファブリック インターコネクトのユニファイド ポート
ユニファイド ポートは、イーサネットまたはファイバ チャネル トラフィックを伝送するよう
に設定できるファブリック インターコネクトのポートです。これらのポートは予約されていま
せん。Cisco UCS ドメイン はそれらを設定するまで、これらのポートを使用できません。
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（注）

ファブリック インターコネクトのポートを設定すると、管理状態が自動的にイネーブルに設定
されます。ポートが他のデバイスに接続されている場合は、これによってトラフィックが中断
されることがあります。ポートの設定後に、そのポートを無効にできます。
設定可能なビーコン LED は、選択したポート モードに設定されているユニファイド ポートを
示します。

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。

ユニファイド ストレージ ポートの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。
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コマンドまたはアクション

目的

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

指定したファブリックのイーサネット
ストレージ モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # create
interface slot-num port-num

指定されたアプライアンス ポートのイ
ンターフェイスを作成します。

ステップ 4 UCS-A /eth-storage/fabric/interface* #
commit buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 5 UCS-A /eth-storage/fabric/interface* #
scope fc-storage

FC ストレージ モードを開始します。

ステップ 6 UCS-A /fc-storage* # scope fabric{a | b}

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。

ステップ 7 UCS-A /fc-storage/fabric # create interface アプライアンス ポート モードで FCoE
fcoe slot-num port-num
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。

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

ユニファイド アップリンク ポートの設定
ユニファイド アップリンク ポートを設定するには、ユニファイド ポートとして既存の FCoE
アップリンク ポートを変換します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開
始します。

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

指定されたファブリックのイーサネット
アップリンク ファブリック モードを開
始します。

ステップ 3 UCS-A /eth-uplink/fabric # create interface ユニファイド ポートとして FCoE アッ
15
プリンク ポートを変換します。
ステップ 4 UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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 #

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。
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次のルールは、ユニファイド アップリンク ポート チャネルのメンバー ポート セットに適用さ
れます。
• 同じ ID のイーサネット ポート チャネルと FCoE ポート チャネルは、同じメンバー ポー
ト セットを持つ必要があります。
• イーサネット ポート チャネルにメンバー ポート チャネルを追加すると、Cisco 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 つからメンバー ポートを削除すると、Cisco UCS Manager は他のポー
ト チャネルから自動的にそのメンバー ポートを削除します。
イーサネット アップリンク ポート チャネルをディセーブルにすると、ユニファイド アップリ
ンク ポート チャネルを構成している物理ポート チャネルがディセーブルになります。したがっ
て、FCoE アップリンク ポート チャネルもダウンします（FCoE アップリンクがイネーブルに
なっている場合でも同様です）。FCoE アップリンク ポート チャネルをディセーブルにした場
合は、VFC のみがダウンします。イーサネット アップリンク ポート チャネルがイネーブルで
あれば、FCoE アップリンク ポート チャネルは引き続きユニファイド アップリンク ポート
チャネルで正常に動作することができます。

ユニファイド アップリンク ポート チャネルの設定
ユニファイド アップリンク ポート チャネルを設定するには、ユニファイド ポート チャネルと
して既存の FCoE アップリンク ポート チャネルを変換します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-uplink

イーサネット アップリンク モードを開
始します。

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

指定されたファブリックのイーサネット
アップリンク ファブリック モードを開
始します。

ステップ 3 UCS-A /eth-uplink/fabric # create
port-channel ID

指定したイーサネット アップリンク
ポートのポートチャネルを作成します。

ステップ 4 UCS-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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。
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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 #

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

スケーラビリティ ポートの設定
スケーラビリティ ポートにポート、ポート チャネル メンバー、または SPAN メンバーを設定
するには、スケーラビリティ ポートに移動してから、標準ユニファイド ポート用の手順を実
行します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始しま
す。

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

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。

ステップ 3 UCS-A /eth-server/fabric # scope
aggr-interface slot-num port-num

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。

ステップ 4 UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface #
show interface

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。

ステップ 5 UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface #
create interface slot-num port-num

指定されたイーサネット サーバ ポート
のインターフェイスを作成します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6 UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、ファブリック A スケーラビリティ ポートのイーサネット サーバ ポート 3
にインターフェイスを作成し、トランザクションをコミットする方法を示しています。
UCS-A# scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope fabric a
UCS-A /eth-server/fabric # scope aggr-interface 1 5
UCS-A /eth-server/fabric/aggr-interface # show interface
Interface:
Slot Id Aggr-Port ID Port Id
------- ------------ -------1
5
1
1
5
2
1
5
3
1
5
4

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

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

State Reason
------------

Administratively Down
Administratively Down

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

アプライアンス ポート
アプライアンス ポートは、直接接続された NFS ストレージにファブリック インターコネクト
を接続する目的のみに使用されます。

（注）

ダウンロードするファームウェア実行可能ファイルの名前。したがって、新しい VLAN に設
定されたアプライアンス ポートは、ピン接続エラーにより、デフォルトで停止したままなりま
す。これらのアプライアンス ポートを起動するには、同じ IEEE VLAN ID を使用して LAN ク
ラウドで VLAN を設定する必要があります。
Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトごとに最大 4 つのアプライアンス ポー
トをサポートします。

アプライアンス ポートの設定
アプライアンス ポートは、固定モジュールと拡張モジュールのどちらにも設定できます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始
します。

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

指定したファブリックのイーサネット
ストレージ モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # create
interface slot-num port-num

指定されたアプライアンス ポートのイ
ンターフェイスを作成します。

ステップ 4 （任意） UCS-A
ポート モードがアクセスとトランクの
/eth-storage/fabric/interface # set portmode どちらであるかを指定します。デフォル
{access | trunk}
トで、モードはトランクに設定されま
す。
（注）

アプリケーション ポートで
アップリンク ポートをトラ
バースする必要がある場合、
LAN クラウドでこのポートに
よって使用される各 VLAN も
定義する必要があります。た
とえば、ストレージが他の
サーバでも使用される場合
や、プライマリ ファブリック
インターコネクトのストレー
ジ コントローラに障害が発生
したときにトラフィックがセ
カンダリ ファブリック イン
ターコネクトに確実にフェー
ルオーバーされるようにする
必要がある場合は、トラ
フィックでアップリンク ポー
トをトラバースする必要があ
ります。

ステップ 5 （任意） UCS-A
/eth-storage/fabric/interface # set
pingroupname pin-group name

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。

ステップ 6 （任意） UCS-A
/eth-storage/fabric/interface # set prio
sys-class-name

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。
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目的
sys-class-name 引数には、次のいずれか
のクラス キーワードを指定できます。
• [Fc]：vHBA トラフィックだけを制
御する QoS ポリシーにこのプライ
オリティを使用します。
• [Platinum]：vNIC トラフィックだけ
を制御する QoS ポリシーにこのプ
ライオリティを使用します。
• [Gold]：vNIC トラフィックだけを
制御する QoS ポリシーにこのプラ
イオリティを使用します。
• [Silver]：vNIC トラフィックだけを
制御する QoS ポリシーにこのプラ
イオリティを使用します。
• [Bronze]：vNIC トラフィックだけを
制御する QoS ポリシーにこのプラ
イオリティを使用します。
• [Best Effort]：このプライオリティ
を使用しないでください。ベーシッ
ク イーサネット トラフィック レー
ンのために予約されています。この
優先順位を QoS ポリシーに割り当
てて、別のシステム クラスを CoS
0 に設定した場合、Cisco UCS
Manager はこのシステム クラスのデ
フォルトを使用しません。そのトラ
フィックの CoS 0 でプライオリティ
がデフォルトに戻ります。

ステップ 7 （任意） UCS-A
/eth-storage/fabric/interface # set
adminspeed {10gbps | 1 gbps}

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。

ステップ 8 UCS-A /eth-storage/fabric/interface #
commit buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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
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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 #

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

アプライアンス ポートまたはアプライアンス ポート チャネルへの宛
先 MAC アドレスの割り当て
次の手順は、アプライアンス ポートに宛先 MAC アドレスを割り当てます。アプライアンス
ポート チャネルに宛先 MAC アドレスを割り当てるには、インターフェイスではなくポート
チャネルにスコープを設定します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始
します。

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

指定したファブリックのイーサネット
ストレージ モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # scope interface 指定したインターフェイスのイーサネッ
slot-id port-id
ト インターフェイス モードを開始しま
す。
（注）

アプライアンス ポート チャネ
ルに宛先 MAC アドレスを割
り当てるには、 scope
port-channel コマンドを scope
interface の代わりに使用しま
す。

ステップ 4 UCS-A /eth-storage/fabric/interface # create 指定された MAC アドレス ターゲットの
eth-target eth-target name
名前を指定します。
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目的

ステップ 5 UCS-A
MAC アドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn 形式
/eth-storage/fabric/interface/eth-target # set で指定します。
mac-address mac-address

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

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。

ステップ 2 UCS-A/eth-storage# create vlan vlan-name ネームド VLAN を作成し、VLAN 名と
vlan-id
VLAN ID を指定し、イーサネット スト
レージ VLAN モードを開始します。
ステップ 3 UCS-A/eth-storage/vlan# set sharing
primary

変更を保存します。

ステップ 4 UCS-A/eth-storage/vlan# commit buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 5 UCS-A/eth-storage# create vlan vlan-name ネームド VLAN を作成して、VLAN 名
vlan-id
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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6 UCS-A/eth-storage/vlan# set sharing
community

目的
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。

ステップ 7 UCS-A/eth-storage/vlan# set pubnwname このセカンダリ VLAN に関連付けられ
primary vlan-name
ているプライマリVLANを指定します。
ステップ 8 UCS-A/eth-storage/vlan# commit buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始
します。

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

指定したイーサネット ストレージ ファ
ブリックインターコネクトのファブリッ
ク インターコネクト モードを開始しま
す。

ステップ 3 UCS-A/eth-storage/fabric# create interface 指定されたイーサネット サーバ ポート
slot-num port-num
のインターフェイスを作成します。
ステップ 4 UCS-A/eth-storage/fabric/interface# exit

インターフェイスを終了します。
（注）

ステップ 5 UCS-A/eth-storage/fabric# exit

VLAN との関連付けの後、ト
ランザクションをコミットす
ることを確認します。

ファブリックを終了します。
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目的

ステップ 6 UCS-A/eth-storage# scope vlan vlan-name 指定された VLAN を入力します。
（注）

コミュニティ VLAN がアプラ
イアンスのクラウドで作成さ
れていることを確認します。

ステップ 7 UCS-A/eth-storage/vlan# create
member-port fabric slot-num port-num

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。

ステップ 8 UCS-A/eth-storage/vlan/member-port#
commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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

アプライアンス ポートの設定解除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A # scope eth-storage

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。

ステップ 2 UCS-A /eth-storage # scope fabric {a | b} 指定したファブリックのイーサネット
ストレージ モードを開始します。
ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # delete
eth-interface slot-num port-num

指定したアプライアンス ポートのイン
ターフェイスを削除します。

ステップ 4 UCS-A /eth-storage/fabric # commit-buffer トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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例
次に、ファブリック B のスロット 2 のアプライアンス ポート 3 を設定解除し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric b
UCS-A /eth-storage/fabric # delete eth-interface 2 3
UCS-A /eth-storage/fabric* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric #

FCoE アップリンク ポート
FCoE アップリンク ポートは、FCoE トラフィックの伝送に使用される、ファブリック インター
コネクトとアップストリーム イーサネット スイッチ間の物理イーサネット インターフェイス
です。このサポートにより、同じ物理イーサネット ポートで、イーサネット トラフィックと
ファイバ チャネル トラフィックの両方を伝送できます。
FCoE アップリンク ポートはファイバ チャネル トラフィック用の FCoE プロトコルを使用して
アップストリーム イーサネット スイッチに接続します。これにより、ファイバ チャネル トラ
フィックとイーサネット トラフィックの両方が同じ物理イーサネット リンクに流れることが
できます。

（注）

FCoE アップリンクとユニファイド アップリンクは、ユニファイド ファブリックをディストリ
ビューション レイヤ スイッチまで拡張することによりマルチホップ FCoE 機能を有効にしま
す。
次のいずれかと同じイーサネット ポートを設定できます。
• [FCoE uplink port]：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。
• [Uplink port]：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。
• [Unified uplink port]：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
記載されているすべてのポート タイプは、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。これに含まれるサーバ ポートは、6100 シリーズ ファブリック インターコネクト拡
張モジュールでは設定できませんが、6200 シリーズ ファブリック インターコネクト拡張モ
ジュールでは設定できます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

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

特定のファブリックに対して FC - アッ
プリンク モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoeinterface slot-numberport-number

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。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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 #

FCoE アップリンク ポートの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

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

特定のファブリックに対して FC - アッ
プリンク モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # show
fcoeinterface

使用可能なインターフェイスを一覧表示
します。

例
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
FCoE Interface:
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Slot Id
Port Id
Admin State Operational State Operational State Reason Li
c State
Grace Prd
---------- ---------- ----------- ----------------- ------------------------- ------------------- --------1
26 Enabled
Indeterminate
Li
cense Ok
0
Fcoe Member Port:
Port-channel Slot Port Oper State
------------ ----- ----- --------------1
1
10 Sfp Not Present
1
1
3 Sfp Not Present
1
1
4 Sfp Not Present
1
1
6 Sfp Not Present
1
1
8 Sfp Not Present
2
1
7 Sfp Not Present
UCS-A /fc-uplink/fabric #

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

FCoE アップリンク ポートの設定解除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

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

特定のファブリックに対して FC - アッ
プリンク モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
fcoeinterface slot-numberport-number

指定したインターフェイスを削除しま
す。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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 #
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FCoE およびファイバ チャネル ストレージ ポート
ファイバ チャネル ストレージまたは FCoE ポートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-storage

ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

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

指定したファブリックのファイバ チャ
ネル ストレージ モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-storage/fabric # create interface 指定されたファイバ チャネル ストレー
{fc | fcoe} slot-num port-num
ジ ポートのインターフェイスを作成し
ます。
ステップ 4 UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer トランザクションをコミットします。

例
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

次のタスク
VSAN を割り当てます。

ファイバ チャネル ストレージまたは FCoE ポートの設定解除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-storage

ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

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

指定したファブリックのファイバ チャ
ネル ストレージ モードを開始します。
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SAN ポートおよびポート チャネル
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

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 UCS-A /fc-storage/fabric # delete interface 指定したファイバ チャネル ストレージ
{fc | fcoe} slot-num port-num
ポートまたは FCoE ストレージ ポート
のインターフェイスを削除します。
ステップ 4 UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer トランザクションをコミットします。

例
次に、ファブリック A のスロット 2 のファイバ チャネル ストレージ ポート 10 を設定
解除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # scope fabric a
UCS-A /fc-storage/fabric* # delete interface fc 2 10
UCS-A /fc-storage/fabric # commit-buffer

アップリンク ファイバ チャネル ポートへのファイバ チャネル スト
レージ ポートの復元
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

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

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。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # create interface 指定したファイバ チャネル アップリン
slot-num port-num
ク ポートのインターフェイスを作成し
ます。
ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric # commit-buffer

トランザクションをコミットします。

例
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。

アプライアンス ポート チャネルの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope eth-storage

イーサネット ストレージ モードを開始
します。

ステップ 2

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

指定したファブリックのイーサネット
ストレージ ファブリック モードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /eth-storage/fabric # create
port-channel ポート番号

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。

ステップ 4

（任意） UCS-A
ポート チャネルの管理状態をイネーブ
/eth-storage/fabric/port-channel # {enable ルまたはディセーブルにします。ポー
| disable}
ト チャネルは、デフォルトではディ
セーブルです。

ステップ 5

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

ステップ 6

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

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。

ステップ 7

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

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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

（任意） UCS-A
アプライアンス ポートに QoS クラスを
/eth-storage/fabric/port-channel # set prio 指定します。デフォルトでは、プライ
sys-class-name
オリティは best-effort に設定されます。
sys-class-name 引数には、次のいずれか
のクラス キーワードを指定できます。
• [Fc]：vHBA トラフィックだけを制
御する QoS ポリシーにこのプライ
オリティを使用します。
• [Platinum]：vNIC トラフィックだ
けを制御する QoS ポリシーにこの
プライオリティを使用します。
• [Gold]：vNIC トラフィックだけを
制御する QoS ポリシーにこのプラ
イオリティを使用します。
• [Silver]：vNIC トラフィックだけを
制御する QoS ポリシーにこのプラ
イオリティを使用します。
• [Bronze]：vNIC トラフィックだけ
を制御する QoS ポリシーにこのプ
ライオリティを使用します。
• [Best Effort]：このプライオリティ
を使用しないでください。 ベー
シック イーサネット トラフィック
レーンのために予約されていま
す。この優先順位を QoS ポリシー
に割り当てて、別のシステム クラ
スを CoS 0 に設定した場合、Cisco
UCS Manager はこのシステム クラ
スのデフォルトを使用しません。
そのトラフィックの CoS 0 でプラ
イオリティがデフォルトに戻りま
す。

ステップ 9

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

ステップ 10

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

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。
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例
次の例は、ファブリック A のポート 13 にポート チャネルを作成し、トランザクショ
ンをコミットします。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # create port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set pingroupname pingroup1
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set portmode access
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set prio fc
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # set speed 2gbps
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンス ポート チャネルの設定解除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。

ステップ 2 UCS-A /eth-storage # scope fabric {a | b 指定したファブリックのイーサネット
}
ストレージ ファブリック モードを開始
します。
ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # delete
port-channel ポート番号

指定したイーサネット ストレージ ポー
トからポート チャネルを削除します。

ステップ 4 UCS-A /eth-storage/fabric # commit-buffer トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
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 #
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アプライアンス ポート チャネルのイネーブル化またはディセーブル
化
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。

ステップ 2 UCS-A /eth-storage # scope fabric {a | b 指定したファブリックのイーサネット
}
ストレージ モードを開始します。
ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel port-chan-name

イーサネット ストレージ ポート チャネ
ル モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
{enable | disable }

ポート チャネルの管理状態をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。ポート
チャネルは、デフォルトではディセーブ
ルです。

ステップ 5 UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ファブリック A のポート チャネル 13 を有効にし、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンス ポート チャネルへのメンバ ポートの追加
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 UCS-A /eth-storage # scope fabric {a | b 指定したファブリックのイーサネット
}
ストレージ ファブリック モードを開始
します。
ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel ポート番号

指定されたポートチャネルのイーサネッ
ト ストレージ ファブリック ポート チャ
ネル モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
create member-port slot-num port-num

ポート チャネルから指定されたメンバ
ポートを作成し、イーサネットストレー
ジ ファブリック ポート チャネルのメン
バ ポート モードを開始します。

ステップ 5 UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、スロット 1、ポート 7 のメンバ ポートをファブリック A のポート 13 のポー
ト チャネルに追加し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # create member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

アプライアンス ポート チャネルからのメンバ ポートの削除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope eth-storage

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。

ステップ 2 UCS-A /eth-storage # scope fabric {a | b 指定したファブリックのイーサネット
}
ストレージ ファブリック モードを開始
します。
ステップ 3 UCS-A /eth-storage/fabric # scope
port-channel ポート番号
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
delete member-port slot-num port-num

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。

ステップ 5 UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、ファブリック A のポート 13 のポート チャネルからメンバ ポートを削除
し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope eth-storage
UCS-A /eth-storage # scope fabric a
UCS-A /eth-storage/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel # delete member-port 1 7
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /eth-storage/fabric/port-channel #

ファイバ チャネル ポート チャネル
ファイバ チャネル ポート チャネルによって、複数の物理ファイバ チャネル ポートをグループ
化して（リンク集約）、1 つの論理ファイバ チャネル リンクを作成し、耐障害性と高速接続性
を提供することができます。Cisco UCS Manager では、先にポート チャネルを作成してから、
そのポート チャネルにファイバ チャネル ポートを追加します。

（注）

ファイバ チャネル ポートのチャネルは、シスコ以外のテクノロジーとの互換性がありません。
Cisco UCS 6200、6300シリーズファブリックインターコネクトでは、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 ドメインには、Cisco UCS 6324 シリーズのファブリック インターコネクトを使用
して、最大 2 つのファイバ チャネル ポートのチャネルを作成できます。各ファイバ チャネル
ポート チャネルには、最大 4 つのアップリンク ファイバ チャネル ポートを含めることができ
ます。
アップストリーム NPIV スイッチ上のファイバ チャネル ポート チャネルのチャネル モードが
アクティブに設定されていることを確認してください。メンバー ポートとピア ポートに同じ
チャネル モードが設定されていない場合、ポート チャネルはアップ状態になりません。チャ
ネル モードがアクティブに設定されている場合、ピア ポートのチャネル グループ モードに関
係なく、メンバー ポートはピア ポートとのポート チャネル プロトコル ネゴシエーションを開
始します。チャネル グループで設定されているピア ポートがポート チャネル プロトコルをサ
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ポートしていない場合、またはネゴシエーション不可能なステータスを返す場合、デフォルト
でオン モードの動作に設定されます。アクティブ ポート チャネル モードでは、各端でポート
チャネル メンバー ポートを明示的にイネーブルおよびディセーブルに設定することなく自動
リカバリが可能です。
この例は、チャネル モードをアクティブに設定する方法を示しています。
switch(config)# int po114
switch(config-if)# channel mode active

ファイバ チャネル ポート チャネルの設定
（注）

2 つのファイバ チャネル ポート チャネルに接続する場合、両方のポート チャネルの管理速度
が、使用するリンクに一致している必要があります。いずれかまたは両方のファイバ チャネル
ポート チャネルの管理速度が自動に設定されている場合、Cisco UCSが管理速度を自動的に調
整します。

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

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b } 指定したファブリックのファイバ チャ
ネル アップリンク ファブリック モード
を開始します。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel ポート番号

指定されたファイバ チャネル アップリ
ンク ポートのポート チャネルを作成
し、ファイバ チャネル アップリンク
ファブリック ポート チャネル モードを
開始します。

ステップ 4 （任意） UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel # {enable |
disable}

ポート チャネルの管理状態をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。ポート
チャネルは、デフォルトではディセーブ
ルです。

ステップ 5 （任意） UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel # set name
ポート チャネル名

ポート チャネルの名前を指定します。

ステップ 6 （任意） UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel # set speed
{1gbps | 2gbps | 4gbps | 8gbps | auto}

ポート チャネルの速度を指定します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 7 UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

目的
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

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

ファイバ チャネル ポート チャネルの設定解除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b } 指定したファブリックのファイバ チャ
ネル アップリンク ファブリック モード
を開始します。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # delete
port-channel ポート番号

指定したファイバ チャネル アップリン
ク ポートのポート チャネルを削除しま
す。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric # commit-buffer トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ファブリック A のポート チャネル 13 を設定解除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete port-channel 13

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
49

SAN ポートおよびポート チャネル
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UCS-A /fc-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric #

アップストリーム NPIV のファイバ チャネル ポート チャネルへのチャ
ネル モード アクティブの追加
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b } 指定したファブリックのファイバ チャ
ネル アップリンク ファブリック モード
を開始します。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # create
port-channel ポート番号

指定されたファイバ チャネル アップリ
ンク ポートのポート チャネルを作成
し、ファイバ チャネル アップリンク
ファブリック ポート チャネル モードを
開始します。

ステップ 4 （任意） UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel # {enable |
disable}

ポート チャネルの管理状態をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。ポート
チャネルは、デフォルトではディセーブ
ルです。

ステップ 5 （任意） UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel # set name
ポート チャネル名

ポート チャネルの名前を指定します。

ステップ 6 （任意） UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel # scope
ポート チャネル名

ポート チャネルの名前を指定します。

ステップ 7 （任意） UCS-A
/fc-uplink/fabric/port-channel # channel
mode {active}

アップストリーム NPIV スイッチのチャ
ネルモードを有効にします。

ステップ 8 UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、チャネルモードをアクティブにする例を示します。
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UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # set name portchan13a
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # channel mode active
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel # exit
UCS-A /fc-uplink/fabric/ # show port-channel database
portchan13a
Administrative channel mode is active
Operational channel mode is active
UCS-A /fc-uplink/fabric/ #

ファイバ チャネル ポート チャネルのイネーブル化またはディセーブ
ル化
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b } 指定したファブリックでファイバ チャ
ネル アップリンク モードを開始しま
す。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel ポート チャネル名

ファイバ チャネル アップリンク ポート
チャネル モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
{enable | disable }

ポート チャネルの管理状態をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。ポート
チャネルは、デフォルトではディセーブ
ルです。

例
次に、ファブリック A のポート チャネル 13 を有効にし、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # enable
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
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ファイバ チャネル ポート チャネルへのメンバ ポートの追加
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b } 指定したファブリックのファイバ チャ
ネル アップリンク ファブリック モード
を開始します。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel ポート番号

指定されたポート チャネルのファイバ
チャネル アップリンク ファブリック
ポート チャネル モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
create member-port slot-num port-num

ポート チャネルから指定されたメンバ
ポートを作成し、ファイバ チャネル
アップリンク ファブリック ポート チャ
ネル メンバ ポート モードを開始しま
す。

ステップ 5 UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、スロット 1、ポート 7 のメンバ ポートをファブリック A のポート チャネル
13 に追加し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

ファイバ チャネル ポート チャネルからのメンバ ポートの削除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink
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コマンドまたはアクション

目的

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

指定したファブリックのファイバ チャ
ネル アップリンク ファブリック モード
を開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
port-channel ポート番号

指定されたポート チャネルのファイバ
チャネル アップリンク ファブリック
ポート チャネル モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
delete member-port slot-num port-num

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。

ステップ 5 UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、ファブリック A ポート チャネル 13 からメンバ ポートを削除し、トランザ
クションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # delete member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/port-channel #

FCoE ポート チャネル数
FCoE ポート チャネルでは、複数の物理 FCoE ポートをグループ化して 1 つの論理 FCoE ポー
ト チャネルを作成できます。物理レベルでは、FCoE ポート チャネルは FCoE トラフィックを
イーサネット ポート チャネル経由で転送します。したがって、一連のメンバから構成される
FCoE ポート チャネルは基本的に同じメンバから構成されるイーサネット ポート チャネルで
す。このイーサネット ポート チャネルは、FCoE トラフィック用の物理トランスポートとして
使用されます。
各 FCoE ポート チャネルに対し、 Cisco UCS Manager は VFC を内部的に作成し、イーサネッ
ト ポート チャネルにバインドします。ホストから受信した FCoE トラフィックは、FCoE トラ
フィックがファイバ 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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

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

特定のファブリックに対して FC - アッ
プリンク モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # create
fcoe-port-channel number

指定した FCoE アップリンク ポートの
ポート チャネルを作成します。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/fabricinterface #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ファブリック A のスロット 4 で FCoE アップリンク ポート 1 のインターフェイ
スを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create fcoe-port-channel 4
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

FCoE アップリンク ポート チャネルへのメンバ ポートの追加
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b } 指定したファブリックのファイバ チャ
ネル アップリンク ファブリック モード
を開始します。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # scope
fcoe-port-channel ID

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。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel ポート チャネルから指定されたメンバ
# create member-port スロット番号
ポートを作成し、FCoE アップリンク
ポート番号
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コマンドまたはアクション

目的
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。
（注）

FCoE アップリンク ポート
チャネルが、ユニファイド
アップリンク ポート チャネル
である場合、次のメッセージ
が表示されます。
警告: これがユニファイド ポー
ト チャネルの場合、メンバは
同じ ID のイーサネット ポー
ト チャネルにも追加されま
す。

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

例
次の例では、スロット 1、ポート 7 のメンバ ポートをファブリック A の FCoE ポート
チャネル 13 に追加し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope fcoe-port-channel 13
UCS-A /fc-uplink/fabric # create member-port 1 7
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/fcoe-port-channel #

アダプタ ポート チャネル
アダプタ ポート チャネルは、Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）から I/O へのす
べての物理リンクを 1 つの論理リンクにグループ化します。
アダプタ ポート チャネルは、正しいハードウェアの存在を検出したときに Cisco UCS Manager
によって内部的に作成また管理されます。アダプタ ポート チャネルの手動設定はできません。
アダプタ ポート チャネルは、Cisco UCS Manager GUI または Cisco UCS Manager CLI を使用し
て表示可能です。
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アダプタ ポート チャネルの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

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

指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

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

指定した IOM でシャーシ IOM モードを
開始します。

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

指定したポート グループでポート グ
ループ モードを開始します。

ステップ 4 UCS A/chassis/iom/port グループ # show
host-port-channel [detail |expand]

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。

例
次に、ポート グループ モードでホスト ポート チャネルに関する情報を表示する例を
示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

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

Host Port channel:
Port Channel Id Fabric ID Oper State
State Reason
--------------- --------- ---------------- -----------1289 B
Up
1290 B
Up
1306 B
Up
1307 B
Up
1309 B
Up
1315 B
Up
UCS-A /chassis/iom/port group #

イベント検出とアクション
Cisco UCS Manager は、I/O モジュール（IOM）からファブリック インターコネクトに接続さ
れたネットワーク インターフェイスにエラーが発生した場合にアラームを監視およびトリガー
する統計情報収集ポリシーを使用します。
ネットワーク インターフェイス ポートのエラー統計情報は NiErrStats と呼ばれ、次のエラーで
構成されています。
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（注）

NiErrStats のエラー名

説明

frameTx

TX_FRM_ERRORのカウンタ値を収集します。

tooLong

RX_TOOLONG のカウンタ値を収集します。

tooShort

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

Crc

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

inRange

RX_INRANGEERR のカウンタ値を収集しま
す。

ネットワーク インターフェイス ポートの統計情報はアクティブ ポートからのみ収集され、そ
の統計情報は Cisco UCS Manager に送信されます。

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。

しきい値定義の作成
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A # scope eth-server

目的
イーサネット ストレージ モードを開始
します。
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コマンドまたはアクション

目的

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

統計情報しきい値ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3 UCSA/eth-server/stats-threshold-policy #
create class class-name

指定された統計情報しきい値ポリシー
クラスを作成し、組織統計情報しきい値
ポリシー クラス モードを開始します。
使用可能なクラス名キーワードのリスト
を表示するには、 create class ? コマン
ドを組織しきい値ポリシー モードで入
力します。

ステップ 4 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class 指定された統計情報しきい値ポリシー
# create property プロパティ名
クラス プロパティを作成し、組織統計
情報しきい値ポリシー クラス プロパ
ティ モードを開始します。使用可能な
プロパティ名キーワードのリストを表示
するには、 create property ? コマンドを
組織しきい値ポリシー モードで入力し
ます。
ステップ 5 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property クラス プロパティに通常値を指定しま
# set normal-value value
す。value の形式は、設定しているクラ
ス プロパティによって異なる場合があ
ります。必要な形式を確認するには、
set normal-value ? コマンドを組織統計
情報しきい値ポリシー クラス プロパ
ティ モードで入力します。
ステップ 6 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property クラス プロパティに、指定したしきい
# create threshold-value {above-normal | 値を作成し、組織統計情報しきい値ポリ
below-normal} {cleared | condition | critical シー クラス プロパティしきい値モード
| info | major | minor | warning}
を開始します。
ステップ 7 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value 降格および昇格のクラス プロパティし
# set {deescalating | escalating} 値
きい値を指定します。value の形式は、
設定されているクラス プロパティしき
い値によって異なる場合があります。必
要な形式を確認するには、set
deescalating ? または set escalating ? コ
マンドを組織統計情報しきい値ポリシー
クラス プロパティ モードで入力しま
す。
ステップ 8 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
58

SAN ポートおよびポート チャネル
ファブリック インターコネクト ポートにエラー無効を設定

例
次に、しきい値定義を作成する例を示します。
UCS-A # scope eth-server
UCS-A /eth-server # scope stats-threshold-policy default
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class ni-ether-error-stats
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # create property crc-delta
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 0
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value
above-normal major
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating
5
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set deescalating
3
UCS-A /eth-server/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer

ファブリック インターコネクト ポートにエラー無効を設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope eth-server

イーサネット ストレージ モードを開始
します。

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

統計情報しきい値ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3 UCSA/eth-server/stats-threshold-policy #
scope class クラス名

指定した統計情報しきい値ポリシー ク
ラスの組織統計情報しきい値ポリシー
クラス モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class 指定した統計情報しきい値ポリシー ク
# scope property プロパティ名
ラス プロパティの組織統計情報しきい
値ポリシー クラス プロパティ モードを
開始します。
ステップ 5 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property クラス プロパティにエラー ディセーブ
# set error-disable-fi-port {yes | no}
ル化ステータスを指定します。
クラス プロパティのエラー ディセーブ
ル化を無効にするには、no オプション
を使用します。
ステップ 6 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property* トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。
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例
次の例は、FI ポートでエラー ディセーブル化を有効にする方法を示しています。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope eth-server
/eth-server # scope stats-threshold-policy default
/eth-server/stats-threshold-policy # scope class ni-ether-error-stats
/eth-server/stats-threshold-policy/class # scope property crc-delta
/eth-server/stats-threshold-policy/class/property # set error-disable-fi-port yes
/eth-server/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer

ファブリック インターコネクト ポートに自動リカバリを設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope eth-server

イーサネット ストレージ モードを開始
します。

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

統計情報しきい値ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3 UCSA/eth-server/stats-threshold-policy #
scope class クラス名

指定した統計情報しきい値ポリシー ク
ラスの組織統計情報しきい値ポリシー
クラス モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class 指定した統計情報しきい値ポリシー ク
# scope property プロパティ名
ラス プロパティの組織統計情報しきい
値ポリシー クラス プロパティ モードを
開始します。
ステップ 5 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property クラス プロパティに自動リカバリ ス
# set auto-recovery {enabled | disabled} テータスを指定します。
クラスプロパティの自動リカバリをディ
セーブルにするには、disabled オプショ
ンを使用します。
ステップ 6 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property* ポートが自動的に再びイネーブルになる
# set auto-recovery-time 時間
までの時間（分単位）を指定します。自
動リカバリの時間は、0 ～ 4294967295
分の間で変更できます。
ステップ 7 UCS-A/eth-server/stats-threshold-policy/class/property* トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。
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例
次の例は、FI ポートに自動リカバリを設定する方法を示しています。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

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

ネットワーク インターフェイス ポートのエラー カウンタの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope chassis シャーシ番号

指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

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

指定した IOM でシャーシ IOM モードを
開始します。

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

ネットワーク インターフェイス ポート
を入力します。

ステップ 4 UCS-A/chassis/iom/port-group # scope
fabric-if fabric-if number

指定されたネットワーク インターフェ
イスのポート番号を入力します。

ステップ 5 UCS-A/chassis/iom/port-group/fabric-if #
show stats

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。

例
次の例は、ネットワーク インターフェイス ポートの統計情報を表示する方法を示して
います。
UCS-A # scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope iom a
UCS-A/chassis/iom # scope port-group fabric
UCS-A/chassis/iom/port-group # scope faric-if 1
UCS-A/chassis/iom/port-group/fabric-if # show stats
NI Ether Error Stats:
Time Collected: 2014-08-20T15:37:24:688
Monitored Object: sys/chassis-1/slot-1/fabric/port-1/ni-err-stats
Suspect: Yes
Crc (errors): 5000
Frame Tx (errors): 0
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Too Long (errors): 0
Too Short (errors): 0
In Range (errors): 0
Thresholded: 0

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。
• 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）
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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。
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 つのチップによって管理される一連のポートに接続されると、Cisco UCS Managerはシャーシ
内のブレードで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 2 : ファブリック ポート チャネルのポート グループ

注意

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

注意

2 つのファブリック ポートチャネル ポート グループにシャーシをリンクした場合は、手動で
確認応答しない限り、VIF ネームスペースは影響を受けません。その結果、VIF ネームスペー
スは、2 つのファブリック ポート チャネル ポート グループの使用量（63 または 118 VIF）の
うち、より少ないサイズに自動的に設定されます。
高可用性クラスタモード アプリケーションの場合は、対称的な配線構成にすることを強く推奨
めします。ケーブル接続が非対称の場合、使用可能な VIF の最大数は 2 つのケーブル設定より
小さくなります。
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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。

ファブリック ポート チャネルの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope eth-server

イーサネット サーバ モードを開始しま
す。

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

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。

ステップ 3 UCS-A /eth-server/fabric # show
fabric-port-channel [detail | expand]

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。

例
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
--------------- ---------- ----------- ---------------- -----------1025 1
Enabled
Failed
No operational members
1026 2
Enabled
Up
UCS-A /eth-server/fabric #

ファブリック ポート チャネル メンバー ポートのイネーブル化または
ディセーブル化
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope eth-server
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コマンドまたはアクション
ステップ 2 UCS-A /eth-server # scope fabric {a | b}

目的
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。

ステップ 3 UCS-A /eth-server/fabric # scope
指定したファブリックでイーサネット
fabric-port-channel ポート チャネル ID サーバ ファブリック、ファブリック
ポート チャネル モードを開始します。
ステップ 4 UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel 指定したメンバー ポートでイーサネッ
# scope member-port スロット ID ポー ト サーバ ファブリック、ファブリック
ト ID
ポート チャネル モードを開始します。
ステップ 5 UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel 指定したメンバ ポートをイネーブルま
# {enable | disable}
たはディセーブルにします。
ステップ 6 UCS-A /eth-server/fabric/fabric-port-channel トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

例
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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• 1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能な VSAN からの管理対象外ゾーンの
削除 （78 ページ）
• ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーの設定 （79 ページ）

ファイバ チャネル ゾーン分割に関する情報
ファイバ チャネル ゾーン分割によって、ファイバ チャネル ファブリックを 1 つ以上のゾーン
に区切ることができます。各ゾーンでは、VSAN で相互通信できるファイバ チャネル イニシ
エータとファイバ チャネル ターゲットのセットが定義されます。ゾーン分割により、ホスト
とストレージ デバイスまたはユーザ グループ間のアクセス制御を設定することができます。
ゾーン分割がもたらすアクセス制御とデータ トラフィック制御によって以下が可能になりま
す。
• SAN ネットワーク セキュリティの強化
• データ損失や破損の防止
• パフォーマンス問題の軽減
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ゾーンに関する情報
ゾーンは複数のゾーン メンバから構成されており、次のような特性を備えています。
• ゾーンのメンバ同士はアクセスできますが、異なるゾーンのメンバ同士はアクセスできま
せん。
• ゾーンのサイズを変更できます。
• デバイスは複数のゾーンに所属できます。
• 1 つの物理ファブリックに最大 8,000 ゾーンを収容できます。

ゾーン セットに関する情報
各ゾーン セットは、1 つまたは複数のゾーンから構成されます。ゾーン セットを使用して、
ファイバ チャネル ファブリック内でアクセス制御を実行することができます。また、ゾーン
セットには次のような利点があります。
• アクティブにできるのは、常に 1 つのゾーン セットだけです。
• ゾーン セット内のすべてのゾーンは、ファブリック内のスイッチ全体で単一のエンティ
ティとしてアクティブまたは非アクティブにできます。
• ゾーン セットへの変更は、ゾーン セットがアクティブになるまで適用されません。アク
ティブなゾーン セットに変更を加える場合は、変更を適用するためにそのゾーン セット
を再アクティブ化する必要があります。
• 1 つのゾーンを 複数のゾーン セットのメンバにできます。
• ゾーン内の各スイッチは最大 500 のゾーン セットを持つことができます。

Cisco UCS Manager でのファイバ チャネル ゾーン分割の
サポート
Cisco UCS Manager は、スイッチベースのファイバ チャネル ゾーン分割と Cisco UCS Manager
ベースのファイバ チャネル ゾーン分割をサポートしています。同じ Cisco UCS ドメイン 内で
はゾーン分割タイプを組み合わせて設定できません。次のゾーン分割タイプのいずれかを使っ
て Cisco UCS ドメイン を設定できます。
• Cisco UCS Manager-ベースのファイバ チャネル ゾーン分割：この設定は、直接接続スト
レージとローカル ゾーン分割の組み合わせです。ファイバ チャネルまたは FCoE のスト
レージはファブリック インターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、Cisco UCS ロー
カル ゾーン分割を使用して Cisco UCS Manager で実行されます。既存のファイバ チャネル
または FCoE アップリンク接続を無効にする必要があります。 Cisco UCS は、UCS ローカ

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
68

ファイバ チャネルのゾーン分割
Cisco UCS Manager-ベースのファイバ チャネル ゾーン分割

ル ゾーン分割機能の使用と共存するアクティブなファイバ チャネルまたは FCoE アップ
リンク接続を現在サポートしていません。
• スイッチベースのファイバ チャネル ゾーン分割：この設定は、直接接続ストレージとアッ
プリンク ゾーン分割の組み合わせです。ファイバ チャネルまたは FCoE のストレージは
ファブリック インターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、MDS または Nexus 5000
スイッチを介して Cisco UCS ドメイン の外部から実行されます。この設定では、Cisco UCS
ドメイン でのローカル ゾーン分割はサポートされません。

（注）

ゾーン分割は VSAN 単位で設定されます。ファブリック レベルでゾーン分割を有効にするこ
とはできません。

Cisco UCS Manager-ベースのファイバ チャネル ゾーン分割
With Cisco UCS Manager-ベースのゾーン分割の場合、Cisco UCS Managerは、このタイプのゾー
ン分割で設定されたすべての VSAN のゾーンの作成やアクティブ化など、Cisco UCS ドメイン
のファイバ チャネル ゾーン分割の設定を制御します。このタイプのゾーン分割は、ローカル
ゾーン分割、または直接接続ストレージとローカル ゾーン分割の組み合わせとも呼ばれます。

（注）

VSAN がアップストリーム スイッチの VSAN と通信するよう設定され、ファイバ チャネル
ポートまたは FCoE アップリンク ポートを含んでいる場合は、 Cisco UCS Manager-ベースの
ゾーン分割を実行できません。

サポートされているファイバ チャネル ゾーン分割モード
Cisco UCS Manager-ベースのゾーン分割は、次のタイプのゾーン分割をサポートしています。
• [Single initiator single target] :Cisco UCS Manager は、vHBA とストレージ ポートのペアごと
に、ゾーンを 1 つ自動的に作成します。各ゾーンには 2 つのメンバが含まれます。ゾーン
の数がサポートされている最大値を超えると予想される場合を除いて、このタイプのゾー
ン分割を設定することを推奨します。
• [Single initiator multiple targets]:Cisco UCS Manager は、vHBA ごとにゾーンを 1 つ自動的に
作成します。ゾーンの数がサポートされている最大値に到達またはそれを超えると予想さ
れる場合は、このタイプのゾーン分割を設定することを推奨します。

vHBA イニシエータ グループ
vHBA イニシエータ グループによって、サービス プロファイル内のすべての vHBA のファイ
バ チャネル ゾーン分割設定を決定します。 Cisco UCS Manager には、デフォルトの vHBA イ
ニシエータ グループは含まれていません。ゾーン内のサーバに割り当てるサービス プロファ
イルで vHBA イニシエータ グループを作成する必要があります。
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vHBA イニシエータ グループでの設定により、以下が決定されます。
• イニシエータ グループに含める vHBA（vHBA イニシエータとも呼ばれる）。
• ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシー。これには、関連する VSAN およびストレー
ジ アレイ上のファイバ チャネル ターゲット ポートが含まれます。
• グループに含める vHBA に対して設定するファイバ チャネル ゾーン分割のタイプ。

ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシー
ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーには、 Cisco UCS Managerベースのファイバ チャ
ネル ゾーン分割の設定に使用される、ストレージ アレイ上の一連のターゲット ストレージ
ポートが含まれています。このポリシーは、組織またはイニシエータ グループの下に作成でき
ます。
これらのゾーン内のストレージ アレイは、ファブリック インターコネクトに直接接続される
必要があります。ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーに組み込むこれらのアレイのター
ゲット ストレージ ポートには、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
ポートを使用できます。ポートの WWN を使用して、ポートをポリシーに追加し、ファイバ
チャネル ゾーンのポートを識別します。

（注）

Cisco UCS Manager はデフォルトのファイバ チャネル ストレージを作成しません。

ファイバ チャネル アクティブ ゾーン セット設定
ファイバ チャネル ゾーン分割が有効になっている各 VSAN では、Cisco UCS Manager は自動的
に 1 つのゾーン セットと複数のゾーンを設定します。ゾーン メンバーシップは、相互通信が
許可されたイニシエータとターゲットのセットを指定します。Cisco UCS Managerは、自動的
にそのゾーンセットをアクティブにします。
Cisco UCS Managerは、ユーザ設定の vHBA イニシエータ グループとそれらの関連したファイ
バ チャネル ストレージ接続ポリシーを処理し、ファイバ チャネル イニシエータとターゲット
間の必要な接続を決定します。Cisco UCS Managerは、イニシエータとターゲット間のペアワ
イズ ゾーン メンバーシップを構築するために、次の情報を使用します。
• vHBA イニシエータのポート WWN は、vHBA イニシエータ グループから作成されます。
• ストレージ アレイのポート WWN は、ストレージ接続ポリシーから作成されます。

スイッチベースのファイバ チャネル ゾーン分割
スイッチベースのゾーン分割の場合、Cisco UCS ドメイン はアップストリーム スイッチから
ゾーン分割設定を継承します。Cisco UCS Manager では、ゾーン分割の設定に関する情報を設
定したり表示したりできません。VSAN に対してスイッチベースのゾーン分割を適用するに
は、Cisco UCS Manager でその VSAN のゾーン分割を無効にする必要があります。
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Cisco UCS Manager-ベースのファイバ チャネル ゾーン分
割に関するガイドラインおよび推奨事項
ファイバ チャネル ゾーン分割の設定を計画する際は、次のガイドラインおよび推奨事項を考
慮してください。
ファイバ チャネル スイッチング モードは Cisco UCS Manager 設定用のスイッチ モードでなけ
ればならない
Cisco UCS Manager にファイバ チャネル ゾーン分割を処理させる場合は、ファブリック イン
ターコネクトがファイバ チャネル スイッチ モードである必要があります。エンドホスト モー
ドではファイバ チャネル ゾーン分割を設定できません。
ハイ アベイラビリティのために対称構成を推奨
Cisco UCS ドメイン が 2 つのファブリック インターコネクトによるハイ アベイラビリティ構
成である場合は、両方のファブリック インターコネクトに同一の VSAN セットを設定するこ
とを推奨します。

Cisco UCS Manager ファイバ チャネル ゾーン分割の設定
（注）

この手順は、Cisco UCS Managerにより制御されるファイバ チャネル ゾーン分割に対し Cisco
UCS ドメイン を設定するのに必要な手順の概要を示します。次のすべてのステップを完了す
る必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 まだ完了してない場合は、 Cisco UCS ド
メイン 内のファブリック インターコネ
クトの接続を、外付けファイバ チャネ
ル スイッチ（MDS など）から切り離し
てください。
ステップ 2 Cisco UCS ドメインにまだ外部ファイバ
チャネル スイッチによって管理された
ゾーンが含まれる場合は、これらのゾー
ンを削除するために、影響を受けたすべ
ての VSAN で

この機能は現在、Cisco UCS Manager GUI
では使用できません。このステップは、
Cisco UCS Manager CLI で実行する必要
があります。
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コマンドまたはアクション

目的

clear-unmanaged-fc-zone-all コマンドを
実行します。
ステップ 3 ファイバ チャネル スイッチ モードの両 エンドホスト モードではファイバ チャ
方のファブリック インターコネクトで ネル ゾーン分割を設定できません。
ファイバ チャネル スイッチング モード
を設定します。
ステップ 4 ファイバ チャネル ゾーンのトラフィッ
ク転送に必要なファイバ チャネルと
FCoE ストレージ ポートを設定します。
ステップ 5 1 つ以上の VSAN を作成し、ファイバ
チャネル ゾーンのトラフィック転送に
必要なすべての VSAN で、ファイバ
チャネルのゾーン分割を有効にします。

クラスタの設定では、ファイバ チャネ
ル ゾーンに含める予定の VSAN をファ
イバ チャネル ストレージ モードで作成
し、それらが両方のファブリック イン
ターコネクトにアクセスできるようにす
ることを推奨します。

ステップ 6 1 つ以上のファイバ チャネル ストレー 必要に応じて、この手順を実行してサー
ジ接続ポリシーを作成します。
ビス プロファイルにファイバ チャネル
ゾーン分割を設定することができます。
ステップ 7 ファイバ チャネル ゾーン経由で通信す この設定を完了するには、次の手順を完
る必要があるサーバに対してサービス 了します。
プロファイルまたはサービス プロファ
• VHBA に割り当てられた VSAN（複
イル テンプレートにゾーン分割を設定
数の場合あり）のゾーン分割を有効
します。
にします。
• 1 つ以上の vHBA イニシエータ グ
ループを設定します。

ファイバ チャネル ゾーン分割用の VSAN の作成
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink #create vsan
{VSAN_Name} {VSAN_ID}
{FCoE_VLAN_ID}

次を入力します。

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
72

目的

• VSAN_Name：ネットワークに割り
当てられている名前。この名前に

ファイバ チャネルのゾーン分割
ファイバ チャネル ゾーン分割用の VSAN の作成

コマンドまたはアクション

目的
は、1 ～ 32 文字の英数字を使用で
きます。-（ハイフン）、_（アン
ダースコア）、:（コロン）、およ
び . （ピリオド）は使用できます
が、それ以外の特殊文字とスペース
は使用できません。また、オブジェ
クトが保存された後にこの名前を変
更することはできません。
• VSAN_ID：ネットワークに割り当
てられている固有識別情報。IDは、
1 ～ 4078 または 4080 ～ 4093 の間
で設定できます。4079 は予約済み
VSAN ID です。
• FCoE_VLAN_ID：ファイバ チャネ
ル接続に使用される VLAN に割り
当てられている固有識別情報。ID
は、1 ～ 4029 または 4048 ～ 4093
の間で設定できます。VLAN 4048
はユーザが設定可能です。ただし、
Cisco UCS Manager では、VLAN
4048 が次のデフォルト値に使用さ
れます。4048 を VLAN に割り当て
る場合は、これらの値を再設定する
必要があります。
• Cisco UCS リリース 2.0 への
アップグレード後：FCoE スト
レージ ポートのネイティブ
VLAN は、デフォルトで VLAN
4048 を使用します。デフォル
ト FCoE VSAN が、アップグ
レード前に VLAN 1 を使用する
ように設定されていた場合は、
使用または予約されていない
VLAN ID に変更する必要があ
ります。たとえば、デフォルト
を 4049 に変更することを検討
します（その VLAN ID が使用
されていない場合）。
• Cisco UCS リリース 2.0 の新規
インストール後：デフォルト
VSAN 用の FCoE VLAN は、デ
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コマンドまたはアクション

目的
フォルトで VLAN 4048 を使用
します。FCoE ストレージ ポー
ト ネイティブ VLAN は VLAN
4049 を使用します。
Cisco UCS CNA M72KR-Q や Cisco UCS
CNA M72KR-E などの FIP 対応統合型
ネットワーク アダプタの場合は、FCoE
VLAN ID のネイティブ VLAN ではない
ネームド VLAN を使ってネームド VSAN
を設定する必要があります。この設定に
より、FCoE トラフィックが確実にこれ
らのアダプタを通過できるようになりま
す。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink #commit-buffer

例
次の例では、TestVsan という名前の VSAN を作成して、システムの変更をコミットし
ます。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope fc-uplink
/fc-uplink # create vsan TestVsan 2 30
/fc-uplink/vsan* # commit-buffer
/fc-uplink/vsan #

新しいファイバ チャネル ゾーン プロファイルの作成
新しいファイバ チャネル ゾーン プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
始める前に
VSAN がファイバ チャネル ゾーン分割用に作成されていることを確認します。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A # scope fc-storage

目的
ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-storage # create fc-zone-profile 指定した名前のファイバ チャネル プロ
Profile_Name
ファイルを作成します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile * # create ファイバ チャネル ゾーンのプロファイ
fc-user-zone Zone_Name
ル モードを開始し、指定したファイバ
チャネル ゾーンを作成します。
ステップ 4 UCS-A
/fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone* #
set path {A | B}

ファイバ チャネル ゾーンのパスを設定
します。

ステップ 5 UCS-A
/fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone* #
set vsan VSAN_Name

ファイバ チャネル ゾーンをネームド
VSAN に設定します。

ステップ 6 UCS-A
/fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone* #
create member wwpn

ファイバ チャネル ゾーン プロファイル
の WWPN を作成します。

ステップ 7 UCS-A
/fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、myProfilie という名前の FC ゾーン分割ポリシーを作成する例を示します。
UCS-A# scope fc-storage
UCS-A /fc-storage # create fc-zone-profile myProfile
UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile* # create fc-user-zone myZone
UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone* # set path A
UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone* # set vsan test
UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone* # create member 20:c2:11:25:b5:00:00:7f
UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile/fc-user-zone/member* # commit-buffer

ファイバ チャネル ゾーン プロファイルの削除
ファイバ チャネル ゾーン プロファイルを削除するには、次の手順を実行します。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A # scope fc-storage

目的
ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-storage # delete fc-zone-profile 指定した名前のファイバ チャネル プロ
Profile_Name
ファイルを削除します。
ステップ 3 UCS-A /fc-storage* # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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例
次に、myProfile という名前の FC ゾーン プロファイルを削除する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope fc-storage
/fc-storage # delete fc-zone-profile myProfile
/fc-storage* # commit-buffer
/fc-storage #

ファイバ チャネル ユーザ ゾーンの削除
ファイバ チャネル ユーザ ゾーンを削除するには、次の手順を実行します。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A # scope fc-storage

目的
ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-storage # scope fc-zone-profile 指定したファイバ チャネル プロファイ
Profile_Name
ルに移動します。
ステップ 3 UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile # delete 指定したファイバ チャネル ユーザ ゾー
fc-user-zone Userzone_Name
ンを削除します。
ステップ 4 UCS-A /fc-storage/fc-zone-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、myZone という名前の FC ユーザ ゾーン プロファイルを削除する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope fc-storage
/fc-storage # scope fc-zone-profile myProfile
/fc-storage/fc-zone-profile # delete fc-user-zone myZone
/fc-storage/fc-zone-profile* # commit-buffer
/fc-storage #

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な
VSAN からの管理対象外ゾーンの削除
外部ファイバ チャネル スイッチを切断した後、そのスイッチによって管理されていたファイ
バ チャネル ゾーンが Cisco UCS ドメイン からクリアされていない場合があります。この手順
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では、Cisco UCS ドメイン ドメインの各 VSAN からこれらのゾーンを削除して、ファイバ チャ
ネル ゾーン分割を Cisco UCS に設定できます。
始める前に
まだ完了してない場合は、 Cisco UCS ドメイン 内のファブリック インターコネクトの接続を、
外付けファイバ チャネル スイッチ（MDS など）から切り離してください。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

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

指定したファブリック インターコネク
トのファイバ チャネル アップリンク
モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # scope vsan
vsan-name

指定されたネームド VSAN の VSAN
モードが開始されます。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
clear-unmanaged-fc-zones-all

指定されたネームド VSAN からすべて
の管理対象外ファイバ チャネル ゾーン
をクリアします。
必要に応じて、ステップ 2 から 4 を繰り
返し、バッファをコミットする前に、指
定したファブリック インターコネクト
にアクセス可能なすべての VSAN から
管理対象外のゾーンを削除することがで
きます。

ステップ 5 UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、管理対象外のゾーンをファブリック インターコネクト A にアクセス可能
なネームド VSAN から削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan # clear-unmanaged-fc-zones-all
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #
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1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能な
VSAN からの管理対象外ゾーンの削除
外部ファイバ チャネル スイッチを切断した後、そのスイッチによって管理されていたファイ
バ チャネル ゾーンが Cisco UCS ドメイン からクリアされていない場合があります。この手順
では、Cisco UCS ドメイン ドメインの各 VSAN からこれらのゾーンを削除して、ファイバ チャ
ネル ゾーン分割を Cisco UCS に設定できます。
始める前に
まだ完了してない場合は、 Cisco UCS ドメイン 内のファブリック インターコネクトの接続を、
外付けファイバ チャネル スイッチ（MDS など）から切り離してください。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope vsan vsan-name 指定されたネームド VSAN の VSAN
モードが開始されます。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/vsan #
clear-unmanaged-fc-zones-all

指定されたネームド VSAN からすべて
の管理対象外ファイバ チャネル ゾーン
をクリアします。
必要に応じて、ステップ 2 と 3 を繰り返
し、バッファをコミットする前に、両方
のファブリック インターコネクトにア
クセス可能なすべての VSAN から管理
対象外のゾーンを削除することができま
す。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/vsan # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、管理対象外のゾーンをネームド VSAN から削除し、トランザクションを
コミットする方法を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope vsan finance
UCS-A /fc-uplink/vsan # clear-unmanaged-fc-zones-all
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UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #

ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーの設定
ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # create
storage-connection-policy policy-name

ストレージ接続ポリシーを指定されたポ
リシー名で作成し、組織ストレージ接続
ポリシー モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org # set zoning-type {none | simt
| sist}

• [None]:Cisco UCS Manager ファイバ
チャネル ゾーニングは設定されて
いません。
• [Single Initiator Single Target]：
Cisco UCS Manager は、vHBA とス
トレージポートのペアごとに、ゾー
ンを 1 つ自動的に作成します。各
ゾーンには 2 つのメンバが含まれま
す。ゾーンの数がサポートされてい
る最大値を超えると予想される場合
を除いて、このタイプのゾーン分割
を設定することを推奨します。
• [Single Initiator Multiple Targets]：
Cisco UCS Manager は、vHBA ごと
にゾーンを 1 つ自動的に作成しま
す。ゾーンの数がサポートされてい
る最大値に到達またはそれを超える
と予想される場合は、このタイプの
ゾーン分割を設定することを推奨し
ます。

ステップ 4 UCS-A /org/storage-connection-policy #
create storage-target wwpn

指定された WWPN を持つストレージ
ターゲット エンドポイントを作成し、
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コマンドまたはアクション

目的
ストレージ ターゲット モードを開始し
ます。

ステップ 5 UCS-A
ターゲット エンドポイントとの通信に
/org/storage-connection-policy/storage-target 使用するファブリック インターコネク
# set target-path {a | b}
トを指定します。
ステップ 6 UCS-A
ターゲット エンドポイントとの通信に
/org/storage-connection-policy/storage-target 使用する VSAN を指定します。
# set target-vsan vsan
ステップ 7 UCS-A /org/storage-connection-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、ファブリック インターコネクト A とデフォルト VSAN を使用して
scPolicyZone1 という名前のルート組織でファイバ チャネル ストレージ接続ポリシー
を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create storage-connection-policy scPolicyZone1
UCS-A /org/storage-connection-policy* set zoning-type sist
UCS-A /org/storage-connection-policy* # create storage-target 20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/storage-connection-policy/storage-target* # set target-path a
UCS-A /org/storage-connection-policy/storage-target* # set target-vsan default
UCS-A /org/storage-connection-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-connection-policy #

ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

ステップ 2 UCS-A /org # delete
storage-connection-policy

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

ステップ 3 UCS-A /org # commit-buffer
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指定されたストレージ接続ポリシーを削
除します。
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ファイバ チャネルのゾーン分割
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例
次の例では、ルート組織から scPolicyZone1 という名前のストレージ接続ポリシーを削
除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete san-connectivity-policy scPolicyZone1
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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ネームド VSAN
• ネームド VSAN （83 ページ）
• ネームド VSAN のファイバ チャネル アップリンク トランキング （84 ページ）
• VSAN に関するガイドラインおよび推奨事項 （84 ページ）
• 両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイ
バ チャネル アップリンク モード） （86 ページ）
• 両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイ
バ チャネル ストレージ モード） （88 ページ）
• 1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ
チャネル アップリンク モード） （90 ページ）
• 1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ
チャネル ストレージ モード） （92 ページ）
• ネームド VSAN の削除 （93 ページ）
• ネームド VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変更 （94 ページ）
• ストレージ VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変更 （95 ページ）
• ファイバ チャネル アップリンクのトランキングのイネーブル化またはディセーブル化 （
96 ページ）

ネームド VSAN
ネームド VSAN は、所定の外部 SAN への接続を作成します。VSAN は、ブロードキャスト ト
ラフィックを含む、その外部 SAN へのトラフィックを切り離します。1 つのネームド VSAN
のトラフィックは、別のネームド VSAN にトラフィックが存在していることを認識しますが、
そのトラフィックの読み取りまたはアクセスはできません。
ネームド VLAN と同様、VSAN ID に名前を割り当てると、抽象レイヤが追加されます。これ
により、ネームド VSAN を使用するサービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバ
をグローバルにアップデートすることができます。外部 SAN との通信を維持するために、サー
バを個別に再設定する必要はありません。同じ VSAN ID を使用して、複数のネームド VSAN
を作成できます。

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
83

ネームド VSAN
ネームド VSAN のファイバ チャネル アップリンク トランキング

クラスタ構成内のネームド VSAN
クラスタ構成では、1 つのファブリック インターコネクトのファイバ チャネル アップリンク
ポート、または両方のファブリック インターコネクトのファイバ チャネル アップリンク ポー
トにアクセスできるように、ネームド VSAN を設定できます。
ネームド VSAN と FCoE VLAN ID
それぞれのネームド VSAN に FCoE VLAN ID を設定する必要があります。このプロパティに
よって、VSAN とそのファイバ チャネル パケットの送信に使用する VLAN を指定します。
Cisco UCS CNA M72KR-Q や Cisco UCS CNA M72KR-E などの FIP 対応統合型ネットワーク ア
ダプタの場合は、FCoE VLAN ID のネイティブ VLAN ではないネームド VLAN を使ってネー
ムド VSAN を設定する必要があります。この設定により、FCoE トラフィックが確実にこれら
のアダプタを通過できるようになります。
次の設定例では、ファブリック A にマッピングされた vNIC および vHBA を含むサービス プ
ロファイルが、FIP 対応の統合型ネットワーク アダプタを搭載したサーバに関連付けられま
す。
• vNIC は VLAN 10 を使用するように設定されています。
• VLAN 10 は、vNIC のネイティブ VLAN として指定されています。
• vHBA は VSAN 2 を使用するように設定されています。
• したがって、VLAN 10 を FCoE VLAN ID として VSAN 2 に設定することはできません。
VSAN 2 はファブリック A に設定されている他の VLAN にマッピングできます。

ネームド VSAN のファイバ チャネル アップリンク トラン
キング
各ファブリック インターコネクトのネームド VSAN にファイバ チャネル アップリンク トラン
キングを設定できます。ファブリック インターコネクトのトランキングをイネーブルにした場
合、そのファブリック インターコネクトのすべてのファイバ チャネル アップリンク ポート
で、 Cisco UCS ドメイン のすべてのネームド VSAN が許可されます。

VSAN に関するガイドラインおよび推奨事項
次のガイドラインと推奨事項は、ストレージ VSAN を含め、すべてのネームド VSAN に適用
されます。
VSAN 4079 は予約済み VSAN ID です。
VSAN を 4079 に設定しないでください。この VSAN は予約されており、FC スイッチ モード
や FC エンドホスト モードでは使用できません。
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ID 4079 でネームド VSAN を作成すると、Cisco UCS Manager はエラーをマークし、VSAN 障
害を生成します。
FC スイッチ モードのネームド VSAN 用に予約された VSAN 範囲
Cisco UCS ドメイン で FC スイッチ モードを使用する予定の場合は、ID が 3040 ～ 4078 の範囲
にある VSAN を設定しないでください。
この範囲の VSAN は、ファブリック インターコネクトが FC スイッチ モードで動作するよう
に設定されている場合は動作しません。 Cisco UCS Manager はその VSAN を エラーとしてマー
クし、障害を生成します。
FC エンドホスト モードのネームド VSAN 用に予約された VSAN 範囲
Cisco UCS ドメイン で FC エンドホスト モードを使用する予定の場合、ID が 3840 ～ 4079 の範
囲にある VSAN を設定しないでください。
Cisco UCS ドメイン内に次の状況が存在する場合、その範囲内の VSAN は動作しません。
• ファブリック インターコネクトが FC エンドホスト モードで動作するように設定されてい
る。
• Cisco UCS ドメイン は、ファイバ チャネル トランキングまたは SAN ポート チャネルで設
定されます。
これらの設定が存在する場合、Cisco UCS Manager は次の操作を実行します。
1.

3840 ～ 4079 の ID を持つすべての VSAN を使用不能にします。

2.

動作しない VSAN に対して障害を生成します。

3.

デフォルトの VSAN にすべての非動作 VSAN を転送します。

4.

非動作 VSAN に関連付けられたすべての vHBA をデフォルトの VSAN に転送します。

ファイバ チャネル トランキングをディセーブルにし、既存の SAN ポート チャネルのいずれか
を削除する場合、Cisco UCS Manager は 3840 ～ 4078 の範囲の VSAN を動作状態に戻し、関連
付けられた vHBA をそれらの VSAN に復元します。
FC スイッチ モードのネームド VSAN ID の範囲に関する制約事項
Cisco UCS ドメインで FC スイッチ モードを使用する計画の場合、3040 ～ 4078 の範囲の VSAN
を設定しないでください。
FC スイッチ モードで動作するファブリック インターコネクトがアップストリーム スイッチと
して MDS に接続されている場合、Cisco UCS Manager で 3040 ～ 4078 の範囲に設定されポート
VSAN として割り当てられた VSAN を MDS に作成できません。この設定では、ポート VSAN
の不一致が発生する可能性があります。
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FCoE VLAN ID に関するガイドライン

（注）

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

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な
ネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル アップリンク
モード）
（注）

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。
VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用している
すべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink
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目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ネームド VSAN
両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル アップリンク モード）

コマンドまたはアクション
ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # create vsan
vsan-name vsan-id fcoe-id

目的
指定された VSAN を作成し、VSAN の
名前、VSAN ID および FCoE VLAN ID
を指定し、ファイバ チャネル アップリ
ンク VSAN モードを開始します。
• Cisco UCS リリース 2.0 へのアップ
グレード後：FCoE ストレージ ポー
トのネイティブ VLAN は、デフォ
ルトで VLAN 4048 を使用します。
デフォルト FCoE VSAN が、アップ
グレード前に VLAN 1 を使用するよ
うに設定されていた場合は、使用ま
たは予約されていない VLAN ID に
変更する必要があります。たとえ
ば、デフォルトを 4049 に変更する
ことを検討します（その VLAN ID
が使用されていない場合）。
• Cisco UCS リリース 2.0 の新規イン
ストール後：デフォルト VSAN 用
の FCoE VLAN は、デフォルトで
VLAN 4048 を使用します。FCoE ス
トレージ ポート ネイティブ VLAN
は VLAN 4049 を使用します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning
{disabled | enabled}

次のように、VSAN に対するファイバ
チャネル ゾーン分割を設定します。
• disabled：アップストリーム スイッ
チがファイバ チャネル ゾーン分割
を設定および制御します。または、
ファイバ チャネル ゾーン分割がこ
の VSAN で実行されません。
• enabled：Cisco UCS Manager がファ
イバ チャネル ゾーン分割を設定
し、制御します。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/vsan # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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ネームド VSAN
両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル ストレージ モード）

例
次の例では、両方のファブリック インターコネクト用のネームド VSAN を作成し、
VSAN に accounting という名前を付け、VSAN ID 2112 を割り当て、FCoE VLAN ID
4021 を割り当て、Cisco UCS Manager-based ファイバ チャネル ゾーン分割について
VSAN をイネーブルにし、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* # create vsan accounting 2112 4021
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/vsan #

両方のファブリックインターコネクトにアクセス可能な
ネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル ストレージ
モード）
（注）

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。
VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用している
すべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。

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

目的
ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-storage # create vsan vsan-name 指定された VSAN を作成し、VSAN の
vsan-id fcoe-id
名前、VSAN ID および FCoE VLAN ID
を指定し、ファイバ チャネル ストレー
ジ VSAN モードを開始します。
• Cisco UCS リリース 2.0 へのアップ
グレード後：FCoE ストレージ ポー
トのネイティブ VLAN は、デフォ
ルトで VLAN 4048 を使用します。
デフォルト FCoE VSAN が、アップ
グレード前に VLAN 1 を使用するよ
うに設定されていた場合は、使用ま
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ネームド VSAN
両方のファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル ストレージ モード）

コマンドまたはアクション

目的
たは予約されていない VLAN ID に
変更する必要があります。たとえ
ば、デフォルトを 4049 に変更する
ことを検討します（その VLAN ID
が使用されていない場合）。
• Cisco UCS リリース 2.0 の新規イン
ストール後：デフォルト VSAN 用
の FCoE VLAN は、デフォルトで
VLAN 4048 を使用します。FCoE ス
トレージ ポート ネイティブ VLAN
は VLAN 4049 を使用します。

ステップ 3 UCS-A /fc-storage/vsan # create
member-port {fc | fcoe} {a | b} slot-id
port-id

メンバ ポートを作成し、ポート タイ
プ、ファブリック、スロット ID および
ポート ID かを指定します。

ステップ 4 UCS-A /fc-storage/vsan # set fc-zoning
{disabled | enabled}

次のように、VSAN に対するファイバ
チャネル ゾーン分割を設定します。
• disabled：アップストリーム スイッ
チがファイバ チャネル ゾーン分割
を設定および制御します。または、
ファイバ チャネル ゾーン分割がこ
の VSAN で実行されません。
• enabled：Cisco UCS Manager がファ
イバ チャネル ゾーン分割を設定
し、制御します。

ステップ 5 UCS-A /fc-storage/vsan # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、ネームド VSAN を作成し、VSAN に finance という名前を付け、VSAN ID
3955 を割り当て、FCoE VLAN ID 4021 を割り当て、メンバ ポートを作成してメンバ
ポート A、スロット 1 ポート 40 に割り当て、Cisco UCS Manager-based ファイバ チャ
ネル ゾーン分割について VSAN をイネーブルにし、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/ # create VSAN finance 3955 4021
UCS-A /fc-storage/vsan # create member-port fcoe a 1 40
UCS-A /fc-storage/vsan # set fc-zoning enabled
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ネームド VSAN
1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル アップリンク モード）

UCS-A /fc-storage/vsan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/vsan/member-port #

1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能な
ネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル アップリンク
モード）
（注）

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。
VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用している
すべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

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

指定したファブリック インターコネク
ト（A または B）のファイバ チャネル
アップリンク ファブリック インターコ
ネクト モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # create vsan
vsan-name vsan-id fcoe-id

指定された VSAN を作成し、VSAN の
名前、VSAN ID および FCoE VLAN ID
を指定し、ファイバ チャネル アップリ
ンク VSAN モードを開始します。
• Cisco UCS リリース 2.0 へのアップ
グレード後：FCoE ストレージ ポー
トのネイティブ VLAN は、デフォ
ルトで VLAN 4048 を使用します。
デフォルト FCoE VSAN が、アップ
グレード前に VLAN 1 を使用するよ
うに設定されていた場合は、使用ま
たは予約されていない VLAN ID に
変更する必要があります。たとえ
ば、デフォルトを 4049 に変更する
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ネームド VSAN
1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル アップリンク モード）

コマンドまたはアクション

目的
ことを検討します（その VLAN ID
が使用されていない場合）。
• Cisco UCS リリース 2.0 の新規イン
ストール後：デフォルト VSAN 用
の FCoE VLAN は、デフォルトで
VLAN 4048 を使用します。FCoE ス
トレージ ポート ネイティブ VLAN
は VLAN 4049 を使用します。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning
{disabled | enabled}

次のように、VSAN に対するファイバ
チャネル ゾーン分割を設定します。
• disabled：アップストリーム スイッ
チがファイバ チャネル ゾーン分割
を設定および制御します。または、
ファイバ チャネル ゾーン分割がこ
の VSAN で実行されません。
• enabled：Cisco UCS Manager がファ
イバ チャネル ゾーン分割を設定
し、制御します。

ステップ 5 UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、ファブリック インターコネクト A 用のネームド VSAN を作成し、VSAN
に finance という名前を付け、VSAN ID 3955 を割り当て、FCoE VLAN ID 2221 を割り
当て、Cisco UCS Manager-based ファイバ チャネル ゾーン分割について VSAN をイネー
ブルにし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # create vsan finance 3955 2221
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric/vsan #
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ネームド VSAN
1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能なネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル ストレージ モード）

1 つのファブリック インターコネクトにアクセス可能な
ネームド VSAN の作成（ファイバ チャネル ストレージ
モード）
（注）

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。
VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用している
すべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-storage

ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

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

指定したファブリック インターコネク
トのファイバ チャネル ストレージ モー
ドを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-storage/fabric # create vsan
vsan-name vsan-id fcoe-id

指定された VSAN を作成し、VSAN の
名前、VSAN ID および FCoE VLAN ID
を指定し、ファイバ チャネル ストレー
ジ VSAN モードを開始します。
• Cisco UCS リリース 2.0 へのアップ
グレード後：FCoE ストレージ ポー
トのネイティブ VLAN は、デフォ
ルトで VLAN 4048 を使用します。
デフォルト FCoE VSAN が、アップ
グレード前に VLAN 1 を使用するよ
うに設定されていた場合は、使用ま
たは予約されていない VLAN ID に
変更する必要があります。たとえ
ば、デフォルトを 4049 に変更する
ことを検討します（その VLAN ID
が使用されていない場合）。
• Cisco UCS リリース 2.0 の新規イン
ストール後：デフォルト VSAN 用
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ネームド VSAN
ネームド VSAN の削除

コマンドまたはアクション

目的
の FCoE VLAN は、デフォルトで
VLAN 4048 を使用します。FCoE ス
トレージ ポート ネイティブ VLAN
は VLAN 4049 を使用します。

ステップ 4 UCS-A /fc-storage/fabric/vsan # create
member-port {fc | fcoe} {a | b} slot-id
port-id

指定された VSAN のメンバ ポートを作
成します。

ステップ 5 UCS-A /fc-storage/vsan # set fc-zoning
{disabled | enabled}

次のように、VSAN に対するファイバ
チャネル ゾーン分割を設定します。
• disabled：アップストリーム スイッ
チがファイバ チャネル ゾーン分割
を設定および制御します。または、
ファイバ チャネル ゾーン分割がこ
の VSAN で実行されません。
• enabled：Cisco UCS Manager がファ
イバ チャネル ゾーン分割を設定
し、制御します。

ステップ 6 UCS-A /fc-storage/fabric/vsan #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、ファブリック A にネームド VSAN を作成し、VSAN に finance という名
前を付け、VSAN ID 3955 を割り当て、FCoE VLAN ID 2221 を割り当て、メンバ ポー
トを作成してメンバ ポート A、スロット 1 ポート 40 に割り当て、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 VSAN finance 3955 2221
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan # create member-port a 1 40
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan # set fc-zoning enabled
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan/member-port* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage/fabric/vsan/member-port #

ネームド VSAN の削除
Cisco UCS Manager に、削除するものと同じ VSAN ID を持つネームド VSAN が含まれている
場合、この ID を持つネームド VSAN がすべて削除されるまで、この VSAN はファブリック イ
ンターコネクト設定から削除されません。
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ネームド VSAN
ネームド VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変更

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # delete vsan
vsan-name

指定されたネームド VSAN を削除しま
す。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ネームド VSAN 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 # delete vsan finance
UCS-A /fc-uplink* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink #

ネームド VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変
更
（注）

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。
VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用している
すべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。

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

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope vsan vsan-name 指定されたネームド VSAN の VSAN
モードが開始されます。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/vsan # set fcoe-vlan
fcoe-vlan-id
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ファイバ チャネル接続に使用される
VLAN に割り当てられた固有識別情報を
設定します。

ネームド VSAN
ストレージ VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の変更

コマンドまたはアクション
ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/vsan # commit-buffer

目的
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、finance というネームド VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID を
4000 に変更し、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 vsan finance
UCS-A /fc-uplink/vsan # set fcoe-vlan 4000
UCS-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/vsan #

ストレージ VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID の
変更
（注）

SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。
VSAN 内の FCoE VLAN と VLAN で同じ ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用している
すべての vNIC とアップリンク ポートで重大な障害が発生し、トラフィックが中断されます。
FCoE VLAN ID と重なる ID が設定されたすべての VLAN 上でイーサネット トラフィックがド
ロップされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-storage

ファイバ チャネル ストレージ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-storage # set
fcoe-storage-native-vlan fcoe-id

ファイバ チャネル接続に使用される
VLAN に割り当てられた固有識別情報を
設定します。

ステップ 3 UCS-A /fc-storage # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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ネームド VSAN
ファイバ チャネル アップリンクのトランキングのイネーブル化またはディセーブル化

例
次の例は、finance というストレージ VSAN の FCoE ネイティブ VLAN の VLAN ID を
4000 に変更し、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 # set fcoe-storage-native-vlan 4000
UCS-A /fc-storage* # commit-buffer
UCS-A /fc-storage #

ファイバチャネルアップリンクのトランキングのイネー
ブル化またはディセーブル化
（注）

ファブリック インターコネクトがファイバ チャネル エンドホスト モードに設定されている場
合、ファイバ チャネル アップリンク トランキングをイネーブルにすると、ID が 3840 ～ 4079
の範囲にあるすべての VSAN が動作不能になります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

目的
ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # scope fabric {a | b } 指定したファブリックでファイバ チャ
ネル アップリンク モードを開始しま
す。
ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/fabric # set
uplink-trunking {enabled | disabled }

アップリンクのトランキングをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。

ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/fabric # commit-buffer トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ファブリック A のファイバ チャネル アップリンクのトランキングを有効にし、
トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # scope fabric a
UCS-A /fc-uplink/fabric # set uplink-trunking enabled
UCS-A /fc-uplink/fabric* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/fabric #
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SAN ピン グループ
• SAN ピン グループ （97 ページ）
• SAN ピン グループの設定 （98 ページ）
• FCoE ピン グループの設定 （99 ページ）

SAN ピン グループ
Cisco UCS では、SAN ピン グループを使用して、サーバ上の vHBA からのファイバ チャネル
トラフィックがファブリック インターコネクト上のアップリンク ファイバ チャネル ポートへ
ピン接続されます。このピン接続を使用して、サーバからのトラフィックの分散を管理できま
す。

（注）

ファイバ チャネル スイッチ モードでは、SAN ピン グループは不適切です。既存の SAN ピン
グループはすべて無視されます。
ピン接続をサーバに設定するには、SAN ピン グループを vHBA ポリシーに含める必要があり
ます。その後、vHBA ポリシーは、そのサーバに割り当てられたサービス プロファイルに取り
込まれます。vHBA からのすべてのトラフィックは、I/O モジュールを経由して、指定された
アップリンク ファイバ チャネルへ移動します。
同じピン グループを複数の vHBA ポリシーに割り当てられます。したがって、vHBA ごとに手
動でトラフィックをピン接続する必要はありません。

重要

既存の SAN ピン グループのターゲット インターフェイスを変更すると、そのピン グループを
使用するすべての vHBA のトラフィックが中断されます。ファイバ チャネル プロトコルでト
ラフィックを再びピン接続するために、ファブリック インターコネクトからログインとログア
ウトが実行されます。
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SAN ピン グループの設定
2 つのファブリック インターコネクトを持つシステムでピン グループとの関連付けができるの
は、1 つのファブリック インターコネクト、または両方のファブリック インターコネクトだけ
です。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

ファイバ チャネル アップリンク モード
を開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # create pin-group
pin-group-name

ファイバ チャネル（SAN）のピン グ
ループを指定された名前で作成し、ファ
イバ チャネル アップリンクのピン グ
ループ モードを開始します。

ステップ 3 （任意） UCS-A /fc-uplink/pin-group # set ピン グループに説明を加えます。
descr description
（注） 説明にスペース、特殊文字、
または句読点が含まれている
場合、説明を引用符で括る必
要があります。引用符は、
show コマンド出力の説明
フィールドには表示されませ
ん。
ステップ 4 （任意） UCS-A /fc-uplink/pin-group # set 指定したファブリックとポートにファイ
target {a | b | dual} port slot-num /
バ チャネル ピン ターゲットを設定しま
port-num
す。
ステップ 5 UCS-A /fc-uplink/pin-group #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、fcpingroup12 という名前の SAN ピン グループを作成し、ピン グループに説
明を加え、スロット 2 のポート 1 にピン グループのターゲットを設定し、トランザク
ションをコミットします。
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # create pin-group fcpingroup12
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # set descr "This is my pin group #12"
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # set target a port 2/1
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/pin-group #
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次のタスク
ピン グループは、vHBA テンプレートにインクルードします。

FCoE ピン グループの設定
FCoE ピン グループを作成して、ピン グループ ターゲットとして FCoE アップリンク ポート
を指定できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope fc-uplink

FC アップリンク モードを開始します。

ステップ 2 UCS-A /fc-uplink # create pin-group
fcoepingroup

FCoE ピン グループを指定された名前で
作成し、FCoE アップリンクのピン グ
ループ モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /fc-uplink/pin-group # set target a このピン グループのターゲットとして
fcoe-port 1/8
FCoE ポート 1/8 を設定します。
ステップ 4 UCS-A /fc-uplink/pin-group #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
UCS-A# scope fc-uplink
UCS-A /fc-uplink # create pin-group fcoepingroup
UCS-A /fc-uplink/pin-group* #set target a fcoe-port 1/8
UCS-A /fc-uplink/pin-group* # commit-buffer
UCS-A /fc-uplink/pin-group #
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FC ID の割り当て
• ファイバ チャネル ID （101 ページ）

ファイバ チャネル ID
ファイバ チャネルのノードおよびポートには、グローバルに一意なワールド ワイド番号
（WWN）が必須です。Cisco UCS では、WWN は ID プールとして作成されます。ファイバ
チャネル ノード（サーバ全体、ストレージ アレイ）にはワールド ワイド ノード名（WWNN）
が必須で、ファイバ チャネル ポートにはワールド ワイド ポート名（WWPN）が必須です。
WWNN と WWPN はいずれも物理エンティティであるため、64 ビットのアドレスが割り当て
られています。
WWNN プールは、Cisco UCS ドメインに対する 1 つの大きなプールとして作成されます。Cisco
UCS Manager の [SAN] タブでは、デフォルト プールを使用できます。ただし、その UCS ドメ
インではカスタムの WWNN プールを作成することを推奨します。
通信デバイスはノードです。サーバのホスト バス アダプタはファイバ チャネル ノードを構成
します。サーバとホストでは、WWNN は各ホスト バス アダプタ（HBA）で一意です。SAN
スイッチでは、WWNN はシャーシに共通です。ミッドレンジ ストレージでは、WWNN は各
コントローラ ユニットで共通です。エンタープライズ ストレージでは、WWNN はアレイ全体
で一意です。
各サーバには、HBA の各ポートに一意の WWPN が割り当てられます。SAN スイッチでは、
WWPN はシャーシの各ポートで使用できます。ストレージでは、各ポートに個別の番号が割
り当てられます。
Cisco UCS Manager の [FC Identity] タブには、Cisco UCS ドメイン SAN クラウドに含まれるデ
バイスの FC ID が、次のような情報と共に表示されます。
• 選択されたデバイスの WWNN または WWPN 識別子
• 識別子が vHBA に割り当てられているかどうか
• 識別子が割り当てられた vHBA
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WWW プール
• WWN プール （103 ページ）
• WWN プールの作成 （104 ページ）
• WWN プールの削除 （107 ページ）

WWN プール
ワールド ワイド名（WWN）のプールは、Cisco UCS ドメインCisco UCS ドメイン内のファイ
バ チャネル vHBA で使用される WWN の集合です。次の独立したプールを作成します。
• vHBA に割り当てられる WW ノード名
• vHBA に割り当てられる WW ポート名
• WW ノード名と WW ポート名の両方

重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。その他の WWN 範囲はすべて予約されています。SAN ファブリックで
Cisco UCS WWNN と WWPN を確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX の WWN プレフィックスを使用することをお勧めします。
サービス プロファイルで WWN プールを使用する場合は、サービス プロファイルに関連付け
られたサーバで使用される WWN を手動で設定する必要はありません。複数のテナントを実装
するシステムでは、WWN プールを使用して、各組織で使用される WWN を制御できます。
WWN をブロック単位でプールに割り当てます。
WWNN プール
WWNN プールは、WW ノード名だけを含む WWN プールです。サービス プロファイルに
WWNN のプールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールから WWNN が割り
当てられます。
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WWPN プール
WWPN プールは、WW ポート名だけを含む WWN プールです。サービス プロファイルに WWPN
のプールを含めると、関連付けられているサーバの各 vHBA のポートに、そのプールから
WWPN が割り当てられます。
WWxN プール
WWxN プールは、WW ノード名と WW ポート名の両方を含む WWN プールです。ノードごと
に WWxN プールで作成されるポート数を指定できます。プール サイズは、ports-per-node + 1
の倍数である必要があります。たとえば、ノードごとに 7 つのポートを指定する場合、プール
サイズは 8 の倍数である必要があります。ノードごとに 63 のポートを指定する場合、プール
サイズは 64 の倍数である必要があります。
WWNN または WWPN プールを選択するたびに WWxN プールを使用できます。WWxN プール
を割り当てるには、その前に WWxN プールを作成する必要があります。
• WWNN プールの場合、WWxN プールは [WWNN Assignment] ドロップダウン リストにオ
プションとして表示されます。
• WWPN プールの場合は、[WWPN Assignment] ドロップダウン リストから [Derived] を選択
します。

WWN プールの作成
重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。その他の WWN 範囲はすべて予約されています。SAN ファブリックで
Cisco UCS WWNN と WWPN を確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX の WWN プレフィックスを使用することをお勧めします。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # create wwn-pool
wwn-pool-name
{node-and-port-wwn-assignment |
node-wwn-assignment |
port-wwn-assignment}

指定された名前と目的で WWN プール
を作成し、組織 WWN プール モードを
開始します。次のいずれかになります。
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目的

• node-and-port-wwn-assignment：
ワールド ワイド ノード名

WWW プール
WWN プールの作成

コマンドまたはアクション

目的
（WWNN）およびワールド ワイド
ポート名（WWPN）の両方を含む
WWxN プールを作成します。
• node-wwn-assignment：WWNN の
みを含む WWNN プールを作成しま
す。
• port-wwn-assignment：WWPN のみ
を含む WWPN プールを作成しま
す。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を
使用できます。-（ハイフン）、_（アン
ダースコア）、:（コロン）、および .
（ピリオド）は使用できますが、それ以
外の特殊文字とスペースは使用できませ
ん。また、オブジェクトが保存された後
にこの名前を変更することはできませ
ん。

ステップ 3 （任意） UCS-A /org/wwn-pool # set descr WWN プールの説明を記入します。
description
（注） 説明にスペース、特殊文字、
または句読点が含まれている
場合、説明を引用符で括る必
要があります。引用符は、
show コマンド出力の説明
フィールドには表示されませ
ん。
ステップ 4 UCS A/org/wwn-pool # set
assignmentorder {default |sequential}

次のいずれかになります。
• default：Cisco UCS Manager はプー
ルからランダム ID を選択します。
• sequential：Cisco UCS Manager は
プールから最も小さい使用可能な
ID を選択します。

ステップ 5 UCS A/org/wwn-pool # set
WWxN プールの場合、このプール内の
max-ports-per-node {15-ports-per-node | 各ノード名に割り当てることができる
3-ports-per-node | 31-ports-per-node
ポートの最大数。デフォルト値は
|63-ports-per-node |7-ports-per-node}
3-ports-per-node です。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 6 UCS-A /org/wwn-pool # create block
first-wwn last-wwn

WWN ブロック（範囲）を作成し、組織
WWN プール ブロック モードを開始し
ます。ブロックの最初と最後の WWN
を nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn 形式で指定す
る必要があります。WWN 間はスペース
で区切ります。
（注）

WWN プールには、複数の
WWN ブロックを含めること
ができます。複数の WWN ブ
ロックを作成するには、組織
WWN プール モードから複数
の create block コマンドを入力
します。

ステップ 7 UCS-A /org/wwn-pool/block # exit

組織 WWN プール ブロック モードを終
了します。

ステップ 8 UCS-A /org/wwn-pool # create initiator
wwn wwn

WWNN または WWPN プール用の単一
イニシエータを作成し、組織 WWN プー
ル イニシエータ モードを開始します。
イニシエータを nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn
形式を使用して指定する必要がありま
す。
（注）
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WWxN プールのプール サイズ
は、ノードごとのポートに 1
を加えた数の倍数である必要
があります。たとえば、
7-ports-per-node を指定する場
合、プール サイズは 8 の倍数
である必要があります。
63-ports-per-node を指定する
場合、プール サイズは 64 の倍
数である必要があります。

WWNN または WWPN プール
は複数のイニシエータを含む
ことができます。複数のイニ
シエータを作成するには、組
織 WWN プール モードから複
数の create initiator コマンド
を入力します。

WWW プール
WWN プールの削除

コマンドまたはアクション
ステップ 9 UCS-A /org/wwn-pool/initiator #
commit-buffer

目的
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、sanpool という名前の WWNN プールを作成し、プールの説明を記入し、プール
に使用される WWN とイニシエータのブロックを指定し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create wwn-pool sanpool node-wwn-assignment
UCS-A /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWNN pool"
UCS-A /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:01
UCS-A /org/wwn-pool/block* # exit
UCS-A /org/wwn-pool* # create initiator 23:00:00:05:AD:1E:02:00
UCS-A /org/wwn-pool/initiator* # commit-buffer
UCS-A /org/wwn-pool/initiator #

次に、sanpool という名前の WWxN プールを作成し、プールの説明を記入し、ノード
あたりのポート数を 7 を指定し、プールに使用される 8 個の WWN からなるブロック
を指定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create wwn-pool sanpool node-and-port-wwn-assignment
UCS-A /org/wwn-pool* # set descr "This is my WWxN pool"
UCS-A /org/wwn-pool* # set max-ports-per-node 7-ports-per-node
UCS-A /org/wwn-pool* # create block 20:00:00:25:B5:00:00:00 20:00:00:25:B5:00:00:08
UCS-A /org/wwn-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/wwn-pool/block #

次のタスク
• WWPN プールは、vHBA テンプレートにインクルードします。
• WWNN プールはサービス プロファイルとテンプレートに含めます。
• WWxN プールはサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

WWN プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Managerは、 に割り当てられたアドレスを再割り当てしま
せん。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次のいずれかが起きるまで、割
り当てられた vNIC または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除された場合
• アドレスが割り当てられた vNIC または vHBA が削除された場合
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• vNIC または vHBA が異なるプールに割り当てられた場合
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # delete wwn-pool pool-name 指定された WWN プールを削除します。
ステップ 3 UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、pool4 という名前の WWN プールを削除し、トランザクションをコミットする例
を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete wwn-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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ストレージ関連ポリシー
• vHBA テンプレートの設定 （109 ページ）
• ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの設定 （112 ページ）
• デフォルトの vHBA 動作ポリシーの設定 （116 ページ）
• SAN 接続ポリシーの設定 （118 ページ）

vHBA テンプレートの設定
vHBA テンプレート
このテンプレートは、サーバ上の vHBA による SAN への接続方法を定義するポリシーです。
これは、vHBA SAN 接続テンプレートとも呼ばれます。
このポリシーを有効にするには、このポリシーをサービス プロファイルに含める必要がありま
す。

vHBA テンプレートの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2

UCS-A /org # create vhba-templ
vhba-templ-name [fabric {a | b}] [fc-if
vsan-name]

vHBA テンプレートを作成し、組織
vHBA テンプレート モードを開始しま
す。

ステップ 3

（任意） UCS-A /org/vhba-templ # set
descr description

vHBA テンプレートの説明を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

（任意） UCS-A /org/vhba-templ # set
fabric {a | b}

vHBA に使用するファブリックを指定
します。ステップ 2 で vHBA テンプ
レートを作成したときにファイブリッ
クを指定しなかった場合、このコマン
ドでファブリックを指定するオプショ
ンを使用できます。

ステップ 5

（任意） UCS-A /org/vhba-templ # set
fc-if vsan-name

vHBA テンプレートに使用する（VSAN
という名前の）ファイバ チャネル イン
ターフェイスを指定します。ステップ
2 で vHBA テンプレートを作成したと
きにファイバ チャネル インターフェイ
スを指定しなかった場合、このコマン
ドでファイバ チャネル インターフェイ
スを指定するオプションを使用できま
す。

ステップ 6

UCS-A /org/vhba-templ # set
max-field-size size-num

vHBA がサポートするファイバ チャネ
ル フレーム ペイロードの最大サイズ
（バイト数）を指定します。

ステップ 7

UCS-A /org/vhba-templ # set pin-group
group-name

vHBA テンプレートに対し使用するピ
ン グループを指定します。

ステップ 8

UCS-A /org/vhba-templ # set qos-policy
mac-pool-name

vHBAテンプレートに対し使用するQoS
ポリシーを指定します。

ステップ 9

UCS-A /org/vhba-templ # set stats-policy vHBAテンプレートに対し使用するサー
policy-name
バおよびサーバ コンポーネント統計情
報しきい値ポリシーを指定します。

ステップ 10

UCS-A /org/vhba-templ # set type
{initial-template | updating-template}

ステップ 11

UCS-A /org/vhba-templ # set wwpn-pool vHBA テンプレートに対し使用する
pool-name
WWPN プールを指定します。
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vHBA テンプレートのアップデート タ
イプを指定します。テンプレート更新
時にこのテンプレートから作成される
vHBA インスタンスが自動アップデー
トされないようにする場合、
initial-template キーワードを使用しま
す。その他の場合は updating-template
キーワードを使用して、vHBA テンプ
レートの更新時にすべての vNIC イン
スタンスがアップデートされるように
します。

ストレージ関連ポリシー
vHBA テンプレートの削除

コマンドまたはアクション
ステップ 12

目的

UCS-A /org/vhba-templ # commit-buffer トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

例
次に、vHBA テンプレートを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create vhba template VhbaTempFoo
UCS-A /org/vhba-templ* # set descr "This is a vHBA template example."
UCS-A /org/vhba-templ* # set fabric a
UCS-A /org/vhba-templ* # set fc-if accounting
UCS-A /org/vhba-templ* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/vhba-templ* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/vhba-templ* # set qos-policy policy34foo
UCS-A /org/vhba-templ* # set stats-policy ServStatsPolicy
UCS-A /org/vhba-templ* # set type updating-template
UCS-A /org/vhba-templ* # set wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/vhba-templ* # commit-buffer
UCS-A /org/vhba-templ #

vHBA テンプレートの削除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org

org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # delete vhba-templ
vhba-templ-name

指定した vHBA テンプレートを削除し
ます。

ステップ 3 UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、VhbaTempFoo という名前の vHBA テンプレートを削除し、トランザクションを
コミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vhba template VhbaTempFoo
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの設定
イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー
このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を
制御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できま
す。
• キュー
• 割り込み処理
• パフォーマンス拡張
• RSS ハッシュ
• 2 つのファブリック インターコネクトがあるクラスタ構成におけるフェールオーバー
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（注）

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの場合は、Cisco UCS Manager で表示される値が QLogic
SANsurfer などのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。たとえば、
次の値は、SANsurfer と Cisco UCS Manager で明らかに異なる場合があります。
• ターゲットごとの最大 LUN：SANsurfer の最大 LUN は 256 であり、この数値を超える値
は表示されません。Cisco UCS Manager では、より大きな最大 LUN の値をサポートしてい
ます。
• リンク ダウン タイムアウト：SANsurfer では、リンク ダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。Cisco UCS Manager では、この値をミリ秒で設定します。したがっ
て、Cisco UCS Manager で 5500 ミリ秒と設定された値は、SANsurfer では 5 秒として表示
されます。
• 最大データ フィールド サイズ：SANsurfer で許可された最大値は 512、1024、および 2048
です。Cisco UCS Manager では、任意のサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Manager で 900 と設定された値は、SANsurfer では 512 として表示されます。
• LUN Queue Depth：LUN キュー デプス設定は Windows システムの FC アダプタ ポリシー
で使用できます。キュー デプスとは、HBA が 1 回の伝送で送受信できる LUN ごとのコマ
ンドの数です。Windows Storport ドライバは、これに対するデフォルト値として、物理ミ
ニポートに 20、仮想ミニポートに 250 を設定します。この設定により、アダプタのすべて
の LUN の初期キュー デプスを調整します。この値の有効範囲は 1 ～ 254 です。デフォル
トの LUN キュー デプスは 20 です。この機能は、Cisco UCS Manager バージョン 3.1(2) 以
降でのみ使用できます。
• IO TimeOut Retry：指定されたタイムアウト時間内にターゲット デバイスが I/O 要求に応
答しない場合、FC アダプタは、タイマーの期限が切れると、保留中のコマンドを破棄し
て同じ IO を再送信します。この値に対する FC アダプタの有効範囲は 1 ～ 59 秒です。デ
フォルトの IO リトライ タイムアウトは 5 秒です。この機能は、Cisco UCS Manager バー
ジョン 3.1(2) 以降でのみ使用できます。

オペレーティング システム固有のアダプタ ポリシー
デフォルトでは、Cisco UCS は、イーサネット アダプタ ポリシーとファイバ チャネル アダプ
タ ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバ オ
ペレーティング システムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティング システムは
これらのポリシーに影響されます。通常、ストレージ ベンダーはデフォルト以外のアダプタ設
定を要求します。ベンダーが提供しているサポート リストで必須設定の詳細を確認できます。
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重要

該当するオペレーティング システムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま
す。シスコのテクニカル サポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更しな
いでください。
ただし、（デフォルトのアダプタ ポリシーを使用する代わりに）OS のイーサネット アダプタ
ポリシーを作成する場合は、次の式を使用してその OS で動作する値を計算する必要がありま
す。
完了キュー = 送信キュー + 受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2) 以上である 2 のべき乗の最小値
たとえば、送信キューが 1 で受信キューが 8 の場合、
完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2) 以上の 2 のべき乗の最小値 = 16

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2

UCS-A /org # create fc-policy policy-name 指定されたファイバ チャネル アダプタ
ポリシーを作成し、組織ファイバ チャ
ネル ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

（任意） UCS-A /org/fc-policy # set descr ポリシーの説明を記します。
description
（注） 説明にスペース、特殊文字、
または句読点が含まれている
場合、説明を引用符で括る必
要があります。引用符は、
show コマンド出力の説明
フィールドには表示されませ
ん。

ステップ 4

（任意） UCS-A /org/fc-policy # set
ファイバ チャネル エラー回復を設定し
error-recovery {fcp-error-recovery
ます。
{disabled | enabled} | link-down-timeout
timeout-msec | port-down-io-retry-count
retry-count | port-down-timeout
timeout-msec}
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

（任意） UCS-A /org/fc-policy # set
interrupt mode {intx | msi | msi-x}}

ドライバ割り込みモードを設定しま
す。

ステップ 6

（任意） UCS A/org/fc-policy # set port ファイバ チャネル ポートを設定しま
{ io-throttle-count throttle count |
す。
max-luns max-num}

ステップ 7

（任意） UCS-A /org/fc-policy # set
port-f-logi {retries retry-count | timeout
timeout-msec}

ステップ 8

（任意） UCS-A /org/fc-policy # set
ファイバ チャネルのポートツーポート
port-p-logi {retries retry-count | timeout ログイン（PLOGI）を設定します。
timeout-msec}

ステップ 9

（任意） UCS A/org/fc-policy # set
recv-queue { count count| ring-size
size-num\\

ステップ 10

（任意） UCS-A /org/fc-policy # set
ファイバ チャネル SCSI I/O を設定しま
scsi-io {count count | ring-size size-num} す。

ステップ 11

（任意） UCS-A /org/fc-policy # set
trans-queue ring-size size-num}

ファイバ チャネルの送信キューを設定
します。

ステップ 12

UCS-A /org/fc-policy # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

ファイバ チャネル ポートのファブリッ
ク ログイン（FLOGI）を設定します。

ファイバ チャネルの受信キューを設定
します。

例
次の例は、ファイバ チャネル アダプタ ポリシーを設定し、トランザクションをコミッ
トます。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create fc-policy FcPolicy42
UCS-A /org/fc-policy* # set descr "This is a Fibre Channel adapter policy example."
UCS-A /org/fc-policy* # set error-recovery error-detect-timeout 2500
UCS-A /org/fc-policy* # set port max-luns 4
UCS-A /org/fc-policy* # set port-f-logi retries 250
UCS-A /org/fc-policy* # set port-p-logi timeout 5000
UCS-A /org/fc-policy* # set recv-queue count 1
UCS-A /org/fc-policy* # set scsi-io ring-size 256
UCS-A /org/fc-policy* # set trans-queue ring-size 256
UCS-A /org/fc-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/fc-policy #
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ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org

org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # delete fc-policy
policy-name

指定されたファイバ チャネル アダプタ
ポリシーを削除します。

ステップ 3 UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例は、FcPolicy42 という名前のファイバ チャネル アダプタ ポリシーを削除し、ト
ランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete fc-policy FcPolicy42
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

デフォルトの vHBA 動作ポリシーの設定
デフォルトの vHBA 動作ポリシー
デフォルトの vHBA 動作ポリシーにより、サービス プロファイルに対する vHBA の作成方法
を設定できます。vHBA を手動で作成するか、自動的に作成されるようにするかを選択できま
す。
デフォルトの vHBA 動作ポリシーを設定して、vHBA の作成方法を定義することができます。
次のいずれかになります。
• [None]：Cisco UCS Manager サービス プロファイルにデフォルトの vHBA を作成しません。
すべての vHBA を明示的に作成する必要があります。
• [HW Inherit]：サービス プロファイルが vHBA を必要とし、何も明示的に定義されていな
い場合、Cisco UCS Manager はサービス プロファイルに関連付けられたサーバにインストー
ルされたアダプタに基づいて必要な vHBA を作成します。
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（注）

vHBA のデフォルト動作ポリシーを指定しない場合、[none] がデフォルトで使用されます。

デフォルトの vHBA 動作ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2 UCS-A/org # scope vhba-beh-policy

デフォルトの vHBA 動作ポリシー モー
ドを開始します。

ステップ 3 UCS-A/org/vhba-beh-policy # set action
デフォルトの vHBA 動作ポリシーを指
{hw-inherit [template_name name] | none} 定します。次のいずれかになります。
• hw-inherit ー サービス プロファイ
ルが vHBA を必要とし、何も明示
的に定義されていない場合、Cisco
UCS Manager はサービス プロファ
イルに関連付けられたサーバにイン
ストールされたアダプタに基づいて
必要な vHBA を作成します。
hw-inherit を指定する場合、vHBA
テンプレートを指定して、vHBA を
作成することもできます。
• none—Cisco UCS Manager はサービ
ス プロファイルにデフォルトの
vHBAs を作成しません。すべての
vHBA を明示的に作成する必要があ
ります。
ステップ 4 UCS-A/org/vhba-beh-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、デフォルトの vNIC 動作ポリシーを hw-inherit に設定する方法を示しま
す。
UCS-A # scope org /
UCS-A/org # scope vhba-beh-policy
UCS-A/org/vhba-beh-policy # set action hw-inherit
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UCS-A/org/vhba-beh-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/vhba-beh-policy #

SAN 接続ポリシーの設定
LAN および SAN 接続ポリシーについて
接続ポリシーは、ネットワーク上のサーバと LAN または SAN 間の接続およびネットワーク通
信リソースを決定します。これらのポリシーは、プールを使用してサーバに MAC アドレス、
WWN、および WWPN を割り当て、サーバがネットワークとの通信に使用する vNIC および
vHBA を識別します。

（注）

接続ポリシーはサービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレートに含められ、
複数のサーバの設定に使用される可能性があるため、接続ポリシーでは静的 ID を使用しない
ことをお勧めします。

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーを使用すると、ネットワーク権限またはストレージ権限のないユーザが、ネット
ワーク接続とストレージ接続を備えたサービス プロファイルやサービス プロファイル テンプ
レートを作成したり変更したりできるようになります。ただし、接続ポリシーを作成するに
は、適切なネットワーク権限とストレージ権限が必要です。
接続ポリシーの作成に必要な権限
接続ポリシーは、他のネットワークやストレージの設定と同じ権限を必要とします。たとえ
ば、接続ポリシーを作成するには、次の権限の少なくとも 1 つを有している必要があります。
• admin：LAN および SAN 接続ポリシーを作成できます
• ls-server：LAN および SAN 接続ポリシーを作成できます
• ls-network：LAN 接続ポリシーを作成できます
• ls-storage：SAN 接続ポリシーを作成できます
接続ポリシーをサービス プロファイルに追加するために必要な権限
接続ポリシーの作成後、ls-compute 権限を持つユーザは、そのポリシーをサービス プロファイ
ルまたはサービス プロファイル テンプレートに組み込むことができます。ただし、ls-compute
権限しかないユーザは接続ポリシーを作成できません。

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
118

ストレージ関連ポリシー
サービス プロファイルと接続ポリシー間の相互作用

サービス プロファイルと接続ポリシー間の相互作用
次のいずれかの方法により、サービス プロファイルに LAN および SAN の接続を設定できま
す。
• サービス プロファイルで参照される LAN および SAN 接続ポリシー
• サービス プロファイルで作成されるローカル vNIC および vHBA
• ローカル vNIC および SAN 接続ポリシー
• ローカル vHBA および LAN 接続ポリシー
Cisco UCS では、サービス プロファイルのローカル vNIC および vHBA 設定と接続ポリシー間
の相互排他性が維持されます。接続ポリシーとローカルに作成した vNIC または vHBA を組み
合わせて使用することはできません。サービス プロファイルに LAN 接続ポリシーを含める
と、既存の vNIC 設定がすべて消去されます。SAN 接続ポリシーを含めた場合は、そのサービ
ス プロファイル内の既存の vHBA 設定がすべて消去されます。

SAN 接続ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # create
san-connectivity-policy policy-name

指定された SAN 接続ポリシーを作成を
作成し、組織ネットワーク制御ポリシー
モードを開始します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を
使用できます。-（ハイフン）、_（アン
ダースコア）、:（コロン）、および .
（ピリオド）は使用できますが、それ以
外の特殊文字とスペースは使用できませ
ん。また、オブジェクトが保存された後
にこの名前を変更することはできませ
ん。

ステップ 3 （任意） UCS-A
/org/lan-connectivity-policy # set descr
policy-name

ポリシーに説明を追加します。どこでど
のようにポリシーが使用されるかについ
ての情報を含めることを推奨します。
256 文字以下で入力します。次を除く任
意の文字またはスペースを使用できま
す。`（アクセント記号）、\（バックス
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コマンドまたはアクション

目的
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重
引用符）、=（等号）、>（大なり）、<
（小なり）、または '（一重引用符）は
使用できません。

ステップ 4 UCS-A /org/service-profile # set identity
{dynamic-uuid {uuid | derived} |
dynamic-wwnn {wwnn | derived} |
uuid-pool pool-name | wwnn-pool
pool-name}

サーバが UUID または WWNN を取得す
る方法を指定します。次のいずれかを実
行できます。
• 一意の UUID を
nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn
形式で作成します。
• 製造時にハードウェアに焼き付けら
れた UUID を取得する。
• UUID プールを使用する。
• 一意の WWNN を hh : hh : hh
: hh : hh : hh : hh : hh の
形式で作成します。
• 製造時にハードウェアに焼き付けら
れた WWNN を取得する。
• WWNN プールを使用する。

ステップ 5 UCS-A /org/lan-connectivity-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、SanConnect242 という名前の SAN 接続ポリシーを作成し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # set descr "SAN connectivity policy"
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # set identity wwnn-pool SanPool7
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

次のタスク
この SAN 接続ポリシーに 1 つ以上の vHBA および（または）イニシエータ グループを追加し
ます。
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SAN 接続ポリシーの削除
サービス プロファイルに含まれる SAN 接続ポリシーを削除する場合、すべての vHBA もその
サービス プロファイルから削除し、そのサービス プロファイルに関連付けられているサーバ
の SAN データ トラフィックを中断します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # delete
san-connectivity-policy

指定された SAN 接続ポリシーを削除し
ます。

policy-name

ステップ 3 UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、SanConnect52 という名前の SAN 接続ポリシーをルート組織から削除し、
トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete san-connectivity-policy SanConnect52
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

SAN 接続ポリシー用の vHBA の作成
SAN 接続ポリシーの作成 （119 ページ） から続行した場合、ステップ 3 でこの手順を開始しま
す。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入りま
す。ルート組織モードを開始するに
は、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

指定した SAN 接続ポリシーの SAN 接
続ポリシー モードを開始します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org/san-connectivity-policy #
create vhba vhba-name [fabric {a | b}]
[fc-if fc-if-name]

指定した SAN 接続ポリシー用の vHBA
を作成し、vHBAモードを開始します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を
使用できます。-（ハイフン）、_（ア
ンダースコア）、:（コロン）、および
. （ピリオド）は使用できますが、それ
以外の特殊文字とスペースは使用でき
ません。また、オブジェクトが保存さ
れた後にこの名前を変更することはで
きません。

ステップ 4

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA に対し使用するアダプタ ポリ
# set adapter-policy policy-name
シーを指定します。

ステップ 5

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA の WWPN を指定します。
# set identity {dynamic-wwpn {wwpn |
derived} | wwpn-pool wwn-pool-name} 次のいずれかのオプションを使用して
ストレージ ID を設定できます。
• 一意の WWPN を
hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh 形式で作成
します。
WWPN は、20:00:00:00:00:00:00:00
～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～
5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内
で指定できます。
WWPN に Cisco MDS ファイバ チャ
ネル スイッチと互換性を持たせる
場合は、WWPN テンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用
します。
• 製造時にハードウェアに焼き付け
られた WWPN から WWPN 取得す
る。
• WWN プールから WWPN を割り当
てる。

ステップ 6

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA がサポートするファイバ チャネ
# set max-field-size size-num
ル フレーム ペイロードの最大サイズ
（バイト数）を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
256 ～ 2112 の範囲の整数を入力しま
す。デフォルトは 2048 です。

ステップ 7

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA の PCI スキャン順序を指定しま
# set order {order-num | unspecified}
す。

ステップ 8

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba ファイバ チャネル ターゲットに対する
# set pers-bind {disabled | enabled}
永続的なバインディングをディセーブ
ルまたはイネーブルにします。

ステップ 9

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA に使用する SAN ピン グループ
# set pin-group group-name
を指定します。

ステップ 10

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA に対し使用する QoS ポリシーを
# set qos-policy policy-name
指定します。

ステップ 11

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA に使用する統計情報しきい値ポ
# set stats-policy policy-name
リシーを指定します。

ステップ 12

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA に使用する vHBA テンプレート
# set template-name policy-name
を指定します。vHBA に vHBA テンプ
レートを使用する場合は、手順 4、7、
および 8 などの vHBA テンプレートに
含まれていないすべての設定を完了す
る必要があります。

ステップ 13

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba vHBA を 1 つまたはすべての仮想ネッ
# set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}
トワーク インターフェイス接続に割り
当てます。

ステップ 14

UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba トランザクションをシステムの設定に
# commit-buffer
コミットします。

例
次の例では、SanConnect242 という名前の SAN 接続ポリシー用の vHBA を設定し、ト
ランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # create vhba vhba3 fabric a
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set identity wwpn-pool SanPool7
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set max-field-size 2112
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set order 0
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set pers-bind enabled
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set pin-group FcPinGroup12
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/san-connectivity-policy/vhba* # set stats-policy StatsPol2
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/san-connectivity-policy/vhba* # set template-name SanConnPol3
/org/san-connectivity-policy/vhba* # set vcon any
/org/san-connectivity-policy/vhba* # commit-buffer
/org/san-connectivity-policy/vhba #

次のタスク
必要に応じて、SAN 接続ポリシーに別の vHBA またはイニシエータ グループを追加します。
そうでない場合は、サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートにポリ
シーをインクルードします。

SAN 接続ポリシーからの vHBA の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

指定した SAN 接続ポリシーの SAN 接続
ポリシー モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete SAN 接続 ポリシーから指定された vHBA
vHBA vhba-name
を削除します。
ステップ 4 UCS-A /org/san-connectivity-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、vHBA3 という名前の vHBA を SanConnect242 という名前の SAN 接続ポ
リシーから削除し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete vHBA vHBA3
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #

SAN 接続ポリシー用のイニシエータ グループの作成
SAN 接続ポリシーの作成 （119 ページ） から続行した場合、ステップ 3 でこの手順を開始しま
す。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

指定した SAN 接続ポリシーの SAN 接続
ポリシー モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/san-connectivity-policy #
create initiator-group group-name fc

ファイバ チャネル ゾーン分割の指定イ
ニシエータ グループを作成し、イニシ
エータ グループ モードを開始します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を
使用できます。-（ハイフン）、_（アン
ダースコア）、:（コロン）、および .
（ピリオド）は使用できますが、それ以
外の特殊文字とスペースは使用できませ
ん。また、オブジェクトが保存された後
にこの名前を変更することはできませ
ん。

ステップ 4 UCS-A
イニシエータ グループの指定 vHBA イ
/org/san-connectivity-policy/initiator-group ニシエータを作成します。
# create initiator vhba-name
必要に応じて、この手順を繰り返しグ
ループに 2 番めの vHBA を追加します。
ステップ 5 UCS-A
SAN 接続ポリシーに指定したストレー
/org/san-connectivity-policy/initiator-group ジ接続ポリシーを関連付けます。
# set storage-connection-policy
（注） この手順は、SAN 接続ポリ
policy-name
シーに関連付ける既存のスト
レージ接続ポリシーを関連付
けると仮定しています。行う
には、ステップ 10 に進みま
す。代わりに、このポリシー
のローカル ストレージ定義を
作成する場合は、ステップ 6
に進みます。
ステップ 6 UCS-A
指定された WWPN を持つストレージ
/org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def ターゲット エンドポイントを作成し、
# create storage-target wwpn
ストレージ ターゲット モードを開始し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7 UCS-A
ターゲット エンドポイントとの通信に
/org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target 使用するファブリック インターコネク
# set target-path {a | b}
トを指定します。
ステップ 8 UCS-A
ターゲット エンドポイントとの通信に
/org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target 使用する VSAN を指定します。
# set target-vsan vsan
ステップ 9 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコ
/org/san-connectivity-policy/initiator-group ミットします。
# commit-buffer

例
次の例では、SanConnect242 という名前の SAN 接続ポリシーに対し 2 つのイニシエー
タを持つ initGroupZone1 という名前のイニシエータ グループを設定し、scPolicyZone1
という名前のローカル ストレージ接続ポリシー定義を設定し、トランザクションをコ
ミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # create initiator-group initGroupZone1 fc
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # set zoning-type sist
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # create storage-connection-def
scPolicyZone1
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def* # create
storage-target
20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target*
# set
target-path a
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group/storage-connection-def/storage-target*
# set
target-vsan default
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy/initiator-group #

次のタスク
必要に応じて、SAN 接続ポリシーに他のイニシエータ グループまたは vHBA を追加します。
そうでない場合は、サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートにポリ
シーをインクルードします。
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SAN 接続ポリシーからのイニシエータ グループの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # scope
san-connectivity-policy policy-name

指定した SAN 接続ポリシーの SAN 接続
ポリシー モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete SAN 接続ポリシーから指定されたイニ
initiator-group group-name
シエータ グループを削除します。
ステップ 4 UCS-A /org/san-connectivity-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、initGroup3 という名前のイニシエータ グループを SanConnect242 という
名前の SAN 接続ポリシーから削除し、トランザクションをコミットする方法を示しま
す。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope san-connectivity-policy SanConnect242
UCS-A /org/san-connectivity-policy # delete initiator-group initGroup3
UCS-A /org/san-connectivity-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/san-connectivity-policy #
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ストレージ プロファイル
• ストレージ プロファイル （129 ページ）
• ディスク グループおよびディスク グループ設定ポリシー （130 ページ）
• RAID レベル （132 ページ）
• 自動ディスク選択 （133 ページ）
• サポートされている LUN の変更 （134 ページ）
• サポートされていない LUN の変更 （135 ページ）
• ディスク挿入の処理 （135 ページ）
• 仮想ドライブの命名 （137 ページ）
• LUN の参照解除 （138 ページ）
• コントローラの制限と制約事項 （138 ページ）
• ストレージ プロファイルの設定 （139 ページ）

ストレージ プロファイル
ストレージ プロファイルを作成して使用することで、ストレージ ディスクの数、これらのディ
スクのロールと用途、およびその他のストレージ パラメータを柔軟に定義できます。ストレー
ジ プロファイルには、1 つ以上のサービス プロファイルのストレージ要件がカプセル化されま
す。ストレージ プロファイルで設定された LUN は、ブート LUN またはデータ LUN として使
用でき、また特定のサーバ専用にすることができます。さらに、ローカル LUN をブート デバ
イスとして指定することも可能です。ただし、LUN のサイズ変更はサポートされていません。
ストレージ プロファイルを導入すると、次の利点があります。
• 複数の仮想ドライブを設定し、仮想ドライブによって使用される物理ドライブを選択でき
ます。仮想ドライブのストレージ容量も設定できます。
• ディスク グループに含まれるディスクの数、タイプ、ロールを設定できます。
• ストレージ プロファイルをサービス プロファイルに関連付けることができます。
ストレージ プロファイルは、組織レベルでも、サービス プロファイル レベルでも作成できま
す。サービス プロファイルには、専用ストレージ プロファイルおよび組織レベルのストレー
ジ プロファイルを関連付けることができます。
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ディスクグループおよびディスクグループ設定ポリシー
ストレージに使用するディスクを選択して設定できます。これらの物理ディスクの論理集合を
ディスク グループと言います。ディスク グループを使用すれば、ローカル ディスクを整理で
きます。ストレージ コントローラがディスク グループの作成と設定を制御します。
ディスク グループ設定ポリシーはディスク グループの作成方法と設定方法を定義したもので
す。このポリシーで、ディスク グループに使用する RAID レベルを指定します。また、ディス
ク グループのディスク、およびディスクのロールを手動で選択するか、自動で選択するかどう
かも指定します。1 つのディスク グループ ポリシーを使用して、複数のディスク グループを
管理できます。ただし、1 つのディスク グループを複数のディスク グループ ポリシーで管理
することはできません。
ホット スペアとは、ディスク グループに含まれるディスクで障害が発生した場合にディスク
グループで使用できる、未使用の予備ディスクのことです。ホット スペアを使用できるのは、
フォールトトラレント RAID レベルをサポートするディスク グループのみです。

仮想ドライブ
1 つのディスク グループは、複数の仮想ドライブにパーティション分割できます。その場合、
オペレーティング システムには各仮想ドライブが個別の物理デバイスとして表されます。
ディスク グループのすべての仮想ドライブは、同じ 1 つのディスク グループ ポリシーを使用
して管理する必要があります。
設定状態
[Configuration States] には、仮想ドライブの設定状態が示されます。仮想ドライブの設定状態は
次のいずれかになります。
• [Applying]：仮想ドライブを作成中です。
• [Applied]：仮想ドライブの作成が完了したか、仮想ディスク ポリシーの変更が設定されて
正常に適用されました。
• [Failed to apply]：基礎となるストレージ サブシステムで発生したエラーにより、仮想ドラ
イブの作成、削除、または名前変更が失敗しました。
• [Orphaned]：この仮想ドライブを含むサービス プロファイルが削除されたか、サービス プ
ロファイルとストレージ プロファイルとの関連付けが解除されています。
• [Not in use]：この仮想ドライブが含まれていたサービス プロファイルが何にも関連付けら
れていない状態になっています。
展開状態
[Deployment States] には、仮想ドライブで実行中のアクションが示されます。仮想ドライブの
展開状態は次のいずれかになります。
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• [No action]：仮想ドライブに対して保留中の作業項目はありません。
• [Creating]：仮想ドライブを作成中です。
• [Deleting]：仮想ドライブを削除中です。
• [Modifying]：仮想ドライブを変更中です。
• [Apply-Failed]：仮想ドライブの作成または変更が失敗しました。
動作状態
[Operability States] には、仮想ドライブの動作状態が示されます。仮想ドライブの動作状態は次
のいずれかになります。
• [Optimal]：仮想ドライブの動作状態は正常です。設定されているすべてのドライブがオン
ラインです。
• [Degraded]：仮想ドライブの動作状態は最適ではありません。設定されたドライブのいず
れかに障害が発生したか、オフラインの状態です。
• [Cache-degraded]：仮想ドライブは write back モードの書き込みポリシーを使用して作成さ
れましたが、BBU に障害が発生したか、BBU がありません。

（注）

always write back モードを選択した場合は、この状態になりませ
ん。

• [Partially degraded]：RAID 6 仮想ドライブの動作状態が最適ではありません。設定された
ドライブのいずれかに障害が発生したか、オフラインの状態です。RAID 6 は、最大 2 つ
のドライブ障害を許容できます。
• [Offline]：仮想ドライブが、RAID コントローラで使用できません。これは基本的に障害状
態です。
• [Unknown]：仮想ドライブの状態は不明です。
プレゼンス ステータス
[Presence States] には、仮想ドライブ コンポーネントのプレゼンスが示されます。仮想ドライ
ブのプレゼンス ステータスは次のいずれになります。
• [Equipped]：仮想ドライブを利用できます。
• [Mismatched]：仮想ドライブの展開状態が、その仮想ドライブに設定されている状態と異
なります。
• [Missing]：仮想ドライブがありません。
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RAID レベル
ディスク グループの RAID レベルは、可用性、データの冗長性、および I/O パフォーマンスの
確保を目的とした、ディスク グループでのデータの編成方法を表します。
RAID により、次の機能が提供されます。
• ストライピング：複数の物理デバイスでデータをセグメント化します。これにより、デバ
イスの同時アクセスが可能になり、スループットが向上するため、パフォーマンスが向上
します。
• ミラーリング：同じデータを複数のデバイスに書き込んで、データの冗長性を実現しま
す。
• パリティ：デバイスで障害が発生した場合にエラーを修正できるよう、追加のデバイスに
冗長データを保管します。パリティによって完全な冗長性が実現されることはありません
が、シナリオによってはエラー リカバリが可能になります。
• スパニング：複数のドライブが 1 つの大きなドライブであるかのように機能できます。た
とえば、4 台の 20 GB ドライブを結合して、1 台の 80 GB ドライブのようにすることがで
きます。
サポートされている RAID レベルは次のとおりです。
• [No Local Storage]：（PCH SSD コントローラ定義でサポート）ディスクレス サーバまたは
SAN 専用の設定で使用します。このオプションを選択する場合、このポリシーを使用する
任意のサービス プロファイルを、ローカル ディスクを持つサーバに関連付けることがで
きません。
• [RAID 0 Striped]：（PCH SSD コントローラ定義でサポート）データはアレイ内のすべての
ディスクにストライプ化され、高速スループットを提供します。データの冗長性はなく、
いずれかのディスクで障害が発生すると、すべてのデータが失われます。
• [RAID 1 Mirrored]：（PCH SSD コントローラ定義でサポート）データは 2 つのディスクに
書き込まれ、1つのディスクで障害が発生した場合でも完全なデータ冗長性を提供します。
最大アレイ サイズは、2 つのドライブの小さい方の空き容量に等しくなります。
• [Any Configuration]：（PCH SSD コントローラ定義でサポート）変更なしにローカル ディ
スク 設定を転送するサーバ設定の場合。
• [No RAID]：（PCH SSD コントローラ定義でサポート）JBOD ディスクと同様にすべての
ディスクが相互依存関係なく個別に使用できます。[No RAID] を選択し、RAID ストレー
ジが設定されているオペレーティング システムをすでに持っているサーバにこのポリシー
を適用する場合、システムはディスクのコンテンツを削除しません。したがって、NoRAID
モードを適用した後でサーバに目に見える違いがない場合があります。このことは、ポリ
シーの RAID 設定とサーバの [インベントリ (Inventory)] > [ストレージ (Storage)] タブで表
示される実際のディスク設定の間の不一致を生じさせる可能性があります。以前の RAID
情報がディスクから削除されたことを確認するには、No RAID 設定モードを適用した後
で、すべてのディスク情報を削除するスクラブ ポリシーを適用します。
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• [RAID 5 Striped Parity]：（PCH SSD コントローラ定義ではサポート対象外）アレイ内のす
べてのディスクにデータがストライプ化されます。各ディスクの容量の一部に、ディスク
の障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が格納されます。RAID 5 は、
高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータ スループットを提供しま
す。
RAID 5 は、RAID-5 グループに属する複数のディスクにパリティ データ ブロックを配分
します。RAID 5 には、3 台以上のディスクが必要です。
• [RAID 6 Striped Dual Parity]:（PCH SSD コントローラ定義ではサポート対象外）アレイ内
のすべてのディスクにデータがストライプ化され、2 つのパリティ データを使用して最大
2 つの物理ディスクの障害に対する保護を提供します。データ ブロックの各行に、2 セッ
トのパリティ データが格納されます。
2 つ目のパリティ ブロックが追加される点を除けば、RAID 6 は RAID 5 と同じです。RAID
6 には 4 台以上のディスクが必要です。
• [RAID 10 Mirrored and Striped]：（PCH SSD コントローラ定義ではサポート対象外）RAID
10 がミラー化されたディスク ペアを使用して、ブロックレベル ストライプ化を通じて完
全なデータ冗長性と高いスループット レートを提供します。RAID 10 は、パリティおよび
ブロック レベルのストライピングを使用しないミラーリングを行います。RAID 10 には 4
台以上のディスクが必要です。
• [RAID 50 Striped Parity and Striped]：（PCH SSD コントローラ定義ではサポート対象外）複
数のストライプ化されたパリティ ディスク セットにデータがストライプ化され、高いス
ループットと複数のディスク障害耐性を提供します。
• [RAID 60 Striped Dual Parity and Striped]：（PCH SSD コントローラ定義ではサポート対象
外）複数のストライプ化されたデュアル パリティ ディスク セットにデータがストライプ
化され、高いスループットと優れたディスク障害耐性を提供します。

（注）

一部の Cisco UCS サーバでは、特定の RAID 設定オプションにライセンスが必要です。Cisco
UCS Manager で、このローカル ディスク ポリシーを含むサービス プロファイルをサーバに関
連付けると、選択された RAID オプションに適切なライセンスが備わっているかが Cisco UCS
Manager によって確認されます。問題がある場合は、サービス プロファイルを関連付ける際に
Cisco UCS Manager に設定エラーが表示されます。特定の Cisco UCS サーバの RAID ライセン
ス情報については、そのサーバの『Hardware Installation Guide』を参照してください。

自動ディスク選択
ディスク グループ設定を指定して、そのディスク グループに含まれるローカル ディスクを指
定しないと、Cisco UCS Manager はディスク グループ設定ポリシーで指定された基準に従っ
て、使用するディスクを決定します。 Cisco UCS Manager は複数の方法でディスクを選択でき
ます。
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一連のディスクのすべての修飾子が一致すると、それらのディスクはスロット番号に従って順
番に選択されます。通常のディスクおよび専用ホット スペアは、スロット番号が小さい順に選
択されます。
ディスク選択プロセスは次のとおりです。
1.

2.

（注）

新しい仮想ドライブの作成が必要なすべてのローカル LUN について処理が繰り返されま
す。繰り返し処理は、次の基準に、記載する順で従います。
1.

ディスクの種類

2.

降順の最小ディスク サイズ

3.

降順のスペース要件

4.

アルファベット順のディスク グループ修飾子名

5.

アルファベット順のローカル LUN 名

最小ディスク数および最小ディスク サイズに応じて、通常のディスクを選択します。検索
基準を満たすディスクのうち、スロット番号が最も小さい順にディスクが選択されます。

ドライブ タイプとして [Any] を指定すると、使用可能な最初のドライブが選択されます。最初
のドライブが選択されると、以降のドライブはそのドライブと互換性のあるタイプになりま
す。たとえば、最初のドライブが SATA である場合、後続のすべてのドライブも SATA となり
ます。Cisco UCS Manager リリース 2.5 でサポートされているのは SATA と SAS のみです。
Cisco UCS Manager リリース 2.5 では RAID のマイグレーションをサポートしていません。
3.

専用ホット スペアの選択方法も、通常のディスクを選択する場合と同じです。[Unconfigured
Good] 状態のディスクのみが選択されます。

4.

プロビジョニング済み LUN に、展開済み仮想ドライブと同じディスク グループ ポリシー
が設定されている場合は、同じディスク グループへの新しい仮想ドライブの展開を試みま
す。そうでない場合は、展開する新しいディスクの検索を試みます。

サポートされている LUN の変更
LUN が関連付けられたサーバにすでに展開されているとしても、LUN 設定に対する一部の変
更はサポートされます。
次のタイプの変更を行うことができます。
• 新しい仮想ドライブの作成。
• 孤立した状態にある既存の仮想ドライブの削除。
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• 既存の仮想ドライブに対する、再構成を伴わない変更。次の変更は、データ損失やパフォー
マンスの低下を伴わずに既存の仮想ドライブに対して行うことができます。
• ポリシーの変更。たとえば、キャッシュ書き込みポリシーを変更するなどです。
• ブート パラメータの変更
LUN を削除すると、警告が表示されます。データ損失を回避するための措置を取ってくださ
い。

サポートされていない LUN の変更
既存の LUN に対する変更の中には、元の仮想ドライブを破棄して新しい仮想ドライブを作成
しなければ適用できない変更があります。その場合、すべてのデータが失われるため、そのよ
うな変更はサポートされていません。
再構成を伴う既存の仮想ドライブに対する変更はサポートされていません。サポートされてい
ない、再構成を伴う変更は次のとおりです。
• 再構成を通して可能となる、サポートされている任意の RAID レベルの変更。たとえば、
RAID0 から RAID1 への変更です。
• 再構成を通した仮想ドライブのサイズ増加。
• 再構成を通したディスクの追加および削除。
破壊的変更もサポートされていません。サポートされていない破壊的変更は次のとおりです。
• 再構成をサポートしない RAID レベルの変更。たとえば、RAID5 から RAID1 への変更で
す。
• 仮想ドライブのサイズ縮小。
• 同じドライブ グループに他の仮想ドライブが存在する状況における、再構成をサポートす
る RAID レベルの変更。
• ディスク ドライブに仮想ドライブを収容するだけのスペースが残っていない場合のディス
クの削除。
• 仮想ドライブで使用しているディスク セットの明示的変更。

ディスク挿入の処理
次の一連のイベントが発生する場合があります。
1.

LUN が、次のいずれかの方法で作成されます。
1.

ユーザがローカル ディスク参照を使用して、明示的にスロットを指定します。
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2.

ユーザが指定した基準に従って、システムがスロットを選択します。

2.

LUN が正常に展開されます。つまり、そのスロットを使用する仮想ドライブが作成されま
す。

3.

ディスクをスロットから取り外します（おそらくディスクで障害が発生したため）。

4.

同じスロットに新しい有効なディスクを挿入します。

次のシナリオが可能です。
• 非冗長仮想ドライブ （136 ページ）
• ホット スペア ドライブが割り当てられていない冗長仮想ドライブ （136 ページ）
• ホット スペア ドライブが割り当てられた冗長仮想ドライブ （136 ページ）
• ホット スペア ドライブの交換 （137 ページ）
• 未使用スロットへの物理ドライブの挿入 （137 ページ）

非冗長仮想ドライブ
非冗長仮想ドライブ（RAID0）は、物理ドライブが除去されると [Inoperable] 状態になります。
新しい有効なドライブが挿入されると、新しい物理ドライブは [Unconfigured Good] 状態になり
ます。
非冗長仮想ドライブの場合、仮想ドライブの回復手段はありません。仮想ドライブを削除して
から再作成する必要があります。

ホット スペア ドライブが割り当てられていない冗長仮想ドライブ
冗長仮想ドライブ（RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60）にホット スペ
ア ドライブが割り当てられていないと、古い物理ドライブを取り除いたスロットに有効な物理
ドライブを挿入するまでは、仮想ドライブの不一致、仮想ドライブのメンバ欠如、ローカル
ディスクの欠如といった障害状態になります。
物理ドライブのサイズが古いドライブのサイズ以上である場合、ストレージ コントローラは自
動的にその新しいドライブを仮想ドライブ用に使用します。新しいドライブは [Rebuilding] 状
態になります。再ビルドが完了すると、仮想ドライブは [Online] 状態に戻ります。

ホット スペア ドライブが割り当てられた冗長仮想ドライブ
冗長仮想ドライブ（RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60）にホット スペ
ア ドライブが割り当てられている場合、ドライブで障害が発生したり、ドライブを取り除いた
りすると、仮想ドライブが [Degraded] 状態になった時点で、専用ホット スペア ドライブ（使
用可能な場合）が [Rebuilding] 状態になります。再ビルドが完了すると、そのドライブが [Online]
状態になります。
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仮想ドライブが運用可能であっても、仮想ドライブは Cisco UCSM が期待する物理設定と一致
しないため、ディスク欠如および仮想ドライブ不一致の障害が発生します。
ディスクが欠如しているスロットに新しいディスクを挿入すると、前のホット スペア ディス
クから、新しく挿入されたディスクへの自動コピー バックが開始されます。コピー バックの
後、ホット スペア ディスクが復元されます。復元された時点で、すべてのエラーがクリアさ
れます。
自動コピー バックが開始されず、新しく挿入したディスクの状態が [Unconfigured Good]、
[JBOD] または [Foreign Configuration] のままになっている場合は、新しいディスクをスロット
から取り除き、前のホット スペア ディスクをスロットに再挿入して、外部設定をインポート
してください。これにより再ビルド プロセスが開始され、ドライブの状態が [Online] になりま
す。その時点で、新しいディスクをホット スペア スロットに挿入し、ホット スペアとしてマー
クして、Cisco UCSM で使用可能な情報と完全に一致させます。

ホット スペア ドライブの交換
ホット スペア ドライブを交換すると、新しいホット スペア ドライブは [Unconfigured Good]、
[Unconfigured Bad]、[JBOD]、または [Foreign Configuration] 状態になります。
ホット スペア ドライブの状態が Cisco UCSM で設定されている状態と異なることから、仮想
ドライブの不一致または仮想ドライブ メンバの不一致による障害が発生します。
このエラーは、手動でクリアする必要があります。それには、次の操作を実行します。
1.

新しく挿入されたドライブの状態を [Unconfigured Good] に戻します。

2.

新しく挿入されたドライブを、Cisco UCSM が期待するホット スペア ドライブとなるよう
に設定します。

未使用スロットへの物理ドライブの挿入
未使用のスロットに新しい物理ドライブを挿入した場合、そのドライブが [Unconfigured Good]
状態であっても、正常な物理ドライブが欠如している仮想ドライブがあると、ストレージ コン
トローラも Cisco UCSM もその新しいドライブを利用しません。
その場合、ドライブは [Unconfigured Good] 状態になるだけです。新しいドライブを利用するに
は、新しく挿入されたドライブを参照するように LUN を変更するか、そのドライブを参照す
る LUN を作成する必要があります。

仮想ドライブの命名
UCSM を使用して仮想ドライブを作成すると、UCSM がその仮想ドライブに固有 ID を割り当
てます。以降の操作では、この ID を使用して確実に仮想ドライブを識別できます。UCSM で
は、サービス プロファイルを関連付ける時点で仮想ドライブに柔軟に名前を付けられるように
もなっています。サービス プロファイルまたはサーバによって参照されていない仮想ドライブ
は、いずれも孤立した仮想ドライブとしてマークされます。
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固有 ID に加え、名前がドライブに割り当てられます。名前は、次の 2 つの方法で割り当てら
れます。
• 仮想ドライブを設定する際に、ストレージ プロファイルで参照できる名前を、ユーザが明
示的に割り当てることができます。
• ユーザが仮想ドライブの名前をプロビジョニングしなかった場合、UCSM が仮想ドライブ
の一意の名前を生成します。
サービス プロファイルまたはサーバによって参照されていない仮想ドライブの名前は変更する
ことができます。

LUN の参照解除
LUN を使用するサービス プロファイルがなくなると、LUN の参照は解除されます。LUN の参
照解除は、次のシナリオの一環として行われる場合があります。
• LUN がストレージ プロファイルから参照されなくなった。
• ストレージ プロファイルがサービス プロファイルから参照されなくなった。
• サーバの関連付けがサービス プロファイルから解除された。
• サーバが稼働停止された。
LUN が参照されなくなっても、サーバがまだ関連付けられている場合は、再関連付けが行わ
れます。
LUN が含まれていたサービス プロファイルの関連付けが解除されると、LUN の状態は [Not in
use] に変更されます。
LUN が含まれていたサービス プロファイルが削除されると、LUN の状態は [Orphaned] に変更
されます。

コントローラの制限と制約事項
• Cisco UCS C240、C220、C24、および C22 サーバの場合、各ストレージ コントローラは
24 台の仮想ドライブをサポートします。他のすべてのサーバの場合、各ストレージ コン
トローラは 16 台の仮想ドライブをサポートします。
• Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) では、ブロック サイズが 4K のドライブはブレード サー
バではサポートされませんが、ラックマウント サーバではサポートされます。ブロック
サイズが 4K のドライブをブレード サーバに挿入した場合、検出に失敗し、「Unable to
get Scsi Device Information from the system」というエラー メッセージが表
示されます。
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• Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) 以降のリリースでは、C240 M4 サーバのアウト オブ バ
ンド インベントリ（OOB）をサポートしていない RAID コントローラの場合、動作状態
として [NA] が、ドライブ状態として [Unknown] が表示されます。

ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定
ディスク グループ ポリシーの設定は、自動または手動でディスクを選択することにより行い
ます。ディスク グループの設定には、次の操作が必要です。
1.

RAID レベルの設定 （139 ページ）

2.

ディスク グループ内のディスクの自動設定 （140 ページ） または ディスク グループ内の
ディスクの手動設定 （143 ページ）

3.

仮想ドライブ プロパティの設定 （144 ページ）

RAID レベルの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS A/org# create
指定された名前でディスク グループ設
disk-group-config-policy ディスク グルー 定ポリシーを作成して、ディスクグルー
プ名
プ設定ポリシー モードを開始します。
ステップ 3 UCS-A /org/disk-group-config-policy* # set ディスク グループ設定ポリシーの RAID
raid-level raid-level
レベルを指定します。指定可能な RAID
レベルを以下に示します。
• raid-0-striped
• raid-1-mirrored
• raid-10-mirrored-and-striped
• raid-5-striped-parity
• raid-6-striped-dual-parity
• raid-50-striped-parity-and-striped
• raid-60-striped-dual-parity-and-striped
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 UCS-A /org/disk-group-config-policy* #
commit-buffer

目的
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ディスク グループ設定ポリシーの RAID レベルを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # set raid-level raid-5-striped-parity
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # commit-buffer

次のタスク
ディスク グループ設定ポリシーの一部としてディスクを自動または手動で設定します。

ディスク グループ内のディスクの自動設定
UCSM により、ディスク グループ内のディスクを自動的に選択し、設定することができます。
RAID 1 ポリシーを使用するディスク グループを作成して、そのグループに 4 つのディスクを
設定すると、ストレージ コントローラによって RAID1E 構成が内部的に作成されます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入りま
す。ルート組織モードを開始するに
は、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org# enter
指定されたディスク グループ名のディ
disk-group-config-policy disk-group-name スク グループ設定ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /org/disk-group-config-policy* #
enter disk-group-qual

ステップ 4

UCS-A
ディスク グループのドライブ タイプを
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* 指定します。次のオプションを選択で
# set drive-type drive-type
きます。

ディスク グループ認定モードを開始し
ます。このモードでは、UCSM が、自
動的に、指定されたディスク グループ
の一部としてディスクを設定します。

• HDD
• SSD
• Unspecified
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

ドライブのタイプとして
Unspecified を指定した場合
は、最初の使用可能なドライ
ブが選択されます。最初のド
ライブが選択されると、以降
のドライブはそのドライブと
互換性のあるタイプになりま
す。たとえば、最初のドライ
ブが SSD の場合、以降のす
べてのドライブが SSD にな
ります。

UCS-A
ディスク グループの最小ドライブ サイ
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* ズを指定します。この基準を満たす
# set min-drive-size drive-size
ディスク以外は選択できません。
最小ドライブ サイズの範囲は 0 ～
10240 GB です。最小ドライブ サイズ
を Unspecified に設定することもできま
す。最小ドライブ サイズを Unspecified
に設定した場合は、すべてのサイズの
ドライブが選択可能になります。

ステップ 6

UCS-A
ディスク グループの専用ホット スペア
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* の数を指定します。
# set num-ded-hot-spares hot-spare-num
専用ホット スペア数の範囲は 0 ～ 24
です。専用ホット スペアの数を
Unspecified に設定することもできま
す。専用ホット スペアの数を
Unspecified に設定した場合は、ディス
ク選択プロセスに従ってホット スペア
が選択されます。

ステップ 7

UCS-A
ディスク グループのドライブの数を指
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* 定します。
# set num-drives drive-num
Cisco UCS C240、C220、C24、および
C22 サーバの場合、ドライブの範囲は
0 ～ 24 です。他のすべてのサーバの場
合、1 サーバ当たりの制限は最大 16 ド
ライブです。。ドライブの数を
Unspecified に設定することもできま
す。ドライブの数を Unspecified に設定
した場合は、ドライブの数がディスク
選択プロセスに従って選択されます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

UCS-A
ディスク グループのグローバル ホット
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* スペアの数を指定します。
# set num-glob-hot-spares hot-spare-num
グローバル ホット スペアの数の範囲は
0 ～ 24 です。グローバル ホット スペ
アの数を Unspecified に設定することも
できます。グローバル ホット スペアの
数を Unspecified に設定した場合は、
ディスク選択プロセスに従ってグロー
バル ホット スペアが選択されます。

ステップ 9

UCS-A
ディスク グループ ポリシーの残りの
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* ディスクが使用されるかどうかを指定
# set use-remaining-disks {no | yes}
します。
このコマンドのデフォルト値は no で
す。

ステップ 10

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* コミットします。
# commit-buffer

例
次に、ディスク グループ設定ポリシーに対してディスクを自動的に設定する例を示し
ます。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # enter disk-group-qual
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set drive-type hdd
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set min-drive-size 1000
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-ded-hot-spares 2
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-drives 7
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-glob-hot-spares 2
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set use-remaining-disks no
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # commit-buffer
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # enter disk-group-qual
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set drive-type ssd
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set min-drive-size 1000
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-ded-hot-spares 2
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-drives 7
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # commit-buffer

次のタスク
仮想ドライブを設定します。
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ディスク グループ内のディスクの手動設定
ディスク グループのディスクを手動で設定することができます。
RAID 1 ポリシーを使用してディスク グループを作成し、そのグループに 4 つのディスクを設
定すると、ストレージ コントローラによって RAID 1E 構成が内部的に作成されます。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org# enter
指定されたディスク グループ名のディ
disk-group-config-policy disk-group-name スク グループ設定ポリシー モードを開
始します。
ステップ 3 UCS-A /org/disk-group-config-policy* #
create local-disk-config-ref slot-num

指定されたスロットのローカル ディス
ク設定参照を作成して、ローカル ディ
スク設定参照モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A
ディスク グループ内のローカル ディス
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref クのロールを指定します。次のオプショ
*# set role role
ンを選択できます。
• ded-hot-spare：専用のホット スペア
• Glob-hot-spare：グローバル ホット
スペア
• normal
ステップ 5 UCS-A
ディスクが属しているスパン グループ
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref の ID を指定します。単一のスパン グ
*# set span-id span-id
ループに属している複数のディスクは、
大容量の単一ディスクとして扱うことが
できます。値の範囲は 0 ～ 8 です。スパ
ニング情報が必要ない場合は、スパン
ID を Unspecified として設定することも
できます。
（注）

Cisco UCS リリース 2.5 では、
最大 4 つのスパン グループを
作成できます。

ステップ 6 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコ
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref ミットします。
*# commit-buffer
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例
次に、ディスク グループ設定ポリシーに対してディスクを手動で設定する例を示しま
す。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # create local-disk-config-ref 1
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref *# set role ded-hot-spare
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref* # set span-id 1
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref *# commit-buffer

次のタスク
仮想ドライブ プロパティを設定します。

仮想ドライブ プロパティの設定
1 つのディスク グループ内のすべての仮想ドライブを単一のディスク グループ ポリシーを使
用して管理する必要があります。
これらのプロパティをサポートしないサーバに関連付けようとすると、設定エラーが生成され
ます。
次のストレージ コントローラだけがこれらのプロパティをサポートします。
• LSI 6G MegaRAID SAS 9266-8i
• LSI 6G MegaRAID SAS 9271-8i
• LSI 6G MegaRAID 9265-8i
• LSI MegaRAID SAS 2208 ROMB
• LSI MegaRAID SAS 9361-8i
LSI MegaRAID SAS 2208 ROMB コントローラの場合、これらのプロパティは、B420-M3 ブレー
ド サーバだけでサポートされます。他のコントローラでは、これらのプロパティは複数のラッ
ク サーバでサポートされます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入りま
す。ルート組織モードを開始するに
は、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org# scope
指定されたディスク グループ名のディ
disk-group-config-policy disk-group-name スク グループ設定ポリシー モードを開
始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /org/disk-group-config-policy* #
create virtual-drive-def

仮想ドライブ定義を作成して、仮想ド
ライブ定義モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A
アクセス ポリシーを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set access-policy policy-type
• blocked
• platform-default
• read-only:
• read-write

ステップ 5

UCS-A
ドライブ キャッシュの状態を指定しま
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* す。次のいずれかになります。
# set drive-cache state
• イネーブル化
• disable
• no-change
• platform-default
重要

ステップ 6

Cisco UCS リリース 2.5 で
は、ドライブキャッシュの状
態を変更できません。選択さ
れたドライブキャッシュの状
態に関係なく、
platform-default のまま変化
しません。

UCS-A
I/O ポリシーを指定します。次のいずれ
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* かになります。
# set io-policy policy-type
• cached
• direct
• platform-default

ステップ 7

UCS-A
読み取りポリシーを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set read-policy policy-type
• normal
• platform-default
• read-ahead

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
145

ストレージ プロファイル
仮想ドライブ プロパティの設定

コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

UCS-A
ストリップ サイズを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set strip-size strip-size
• 64 KB
• 128 KB
• 256 KB
• 512 KB
• 1024 KB
• platform-default

ステップ 9

UCS-A
書き込みキャッシュ ポリシーを指定し
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* ます。次のいずれかになります。
# set write-cache-policy policy-type
• always-write-back
• platform-default
• write-back-good-bbu
• write-through

ステップ 10

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* コミットします。
# commit-buffer

ステップ 11

UCS-A
設定された仮想ドライブ プロパティを
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* 表示します。
# show

例
次に、仮想ディスク プロパティを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope disk-group-config-policy raid0policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy # create virtual-drive-def
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set access-policy read-write
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set drive-cache enable
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set io-policy cached
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set read-policy normal
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set strip-size 1024
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set write-cache-policy
write-through
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # commit-buffer
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def # show
Virtual Drive Def:
Strip Size (KB): 1024KB
Access Policy: Read Write
Read Policy: Normal
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Configured Write Cache Policy: Write Through
IO Policy: Cached
Drive Cache: Enable
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def #

次のタスク
ストレージ プロファイルの作成

ストレージ プロファイルの作成
ストレージ プロファイルは、組織レベルとサービス プロファイル レベルで作成できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # create storage-profile
storage-profile-name

指定された名前を持つストレージ プロ
ファイルを組織レベルで作成し、スト
レージ プロファイル設定モードを開始
します。

ステップ 3 UCS-A /org/storage-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 4 （任意） UCS-A /org* # enter
service-profile service-profile-name

指定されたサービス プロファイルを入
力します。

ステップ 5 （任意） UCS-A /org/service-profile* #
create storage-profile-def

ストレージ プロファイルをサービス プ
ロファイル レベルで作成します。

ステップ 6 UCS-A
/org/service-profile/storage-profile-def* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ストレージ プロファイルを組織レベルで作成する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer
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次に、ストレージ プロファイルをサービス プロファイル レベルで作成する例を示し
ます。
UCS-A# scope org
UCS-A /org* # enter service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # create storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def* # commit-buffer

次のタスク
ローカル LUN の作成

ストレージ プロファイルの削除
組織レベルまたはサービス プロファイル レベルで作成されたストレージ プロファイルを削除
できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # delete storage-profile
storage-profile-name

組織レベルで、指定された名前を持つス
トレージ プロファイルを削除します。

ステップ 3 （任意） UCS-A /org # scope
service-profile service-profile-name

指定されたサービス プロファイルを入
力します。

ステップ 4 （任意） UCS-A /org/service-profile #
delete storage-profile-def

サービス プロファイル レベルの専用ス
トレージ プロファイルを削除します。

例
次に、組織レベルのストレージ プロファイルを削除する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # delete storage-profile stor1

次に、サービス プロファイル レベルのストレージ プロファイルを削除する例を示し
ます。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # delete storage-profile-def
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ローカル LUN の作成
ローカル LUN は、組織レベルのストレージ プロファイル内に作成することも、サービス プロ
ファイル レベルの専用ストレージ プロファイル内に作成することもできます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # enter storage-profile
storage-profile-name

指定されたストレージ プロファイルの
ストレージ プロファイル モードを開始
します。

ステップ 3 UCS-A /org/storage-profile* # create
local-lun lun-name

指定された名前を持つローカル LUN を
作成します。

ステップ 4 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set LUN を自動展開にするかどうかを指定
auto-deploy {auto-deploy |
します。
no-auto-deploy}
ステップ 5 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set この LUN のディスク ポリシー名を指定
disk-policy-name disk-policy-name
します。
ステップ 6 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set この LUN の順序を指定します。順序に
order order-num
有効な値の範囲は 1 ～ 64 です。また、
順序値を lowest-available にして、使用
可能な最小の順序値が自動的に LUN に
割り当てられるように指定することもで
きます。
ストレージ プロファイルから参照され
る複数の LUN に、一意の名前と一意の
順序を割り当てる必要があります。
ステップ 7 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set LUN を使用可能なすべてのディスク グ
expand-to-avail {no | yes}
ループに展開するかどうかを指定しま
す。
各サービス プロファイルでは、1 つの
LUN のみをこのオプションを使用する
ように設定できます。
ステップ 8 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set この LUN のサイズを GB 単位で指定し
size size
ます。有効なサイズの範囲は 1 ～ 10240
GB です。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 9 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* #
commit-buffer

孤立した LUN を要求する際に
LUN サイズを指定する必要は
ありません。

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、組織レベルのストレージ プロファイル内にローカル LUN を設定する例を示し
ます。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile* # create local-lun lun2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set disk-policy-name dpn2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set order 2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # commit-buffer

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile* # create local-lun lun2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set auto-deploy no-auto-deploy
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set disk-policy-name dpn2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set expand-to-avail yes
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # commit-buffer

次に、サービス プロファイル レベルの専用ストレージ プロファイル内にローカル LUN
を設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org* # enter service-profile stp1
UCS-A /org/service-profile* # enter storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def # create local-lun lun1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set disk-policy-name dpn1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set order 1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # commit-buffer
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def # create local-lun lun1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set auto-deploy no-auto-deploy
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set disk-policy-name dpn1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set expand-to-avail yes
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # commit-buffer
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次のタスク
サービス プロファイルとストレージ プロファイルの関連付け

ストレージ プロファイル内のローカル LUN の順序変更
set order コマンドを使用して、サーバに対するローカル LUN の表示順序を変更することがで
きます。この操作によって、サーバがリブートされます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # enter storage-profile
storage-profile-name

指定されたストレージ プロファイルの
ストレージ プロファイル モードを開始
します。

ステップ 3 UCS-A /org/storage-profile # enter local-lun 指定されたローカル LUN のローカル
lun-name
LUN モードを開始します。
ステップ 4 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set この LUN のディスク ポリシー名を指定
disk-policy-name disk-policy-name
します。
ステップ 5 UCS-A /org/storage-profile/local-lun # set
order order-num

この LUN の順序を指定します。順序に
有効な値の範囲は 1 ～ 64 です。また、
順序値を lowest-available にして、使用
可能な最小の順序値が自動的に LUN に
割り当てられるように指定することもで
きます。

ステップ 6 UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set この LUN のサイズを GB 単位で指定し
size size
ます。有効なサイズの範囲は 1 ～ 10240
GB です。
ステップ 7 UCS-A /org/storage-profile/local-lun #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、組織レベルのストレージ プロファイル内のローカル LUN の順序を変更する例
を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp1
UCS-A /org/storage-profile* # enter local-lun lun1
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/storage-profile/local-lun* # set disk-policy-name dpn1
/org/storage-profile/local-lun* # set order 1
/org/storage-profile/local-lun* # set size 10
/org/storage-profile/local-lun* # exit
/org/storage-profile* # enter local-lun lun2
/org/storage-profile/local-lun* # set disk-policy-name dpn2
/org/storage-profile/local-lun* # set order 2
/org/storage-profile/local-lun* # set size 10
/org/storage-profile/local-lun* # exit
/org/storage-profile* # commit-buffer

UCS-A /org/storage-profile # show configuration
enter storage-profile stp1
enter local-lun lun1
set auto-deploy auto-deploy
set disk-policy-name dpn1
set order 1
set size 10
exit
enter local-lun lun2
set auto-deploy auto-deploy
set disk-policy-name dpn2
set order 2
set size 10
exit
set descr ""
exit
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/storage-profile # enter local-lun lun1
/org/storage-profile/local-lun # set order 2
/org/storage-profile/local-lun* # exit
/org/storage-profile* # enter local-lun lun2
/org/storage-profile/local-lun* # set order 1
/org/storage-profile/local-lun* # exit
/org/storage-profile* # commit-buffer
/org/storage-profile # show configuration

enter storage-profile stp1
enter local-lun lun1
set auto-deploy auto-deploy
set disk-policy-name dpn1
set order 2
set size 10
exit
enter local-lun lun2
set auto-deploy auto-deploy
set disk-policy-name dpn2
set order 1
set size 10
exit
set descr ""
exit

ストレージ プロファイル内のローカル LUN の削除
LUN を削除すると、サーバから仮想ドライブ参照が削除された後、対応する仮想ドライブが
孤立としてマークされます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # enter storage-profile
storage-profile-name

指定されたストレージ プロファイルの
ストレージ プロファイル モードを開始
します。

ステップ 3 （任意） UCS-A /org/storage-profile* #
show local-lun

指定されたストレージ プロファイル内
のローカル LUN を表示します。

ステップ 4 UCS-A /org/storage-profile* # delete
local-lun lun-name

指定された LUN を削除します。

ステップ 5 UCS-A /org/storage-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ストレージ プロファイル内の LUN を削除する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile # show local-lun

Local SCSI LUN:
LUN Name

Size (GB)

Order

Disk Policy Name Auto Deploy

---------- ----------- ---------------- ---------------- ----------luna

1

2

raid0

Auto Deploy

lunb

1

1

raid0

Auto Deploy

UCS-A /org/storage-profile # delete local-lun luna
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-profile* # show local-lun

Local SCSI LUN:
LUN Name

Size (GB)

Order

Disk Policy Name Auto Deploy

---------- ----------- ---------------- ---------------- ----------lunb

1

1

raid0

Auto Deploy

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
153

ストレージ プロファイル
ストレージ プロファイルとサービス プロファイルの関連付け

ストレージ プロファイルとサービス プロファイルの関連付け
組織レベルで作成されたストレージ プロファイルは複数のサービス プロファイルから参照で
きるため、そのストレージ プロファイルをサービス プロファイルと関連付けるためには、サー
ビス プロファイル内での名前参照が必要となります。

重要

ストレージ プロファイルは組織レベルで定義することも、サービス プロファイルで（専用ス
トレージ プロファイルとして）定義することもできます。したがって、組織のストレージ プ
ロファイルと専用ストレージ プロファイルの両方がある場合、サービス プロファイルはその
両方から有効なローカル LUN を継承します。サービス プロファイルは、最大 2 つのローカル
LUN を継承できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org # scope service-profile
service-profile-name

指定されたサービス プロファイル モー
ドを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/service-profile # set
指定されたストレージ プロファイルと
storage-profile-name storage-profile-name サービスプロファイルを関連付けます。
（注）

ステップ 4 UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

ストレージ プロファイルから
サービス プロファイルの関連
付けを解除するには、set
storage-profile-name コマンド
を使用し、ストレージ プロ
ファイル名として "" を指定し
ます。

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ストレージ プロファイルとサービス プロファイルを関連付ける例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # set storage-profile-name stp2
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次に、ストレージ プロファイルからサービス プロファイルの関連付けを解除する例を
示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # set storage-profile-name ""

サービスプロファイルに継承されたすべてのローカルLUNの詳細の表
示
ストレージ プロファイルは、組織レベルで定義することも、サービス プロファイルの専用ス
トレージ プロファイルとして定義することもできます。したがって、組織のストレージ プロ
ファイルと専用ストレージ プロファイルの両方がある場合、サービス プロファイルはその両
方から有効なローカル LUN を継承します。サービス プロファイルは、最大 2 つのローカル
LUN を継承できます。次のコマンドを使用することで、サービス プロファイルに継承された
すべてのローカル LUN の詳細を表示できます。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A /org/service-profile # show
local-lun-ref

目的
指定したサービス プロファイルに継承
されたすべてのローカル LUN に関する
次の詳細情報が表示されます。
• [Name]：ストレージ プロファイル
での LUN の名前。
• [Admin State]：ローカル LUN が展
開されるかどうかを指定します。管
理状態は、OnlineまたはUndeployed
の場合があります。
ローカル LUN がサービス プロファ
イルによって参照されている場合、
auto-deploy ステータスが
no-auto-deploy であれば、管理状態
は Undeployed になり、そうでない
場合は、Online になります。ロー
カル LUN がサービス プロファイル
で参照された後、そのローカルLUN
の自動展開のステータスが変更され
たとしても、サービス プロファイ
ルに継承された LUN の管理状態に
は反映されません。
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コマンドまたはアクション

目的
• [RAID Level]：使用されているディ
スク グループの RAID レベルの要
約。
• [Provisioned Size (GB)]：ストレージ
プロファイルに指定されているLUN
のサイズ（GB 単位）。
• [Assigned Size (MB)]：UCSM によっ
て割り当てられたサイズ（MB 単
位）。
• [Config State]：LUN 設定の状態。状
態は次のいずれかになります。
• [Applying]：管理状態は [Online]
です。LUN はサーバに関連付
けられていて、仮想ドライブが
作成されているところです。
• [Applyed]：管理状態は [Online]
です。LUN はサーバに関連付
けられていて、仮想ドライブが
作成されました。
• [Apply Failed]：管理状態は
[Online] です。LUN はサーバに
関連付けられていますが、仮想
ドライブの作成が失敗しまし
た。
• [Not Applied]：LUN がサーバに
関連付けられていないか、サー
バに関連付けられていても、管
理状態が [Undeployed] になって
います。
• [Not In Use]：サービス プロ
ファイルは仮想ドライブを使用
していますが、その仮想ドライ
ブはサーバと関連付けられてい
ません。
• Reference LUN：事前プロビジョニ
ングされた仮想ドライブ名または
UCSMが生成した仮想デバイス名。
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コマンドまたはアクション

目的
• Deploy Name：展開後の仮想ドライ
ブ名。
• ID：仮想ドライブ ID。
• [Drive State]：仮想ドライブの状態。
以下の状態があります。
• 不明
• Optimal
• Degraded
• Inoperable
• Partially Degraded

例
UCS-A /org/service-profile # show local-lun-ref

Local LUN Ref:
Profile LUN Name Admin State RAID Level
Provisioned Size (GB)
Size (MB)
Config State Referenced Lun Deploy Name ID
Drive State

Assigned

---------------- ----------- ---------------------- ----------------------------------------- ------------ -------------- ----------- ----------- ----------luna
Online
RAID 0 Striped
1024 Applied
luna-1
luna-1

1
1003

Optimal

lunb
Online
RAID 0 Striped
1024 Applied
lunb-1
lunb-1

1
1004

Optimal

UCS-A /org/service-profile #

Local LUN Ref:
Name
Admin State RAID Level
Provisioned Size (GB) Assigned
Size (MB)
Config State Referenced Lun Deploy Name ID
Drive State
---------------- ----------- ---------------------- ----------------------------------------- ------------ -------------- ----------- ----------- ----------lun111
Online
RAID 0 Striped
30
30720
Applied
lun111-1
lun111-1
1001
Optimal
lun201
Online
Unspecified
1
0
Not Applied
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RAID コントローラの外部設定のインポート
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope chassis chassis-num

目的
指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS A/chassis # scope raid-controller raid RAID コントローラ シャーシ モードを
contr id {sas |sata}
開始します。
ステップ 3 UCS-A /chassis/raid-controller # set
Foreign Configuration 状態にあるローカ
admin-state import-foreign-configuration ル ディスクからの設定のインポートを
可能にします。

例
次に、Foreign Configuration 状態にあるローカル ディスクから外部設定をインポートす
る例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/raid-controller # set admin-state import-foreign-configuration
UCS-A /chassis/raid-controller* #

ローカル ディスクの設定操作
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope chassis chassis-num

目的
指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS A/chassis # scope raid-controller raid RAID コントローラ シャーシ モードを
contr id {sas |sata}
開始します。
ステップ 3 UCS-A /chassis/raid-controller # scope
local-disk local-disk-id

ローカル ディスク設定モードを開始し
ます。

ステップ 4 UCS A/chassis/raid-controller/local-disk #
set admin-state
{clear-foreign-configuration
|dedicated-hot-spare [admin vd id]
|prepare-for-removal |remove-hot-spare

ローカル ディスクを次の状態のいずれ
かに設定します。
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ストレージ プロファイル
ローカル ディスクの設定操作

コマンドまたはアクション
|unconfigured-good
|undo-prepare-for-removal}

目的
ディスク内に存在する外部設定を消
去します。
• dedicated-hot-spare：ローカル ディ
スクを専用ホット スペアとして指
定します。割り当てることが可能な
管理仮想ドライブ ID の範囲は 0 ～
4294967295 です。
• prepare-for-removal：ローカル ディ
スクをシャーシから削除する対象と
してマークするように指定します。
• remove-hot-spare：ローカル ディス
クがホット スペアではなくなるよ
うに指定します。これは、不一致エ
ラーを解消するためだけに使用して
ください。
• unconfigured-good：ローカル ディ
スクが設定可能になるように指定し
ます。
• undo-prepare-for-removal：ローカ
ル ディスクをシャーシから削除す
る対象としてマークしないように指
定します。

例
次に、ローカル ディスクから外部設定を消去する例を示します。
UCS-A /chassis/raid-controller/local-disk # set admin-state clear-foreign-configuration

次に、ローカル ディスクを専用ホット スペアとして指定する例を示します。
UCS-A /chassis/raid-controller/local-disk* # set admin-state dedicated-hot-spare 1001

次に、ローカル ディスクをシャーシから削除する対象としてマークするように指定す
る例を示します。
UCS-A /chassis/raid-controller/local-disk* # set admin-state prepare-for-removal

次に、ローカル ディスクをホット スペアとして削除する対象としてマークするように
指定する例を示します。
UCS-A /chassis/raid-controller/local-disk* # set admin-state remove-hot-spare
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次に、ローカル ディスクが有効であるが使用のための設定がされていない状態になる
ように指定する例を示します。
UCS-A /chassis/raid-controller/local-disk* # set admin-state unconfigured-good

次に、ローカル ディスクをシャーシから削除する対象としてマークしないように指定
する例を示します。
UCS-A /chassis/raid-controller/local-disk* # set admin-state undo-prepare-for-removal

仮想ドライブ プロパティの設定
1 つのディスク グループ内のすべての仮想ドライブを単一のディスク グループ ポリシーを使
用して管理する必要があります。
これらのプロパティをサポートしないサーバに関連付けようとすると、設定エラーが生成され
ます。
次のストレージ コントローラだけがこれらのプロパティをサポートします。
• LSI 6G MegaRAID SAS 9266-8i
• LSI 6G MegaRAID SAS 9271-8i
• LSI 6G MegaRAID 9265-8i
• LSI MegaRAID SAS 2208 ROMB
• LSI MegaRAID SAS 9361-8i
LSI MegaRAID SAS 2208 ROMB コントローラの場合、これらのプロパティは、B420-M3 ブレー
ド サーバだけでサポートされます。他のコントローラでは、これらのプロパティは複数のラッ
ク サーバでサポートされます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入りま
す。ルート組織モードを開始するに
は、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org# scope
指定されたディスク グループ名のディ
disk-group-config-policy disk-group-name スク グループ設定ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /org/disk-group-config-policy* #
create virtual-drive-def
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ライブ定義モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

UCS-A
アクセス ポリシーを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set access-policy policy-type
• blocked
• platform-default
• read-only:
• read-write

ステップ 5

UCS-A
ドライブ キャッシュの状態を指定しま
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* す。次のいずれかになります。
# set drive-cache state
• イネーブル化
• disable
• no-change
• platform-default
重要

ステップ 6

Cisco UCS リリース 2.5 で
は、ドライブキャッシュの状
態を変更できません。選択さ
れたドライブキャッシュの状
態に関係なく、
platform-default のまま変化
しません。

UCS-A
I/O ポリシーを指定します。次のいずれ
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* かになります。
# set io-policy policy-type
• cached
• direct
• platform-default

ステップ 7

UCS-A
読み取りポリシーを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set read-policy policy-type
• normal
• platform-default
• read-ahead

ステップ 8

UCS-A
ストリップ サイズを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set strip-size strip-size
• 64 KB
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コマンドまたはアクション

目的
• 128 KB
• 256 KB
• 512 KB
• 1024 KB
• platform-default

ステップ 9

UCS-A
書き込みキャッシュ ポリシーを指定し
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* ます。次のいずれかになります。
# set write-cache-policy policy-type
• always-write-back
• platform-default
• write-back-good-bbu
• write-through

ステップ 10

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* コミットします。
# commit-buffer

ステップ 11

UCS-A
設定された仮想ドライブ プロパティを
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* 表示します。
# show

例
次に、仮想ディスク プロパティを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope disk-group-config-policy raid0policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy # create virtual-drive-def
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set access-policy read-write
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set drive-cache enable
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set io-policy cached
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set read-policy normal
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set strip-size 1024
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set write-cache-policy
write-through
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # commit-buffer
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def # show
Virtual Drive Def:
Strip Size (KB): 1024KB
Access Policy: Read Write
Read Policy: Normal
Configured Write Cache Policy: Write Through
IO Policy: Cached
Drive Cache: Enable
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def #
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次のタスク
ストレージ プロファイルの作成

孤立仮想ドライブの削除
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope chassis chassis-num

目的
指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS A/chassis # scope raid-controller raid RAID コントローラ シャーシ モードを
contr id {sas |sata}
開始します。
ステップ 3 （任意） UCS-A /chassis/raid-controller # 指定された仮想ドライブ ID を持つ孤立
delete virtual-drive id virtual-drive-id
仮想ドライブを削除します。
ステップ 4 （任意） UCS-A /chassis/raid-controller # 指定された仮想ドライブ名を持つ孤立仮
delete virtual-drive name
想ドライブを削除します。
virtual-drive-name
ステップ 5 （任意） UCS-A /chassis/raid-controller # 指定された孤立仮想ドライブの仮想ドラ
scope virtual-drive virtual-drive-id
イブ モードを開始します。
ステップ 6 UCS-A /chassis/raid-controller/virtual-drive 孤立仮想ドライブを削除します。
# set admin-state delete
ステップ 7 UCS-A /chassis/raid-controller/virtual-drive トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

例
次に、仮想ドライブ ID を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/raid-controller # show virtual-drive
Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action
ID: 1002
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Name: luna-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 1
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
...
UCS-A /chassis/raid-controller # delete virtual-drive id 1002
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data
loss.
UCS-A /chassis/raid-controller # commit-buffer

次に、仮想ドライブ名を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/raid-controller # show virtual-drive
Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
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Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action
ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
...
UCS-A /chassis/raid-controller # delete virtual-drive name lunb-1
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data
loss.
UCS-A /chassis/raid-controller # commit-buffer

次に、管理状態を設定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/raid-controller # scope virtual-drive 1004
UCS-A /chassis/raid-controller/virtual-drive # set admin-state delete
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data
loss.
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UCS-A /chassis/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer

孤立仮想ドライブの名前変更
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope chassis chassis-num

目的
指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS A/chassis # scope raid-controller raid RAID コントローラ シャーシ モードを
contr id {sas |sata}
開始します。
ステップ 3 UCS-A /chassis/raid-controller # scope
virtual-drive virtual-drive-id

指定された仮想ドライブの仮想ドライブ
モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /chassis/raid-controller/virtual-drive 孤立仮想ドライブの名前を指定します。
# set name virtual-drive-name
ステップ 5 UCS-A /chassis/raid-controller/virtual-drive トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

例
次に、孤立仮想ドライブの名前を指定する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/chassis # scope raid-controller 1 sas
/chassis/raid-controller # scope virtual-drive 1060
/chassis/raid-controller/virtual-drive* # set name vd1
/chassis/raid-controller/virtual-drive* # commit-buffer

ローカル LUN のブート ポリシーの設定
（注）

Cisco UCS Manager リリース 2.5 では、JBOD をブート デバイスとして設定できません。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org org-name
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

指定されたブート ポリシーの組織ブー
ト ポリシー モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/boot-policy # create storage

ブート ポリシーのストレージ ブートを
作成し、組織ブート ポリシー ストレー
ジ モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /org/boot-policy/storage # create
local

ローカルストレージ場所を作成し、ブー
ト ポリシーのローカル ストレージ モー
ドを開始します。

ステップ 5 UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ #
create local-lun

ローカル ハード ディスク ドライブを
ローカルストレージとして指定します。

ステップ 6 UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun #
create local-lun-image-path {primary |
secondary}

指定した LUN のブート順序を指定しま
す。
重要

Cisco UCS Manager リリース
2.2(4) は secondary ブート順序
をサポートしていません。

ステップ 7 UCS-A
ブートを開始する LUN の名前を指定し
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path ます。
# set lunname lun_name
ステップ 8 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコ
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device ミットします。
# commit-buffer

例
次に、lab1-boot-policy という名前のブート ポリシーを作成して、そのポリシー用の
ローカル ハード ディスク ドライブ ブートを作成し、ブート順序とブートを開始する
LUN を指定して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # create local-lun-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # set lunname luna
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path #

次のタスク
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。
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サービス プロファイル内のローカル LUN 操作
サービス プロファイルはサービス プロファイル テンプレートから作成されますが、次の操作
は個別のサービス プロファイル レベルでローカル LUN ごとに実行できます。
• LUN 名の事前プロビジョニングまたは孤立 LUN の要求 （168 ページ）
• LUN の展開および展開解除 （169 ページ）
• サービス プロファイルで参照されている LUN の名前変更 （170 ページ）

（注）

LUN 名の事前プロビジョニング、孤立 LUN の要求、および LUN の展開または展開解除後は、
サーバがリブートされます。

LUN 名の事前プロビジョニングまたは孤立 LUN の要求
set ref-name コマンドを使用して、LUN 名を事前プロビジョニングしたり、孤立 LUN を要求
したりできます。LUN 名の事前プロビジョニングや孤立 LUN の要求は、LUN の管理状態が
Undeployed の場合にだけ実行できます。 また、LUN の管理状態を手動で Undeployed に変更
し、孤立 LUN を要求することもできます。

重要

この操作によって、サーバがリブートされます。
LUN 名が空の場合は、要求する前に LUN 名を設定します。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org# scope service-profile
service-profile-name

指定されたサービス プロファイル モー
ドを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/service-profile# enter
local-lun-ref lun-name

指定された LUN を入力します。

ステップ 4 UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref#
set ref-name ref-lun-name

参照 LUN 名を設定します。
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でに存在し、その LUN が孤立している
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コマンドまたはアクション

目的
い場合、指定した名前の LUN が新規に
作成されます。

• LUN が存在していて、孤立していない場合は、設定エラーが発生します。
• LUN がすでに参照されている場合に、参照名を変更すると、古い LUN が解放され、その
参照名で LUN が要求または作成されます。古い LUN は、サーバから LUN 参照が削除さ
れた段階で孤立としてマークされます。

例
次に、LUN 名を事前プロビジョニングする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set ref-name lun2

LUN の展開および展開解除
admin-state コマンドを使用して、LUN を展開または展開解除することができます。ローカル
LUN の管理状態が [Undeployed] の場合、LUN の参照は削除されていて、LUN は展開されてい
ません。

重要

この操作によって、サーバがリブートされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org# scope service-profile
service-profile-name

指定されたサービス プロファイル モー
ドを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/service-profile# enter
local-lun-ref lun-name

指定された LUN を入力します。

ステップ 4 UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref#
set admin-state {online | undeployed}

指定された LUN の管理状態を online ま
たは undeployed に設定します。
LUN がすでに参照済みで、その管理状
態が undeployed に設定されている場合
は、古い LUN が解放されます。古い
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目的
LUN は、LUN 参照がサーバから削除さ
れた後に孤立としてマークされます。

例
次に、LUN を展開する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set admin-state online

次に、LUN を展開解除する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set admin-state undeployed

サービス プロファイルで参照されている LUN の名前変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A /org# scope service-profile
service-profile-name

指定されたサービス プロファイル モー
ドを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/service-profile# enter
local-lun-ref lun-name

指定された LUN を入力します。

ステップ 4 UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref#
set name

参照 LUN の名前を変更します。

例
次に、サービス プロファイルから参照される LUN の名前を変更する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set name lun11
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SED セキュリティ ポリシー
• 自己暗号化ドライブのセキュリティ ポリシー （171 ページ）
• コントローラとディスクのセキュリティ フラグ （172 ページ）
• ローカル セキュリティ ポリシーの管理 （173 ページ）
• KMIP クライアント証明書ポリシー （178 ページ）
• リモート セキュリティ ポリシーの管理 （181 ページ）
• 既存の仮想ドライバの保護 （186 ページ）
• ディスクのセキュリティの有効化 （187 ページ）
• セキュア ディスクの消去 （188 ページ）
• コントローラのセキュリティのディセーブル化 （189 ページ）
• ロックされたディスクのロックの解除 （190 ページ）
• セキュア外部設定ディスクの消去 （191 ページ）
• コントローラのセキュリティ フラグの表示 （192 ページ）
• ローカル ディスクのセキュリティ フラグの表示 （193 ページ）
• 仮想ドライブのセキュリティ フラグの表示 （194 ページ）

自己暗号化ドライブのセキュリティ ポリシー
自己暗号化ドライブ（SED）には、リアルタイムで着信データを暗号化し、送信データを復号
化する特殊なハードウェアが搭載されています。ディスク上のデータは常にディスクで暗号化
され、暗号化された形式で格納されます。暗号化されたデータはディスクから読み出す際に常
に復号化されます。メディア暗号化キーがこの暗号化と復号化を制御します。このキーはプロ
セッサやメモリには保存されません。 Cisco UCS Manager は、Cisco UCS C シリーズとおよび
S シリーズのサーバの SED セキュリティ ポリシーをサポートしています。
SED は、セキュリティ キーを指定してロックしなければなりません。このセキュリティ キー
はキー暗号化キーまたは認証パスフレーズとも呼ばれ、メディア暗号化キーの暗号化に使用さ
れます。ディスクがロックされていない場合は、データの取得にキーは必要ありません。
Cisco UCS Manager では、セキュリティ キーをローカルででも、リモートからでも設定できま
す。ローカルでキーを設定した場合、そのキーを覚えておく必要があります。キーを忘れた場
合、それを取得することはできず、データが失われます。キー管理サーバ（KMIP サーバとも
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呼ばれる）を使用して、キーをリモートから設定できます。この方法で、ローカル管理での
キーの保管と取得に関する問題に対処します。
SED の暗号化と復号化は、ハードウェアを通じて実行されます。したがって、全体的なシステ
ム パフォーマンスに影響しません。SED は瞬時に暗号を消去することで、ディスクの使用停
止や再展開のコストを削減します。メディア暗号化キーを変更することで、暗号消去が実行さ
れます。ディスクのメディア暗号化キーを変更すると、そのディスク上のデータは復号化でき
ず、すぐに使用できない状態になります。Cisco UCS Manager リリース 3.1(3) では、SED は C
シリーズ サーバと S シリーズ サーバにディスク盗難防止機能を提供します。HX サーバについ
ては、SED はノード盗難防止機能を提供します。

コントローラとディスクのセキュリティ フラグ
セキュリティ フラグは、ストレージ コントローラとディスクの現在のセキュリティ ステータ
スを示します。
ストレージ コントローラとディスクには、次のセキュリティ フラグがあります。
• Security Capable：コントローラまたはディスクが SED 管理をサポートできることを示しま
す。
• Security Enable：コントローラまたはディスクにセキュリティ キーがプログラムされてお
り、セキュリティがデバイス上で有効であることを示します。このフラグは、セキュリ
ティ ポリシーを設定してサーバに関連付け、コントローラとディスクを保護しているとき
に設定されます。HX デバイスでは、このフラグは設定されません。
• Secured：コントローラまたはディスクにセキュリティ キーがプログラムされており、セ
キュリティが HX デバイス上で有効であることを示します。
次のセキュリティ フラグは、ストレージ ディスクにのみ適用されます。
• Locked：ディスク キーがコントローラ上のキーと一致していないことを示します。これ
は、異なるキーでプログラムされたサーバ間でディスクを移動すると発生します。ロック
されたディスク上のデータにはアクセスできないため、オペレーティング システムがディ
スクを使用できません。このディスクを使用するには、ディスクのロックを解除するか、
または外部設定を安全に消去します。
• Foreign Secured：セキュア ディスクは外部設定になっていることを示します。正しいキー
でロックされたディスクのロックを解除しても、ディスクが外部設定状態になっており、
そのディスク上のデータが暗号化されているとこのようになります。このディスクを使用
するには、外部設定をインポートするか、または外部設定をクリアします。
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ローカル セキュリティ ポリシーの管理
ローカル セキュリティ ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2 UCS-A /org # create storage-profile
storage-profile-name

指定された名前を持つストレージ プロ
ファイルを組織レベルで作成し、スト
レージ プロファイル設定モードを開始
します。

ステップ 3 UCS-A /org/storage-profile* # create
security

指定されたストレージ プロファイルの
セキュリティポリシーを作成し、セキュ
リティ ポリシー モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /org/storage-profile/security* #
create drive-security

指定されたストレージ プロファイルの
セキュリティのドライブ セキュリティ
ポリシーを作成し、ドライブ セキュリ
ティ ポリシー モードを開始します。

ステップ 5 UCS A/org/storage-profile/security/drive-セ 指定されたストレージ プロファイルの
キュリティ * # create local
ローカル セキュリティ ポリシーを作成
し、ローカル ポリシー モードを開始し
ます。
ステップ 6 UCS-A
ローカル ポリシーの指定されたセキュ
/org/storage-profile/security/drive-security/local* リティキーを設定します。セキュリティ
# set security-key security-key
キーには、32文字なければなりません。
ステップ 7 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコ
/org/storage-profile/security/drive-security/local* ミットします。
# commit-buffer

例
この例では、セキュリティ キーをもつローカル セキュリティ ポリシーの作成方法を
示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create storage-profile stp-demo
UCS-A /org/storage-profile* # create security
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UCS-A /org/storage-profile/security* # create drive-security
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security* # create local
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local* # set security-key
thereare32charactersinthisseckey
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local #

ローカル セキュリティ ポリシーのセキュリティ キーの変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2 UCS-A /org # scope storage-profile
storage-profile-name

指定されたストレージ プロファイルの
ストレージ プロファイル設定モードを
開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/storage-profile # scope security 指定されたストレージ プロファイルの
セキュリティ ポリシー モードを開始し
ます。
ステップ 4 UCS A/org/storage-profile/security # scope 指定されたストレージ プロファイル セ
drive-security
キュリティのドライブ セキュリティ ポ
リシー モードを開始します。
ステップ 5 UCS
指定されたストレージ プロファイルの
A/org/storage-profile/security/drive-security ローカル ポリシー モードを開始しま
# scope local
す。
ステップ 6 UCS
新しいキーを設定するために、サーバで
A/org/storage-profile/security/drive-security/local 展開される既存のキーを指定します。
# set deployed-security-key
existing-security-key
ステップ 7 UCS-A
ローカルポリシーの新しいセキュリティ
/org/storage-profile/security/drive-security/local* キーを設定します。
# set security-key new-security-key
ステップ 8 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコ
/org/storage-profile/security/drive-security/local* ミットします。
# commit-buffer

例
この例では、ローカル セキュリティ ポリシーのセキュリティ キーを変更する方法を
示します。
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UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope storage-profile stp-demo
UCS-A /org/storage-profile # scope security
UCS-A /org/storage-profile/security # scope drive-security
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security # scope local
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local # set deployed-security-key
thereare32charactersinthisseckey
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local* # set security-key
thereare32charactersinthisnewkey
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local #

ローカルからリモートへのセキュリティ ポリシーの変更
始める前に
KMIP クライアント証明書ポリシーを作成したことを確認します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope storage-profile
storage-profile-name

選択したストレージ プロファイルのス
トレージ プロファイル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/storage-profile # scope
security

指定されたストレージ プロファイルの
セキュリティ ポリシー モードを開始し
ます。

ステップ 4

UCS-A /org/storage-profile/security #
scope drive-security

指定されたストレージ プロファイル セ
キュリティのドライブ セキュリティ ポ
リシー モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A
リモート ポリシー モードを作成し、開
/org/storage-profile/security/drive-security 始します。
# create remote

ステップ 6

UCS-A
サーバで展開された既存のキーを指定
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* します。
# set deployed-security-key
existing-security-key

ステップ 7

UCS-A
プライマリ サーバ ホスト名または IP
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* サーバを設定します。
# set primary-server primary-server-name
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

（任意） UCS-A
セカンダリ サーバ ホスト名または IP
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* サーバを設定します。
# set secondary-server
secondary-server-name

ステップ 9

（任意） UCS-A
KMIP サーバのポート番号を設定しま
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* す。KMIP サーバ ポート番号は、1024
# set port kmip-server-port-number
から 65535 の範囲を設定できます。

ステップ 10

UCS-A
リモート セキュリティ ポリシーに
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* KMIP 証明書を設定します。
# set server-certificate

ステップ 11

（任意） UCS
ストレージと KMIP サーバの間の通信
A/org/storage-profile/security/drive-security/ がタイム アウトする秒数を設定しま
リモート * # set timeout timeout seconds す。タイムアウトは 5 秒 ～ 20 秒の範
囲となる場合があります。

ステップ 12

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* コミットします。
# commit-buffer

ステップ 13

UCS
ドライブ セキュリティ ポリシー モー
A/org/storage-profile/security/drive-security/remote ドを開始します。
#exit

ステップ 14

UCS-A
既存のローカル セキュリティ ポリシー
/org/storage-profile/security/drive-security を削除します。
# delete local

ステップ 15

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/storage-profile/security/drive-security* コミットします。
# commit-buffer

例
この例では、ローカルからリモートへのセキュリティ ポリシーを変更する方法を示し
ます。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope storage-profile stp-demo
UCS-A /org/storage-profile # scope security
UCS-A /org/storage-profile/security # scope drive-security
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security # create remote
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set deployed-security-key
thereare32charactersinthisseckey
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set primary-server 10.10.10.1
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set secondary-server
10.10.10.2
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set port 5696
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set server-certificate
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
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Prompt Certificate:
>-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEDCCAvigAwIBAgIGALOfZVDsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGQMSowKAYDVQQD
EyFDRyBDQSBTIG9uIHZvcm1ldHJpY2RzbS5jaXNjby5jb20xFTATBgNVBAsTDFNh
dmJ1U3RvcmRldjEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczERMA8GA1UEBxMIU2Fu
IEpvc2UxEzARBgNVBAgTCkNhbGlmb3JuaWExCzAJBgNVBAYTAlVTMB4XDTE2MDkw
NzE5MzMwMVoXDTI2MDkwOTE5MzMwMVowgZAxKjAoBgNVBAMTIUNHIENBIFMgb24g
dm9ybWV0cmljZHNtLmNpc2NvLmNvbTEVMBMGA1UECxMMU2F2YnVTdG9yZGV2MRYw
FAYDVQQKEw1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTETMB>EGA1UE
CBMKQ2FsaWZvcm5pYTELMAkGA1UEBhMCVVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQDhX2UdIV>TQTchGo1FjAc5u1W9zAo/YkjD22ANpbEPiAmgWL97c
Xwj7yzArflrZ2kWvQCm4f6AdLOFUWzbuo+Fxd3rurd>w6BhJXdLj8Piq8094PqCLp
qdUF83SsRVVbCXHxOqdk9jsSQrvTcV4PloNrelMLq/mOqsaODs+us4ng7sMDtGXv
LeKFC8DUEm0GlGQACwiJ3s9O4+P2CI/d4P/>EyWwqABf3YJmAI1EQyUnoTwrg6EgY
ZvcpHsmjXnbBZrL+ON7FBcbrTanvjyJxE6tFf5cRPGhymfna7Fd3lfVwZCcGIoR+
EOIAwgetzIRM6FzMiV2/tDT8STo/oo5Tg3dDAgMBAAGjbj>BsMBIGA1UdEwEB/wQI
MAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/>>>>>>>>>BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBRnYyFiAK2lEDZJNC0Y
VlIqMgiUJDAnBgNVHSMEIDAegBRnYyFiAK2lEDZJNC0YVlIqMgiUJIIGALOfZVDs
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAfhB2+Ft8V2ELAFa7PcG/rU09ux7LYcCjt3STa
mzKdZ7Rn5COvknKrJX+EefT7xl03CQXT9aeSAddQUOCy8fhiPoaMFrlTgs1hdS0p
NJvfxV6QCun2UMRSuxWfG>0QFfofnXeIGkAmEYOpUdArSOTbtt4v6Lja1A+KEsvWW
5KaVemo2nsd+iD0IPCOhpShAgaAwpnYUq9mLfVgvV07Z+hmkuOIQTZ2+h+pJQtE0
+U5qaTts4pMXpqQPjlid0NMuaPug1SpSD7KBsjwR1SzehzPdns16uprmvWa3VBk3
OK6y55FoIu+Wg9i/8kmfkghyGwTfo6weEKbleuVwupvpriMF>
-----END CERTIFICATE----UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/storage-profile/security/drive-security/remote* # commit-buffer
/org/storage-profile/security/drive-security/remote # exit
/org/storage-profile/security/drive-security # delete local
/org/storage-profile/security/drive-security* # commit-buffer
/org/storage-profile/security/drive-security #

ローカル セキュリティ ポリシーを使用しているサーバへのセキュア
なディスクの挿入
サーバにセキュアなディスクを挿入すると、次のいずれかが行われます。
• ドライブ上のセキュリティキーが、サーバのセキュリティキーと一致し、自動的にロック
が解除されます。
• ディスク上のセキュリティキーとサーバ上のセキュリティキーが異なっています。ディス
クはロックされたディスクとして表示されます。ロックされたディスク上で次のいずれか
を実行できます。
• セキュアな外部設定を消去してディスク上のすべてのデータを削除します。
• ディスクの正しいキーを提供してディスクのロックを解除します。ディスクのロック
を解除すると、ディスクは Foreign Secured の状態になります。これらのディスクの外
部設定は、すぐにインポートするか、またはクリアする必要があります。
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（注）

現在の一連のディスクの外部設定をインポートする前に別の一連
のディスクのロックを解除すると、現在の一連のディスクは再度
ロックされ、Locked の状態になります。

KMIP クライアント証明書ポリシー
KMIPサーバとも呼ばれているキー管理サーバを使用して、キーをリモートから設定できます。
リモート ポリシーを作成する前に、KMIP クライアント証明書ポリシーを作成する必要があり
ます。証明書の生成に使用するホスト名は KMIP サーバのシリアル番号です。
証明書ポリシーは、2 つの独立した範囲から作成できます。
• グローバル スコープ：最初にこの範囲でグローバル証明書ポリシーを作成できます。この
範囲で証明書を変更しても、証明書は再生成されません。
• サーバ スコープ：この範囲で証明書ポリシーを作成または変更できます。作成または変更
すると、証明書が再生成されます。このような証明書はそのサーバに固有であり、その
サーバについてグローバル証明書がオーバーライドされます。
KMIP クライアント証明書ポリシーを作成したら、次のいずれかを実行します。
• KMIP サーバに生成された証明書をコピーします。
• 生成された証明書署名要求を使用して CA 署名付き証明書を取得します。この CA 署名付
き証明書を CIMC にコピーします。

グローバル KMIP クライアント証明書ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope security

セキュリティ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /security # create
kmip-client-cert-policy

KMIP 証明書ポリシーを作成し、KMIP
クライアント証明書ポリシー モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* KMIP 証明書ポリシーの国コードを指
# set country country-code
定します。国コードは大文字で 2 文字
を含まなければなりません。

ステップ 4

UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* ローカリティの名前またはKMIP 証明
# set locality locality-code
書ポリシーの都市を指定します。ロー
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目的
カリティの名前として最大 32 文字まで
を入力します。

ステップ 5

UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* KMIP 証明書ポリシーを要求する組織
# set org-name org-name
名を指定します。組織名として最大 32
文字を入力します。

ステップ 6

UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* KMIP 証明書ポリシーを要求する組織
# set org-unit-name unit-name
ユニット名を指定します。組織ユニッ
ト名として最大 64 文字を入力します。

ステップ 7

UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* KMIP 証明書ポリシーの州、地域、ま
# set state state-code
たは郡の名前を指定します。州の名前
として最大で 32 文字を入力します。

ステップ 8

（任意） UCS-A
/security/kmip-client-cert-policy* # set
email email-address

リクエストに関連付けられた電子メー
ル アドレスを指定します。

ステップ 9

（任意） UCS-A
/security/kmip-client-cert-policy* # set
validity days

証明書の有効期間を日数で指定しま
す。有効期間は 365 日から 3650 日間で
す。

ステップ 10

UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* トランザクションをシステムの設定に
# commit-buffer
コミットします。

ステップ 11

UCS A/security/kmip-client-cert-policy #
show

KMIP 証明書ポリシーの詳細を表示し
ます。

例
この例では、KMIP 証明書のポリシーを作成する方法を示します。
UCS-A# scope security
UCS-A /security # create kmip-client-cert-policy
UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* # set country IN
UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* # set locality BLR
UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* # set org-name XYZ
UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* # set org-unit-name Ops
UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* # set state KA
UCS-A /security/kmip-client-cert-policy* # commit-buffer
UCS-A /security/kmip-client-cert-policy # show
KMIP Client certificate policy:
Certificate request country name: IN
State, province or county (full name): KA
Locality name (eg, city): BLR
Organisation name (eg, company): XYZ
Organisational Unit Name (eg, section): Ops
Certificate request e-mail name:
Validity of certificate in number of days: 1095
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UCS-A /security/kmip-client-cert-policy #

サーバ用の KMIP クライアント証明書の作成
サーバ用の KMIP クライアント証明書ポリシーを作成できます。この証明書は、特定のサーバ
にのみ適用され、グローバル KMIP クライアント証明書をオーバーライドします。
このポリシーを使用しているときに証明書の作成に使用するホスト名はサーバのシリアル番号
です。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope server server-number

指定したサーバのサーバ設定モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /server # create
kmip-client-cert-policy

KMIP 証明書ポリシーを作成し、KMIP
クライアント証明書ポリシー モードを
開始します。

ステップ 3

UCS A/server/kmip-client-cert-ポリシー
* # set country country-code

KMIP 証明書ポリシーの国コードを指
定します。国コードは大文字で 2 文字
を含まなければなりません。

ステップ 4

UCS A/server/kmip-client-cert-ポリシー
* # set locality locality-code

ローカリティの名前またはKMIP 証明
書ポリシーの都市を指定します。ロー
カリティの名前として最大 32 文字まで
を入力します。

ステップ 5

UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # KMIP 証明書ポリシーを要求する組織
set org-name org-name
名を指定します。組織名として最大 32
文字を入力します。

ステップ 6

UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # KMIP 証明書ポリシーを要求する組織
set org-unit-name unit-name
ユニット名を指定します。組織ユニッ
ト名として最大 64 文字を入力します。

ステップ 7

UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # KMIP 証明書ポリシーの州、地域、ま
set state state-code
たは郡の名前を指定します。州の名前
として最大で 32 文字を入力します。

ステップ 8

（任意） UCS A/server/kmip-client-cert- リクエストに関連付けられた電子メー
ポリシー * # set email email-address
ル アドレスを指定します。
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目的

ステップ 9

（任意） UCS-A
/server/kmip-client-cert-policy* # set
validity days

証明書の有効期間を日数で指定しま
す。有効期間は 365 日から 3650 日間で
す。

ステップ 10

UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # トランザクションをシステムの設定に
commit-buffer
コミットします。

ステップ 11

UCS A/server/kmip-client-cert-policy #
show

KMIP 証明書の詳細を表示します。

例
この例では、サーバで KMIP 証明書を作成する方法を示します。
UCS-A# scope server 5
UCS-A /server # create kmip-client-cert-policy
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # set country IN
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # set locality BLR
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # set org-name XYZ
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # set org-unit-name Ops
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # set state KA
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # commit-buffer
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy* # show
KMIP Client certificate policy:
Certificate request country name: IN
State, province or county (full name): KA
Locality name (eg, city): BLR
Organisation name (eg, company): XYZ
Organisational Unit Name (eg, section): Ops
Certificate request e-mail name:
Validity of certificate in number of days: 1095
UCS-A /server/kmip-client-cert-policy #

リモート セキュリティ ポリシーの管理
Creating a Remote Security Policy
始める前に
Ensure that you have created a KMIP client certificate policy.
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A # scope org

Enters the root organization mode.
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目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope storage-profile
storage-profile-name

Enters the storage-profile configuration
mode for the selected storage profile.

ステップ 3

UCS-A /org/storage-profile # create
security

Creates and enters the security mode.

ステップ 4

UCS-A /org/storage-profile/security* #
create drive-security

Creates and enters the drive-security mode.

ステップ 5

UCS-A
Creates and enters the remote policy mode.
/org/storage-profile/security/drive-security*
# create remote

ステップ 6

UCS-A
Sets the primary server hostname or IP
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* address.
# set primary-server primary-server-name

ステップ 7

Sets the secondary server hostname or IP
（任意） UCS-A
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* address.
# set secondary-server
secondary-server-name

ステップ 8

Sets the port number of the KMIP server.
（任意） UCS-A
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* KMIP server port numbers can range from
1024 to 65535.
# set port kmip-server-port-number

ステップ 9

UCS-A
Sets the KMIP certificate to the remote
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* security policy.
# set server-certificate

ステップ 10

Sets the number of seconds in which
（任意） UCS-A
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* communication between the storage and the
KMIP server times out. Timeout can range
# set timeout timeout-seconds
from 5 seconds to 20 seconds.

ステップ 11

Creates the login details for the KMIP server
（任意） UCS-A
/org/storage-profile/security/drive-security/remote* and enters the login mode.
# create login

ステップ 12

Sets the username to log into the KMIP
（任意） UCS-A
/org/storage-profile/security/drive-security/remote/login* server.
# set username username

ステップ 13

Sets the password to log into the KMIP
（任意） UCS-A
/org/storage-profile/security/drive-security/remote/login* server.
# set password password

ステップ 14

UCS-A
Commits the transaction to the system
/org/storage-profile/security/drive-security/remote/login* configuration.
# commit-buffer
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例
UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope storage-profile stp-demo
UCS-A /org/storage-profile # create security
UCS-A /org/storage-profile/security* # create drive-security
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security* # create remote
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set primary-server 10.10.10.1
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set secondary-server
10.10.10.2
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set port 5696
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/remote* # set server-certificate
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Prompt Certificate:
>-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEDCCAvigAwIBAgIGALOfZVDsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGQMSowKAYDVQQD
EyFDRyBDQSBTIG9uIHZvcm1ldHJpY2RzbS5jaXNjby5jb20xFTATBgNVBAsTDFNh
dmJ1U3RvcmRldjEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczERMA8GA1UEBxMIU2Fu
IEpvc2UxEzARBgNVBAgTCkNhbGlmb3JuaWExCzAJBgNVBAYTAlVTMB4XDTE2MDkw
NzE5MzMwMVoXDTI2MDkwOTE5MzMwMVowgZAxKjAoBgNVBAMTIUNHIENBIFMgb24g
dm9ybWV0cmljZHNtLmNpc2NvLmNvbTEVMBMGA1UECxMMU2F2YnVTdG9yZGV2MRYw
FAYDVQQKEw1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTETMB>EGA1UE
CBMKQ2FsaWZvcm5pYTELMAkGA1UEBhMCVVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQDhX2UdIV>TQTchGo1FjAc5u1W9zAo/YkjD22ANpbEPiAmgWL97c
Xwj7yzArflrZ2kWvQCm4f6AdLOFUWzbuo+Fxd3rurd>w6BhJXdLj8Piq8094PqCLp
qdUF83SsRVVbCXHxOqdk9jsSQrvTcV4PloNrelMLq/mOqsaODs+us4ng7sMDtGXv
LeKFC8DUEm0GlGQACwiJ3s9O4+P2CI/d4P/>EyWwqABf3YJmAI1EQyUnoTwrg6EgY
ZvcpHsmjXnbBZrL+ON7FBcbrTanvjyJxE6tFf5cRPGhymfna7Fd3lfVwZCcGIoR+
>
EOIAwgetzIRM6FzMiV2/tDT8STo/oo5Tg3dDAgMBAAGjbj>BsMBIGA1UdEwEB/wQI
MAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/>>>>>>>>>BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBRnYyFiAK2lEDZJNC0Y
VlIqMgiUJDAnBgNVHSMEIDAegBRnYyFiAK2lEDZJNC0YVlIqMgiUJIIGALOfZVDs
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAfhB2+Ft8V2ELAFa7PcG/rU09ux7LYcCjt3STa
mzKdZ7Rn5COvknKrJX+EefT7xl03CQXT9aeSAddQUOCy8fhiPoaMFrlTgs1hdS0p
NJvfxV6QCun2UMRSuxWfG>0QFfofnXeIGkAmEYOpUdArSOTbtt4v6Lja1A+KEsvWW
5KaVemo2nsd+iD0IPCOhpShAgaAwpnYUq9mLfVgvV07Z+hmkuOIQTZ2+h+pJQtE0
+U5qaTts4pMXpqQPjlid0NMuaPug1SpSD7KBsjwR1SzehzPdns16uprmvWa3VBk3
OK6y55FoIu+Wg9i/8kmfkghyGwTfo6weEKbleuVwupvpriMF>
-----END CERTIFICATE----UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/storage-profile/security/drive-security/remote* # create login
/org/storage-profile/security/drive-security/remote/login* # set username user1
/org/storage-profile/security/drive-security/remote/login* # set password Password
/org/storage-profile/security/drive-security/remote/login* # exit
/org/storage-profile/security/drive-security/remote # exit
/org/storage-profile/security/drive-security # show detail expand

Drive Security:
Remote:
Primary Server Name: 10.10.10.1
Secondary Server Name:10.10.10.2
KMIP Server Port: 5696
Deployed Security Key:
KMIP Server Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEDCCAvigAwIBAgIGALOfZVDsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGQMSowKAYDVQQD
EyFDRyBDQSBTIG9uIHZvcm1ldHJpY2RzbS5jaXNjby5jb20xFTATBgNVBAsTDFNh
dmJ1U3RvcmRldjEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczERMA8GA1UEBxMIU2Fu
IEpvc2UxEzARBgNVBAgTCkNhbGlmb3JuaWExCzAJBgNVBAYTAlVTMB4XDTE2MDkw
NzE5MzMwMVoXDTI2MDkwOTE5MzMwMVowgZAxKjAoBgNVBAMTIUNHIENBIFMgb24g
dm9ybWV0cmljZHNtLmNpc2NvLmNvbTEVMBMGA1UECxMMU2F2YnVTdG9yZGV2MRYw
FAYDVQQKEw1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTETMBEGA1UE
CBMKQ2FsaWZvcm5pYTELMAkGA1UEBhMCVVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
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DwAwggEKAoIBAQDhX2UdIVTQTchGo1FjAc5u1W9zAo/YkjD22ANpbEPiAmgWL97c
Xwj7yzArflrZ2kWvQCm4f6AdLOFUWzbuo+Fxd3rurdw6BhJXdLj8Piq8094PqCLp
qdUF83SsRVVbCXHxOqdk9jsSQrvTcV4PloNrelMLq/mOqsaODs+us4ng7sMDtGXv
LeKFC8DUEm0GlGQACwiJ3s9O4+P2CI/d4P/EyWwqABf3YJmAI1EQyUnoTwrg6EgY
ZvcpHsmjXnbBZrL+ON7FBcbrTanvjyJxE6tFf5cRPGhymfna7Fd3lfVwZCcGIoR+
EOIAwgetzIRM6FzMiV2/tDT8STo/oo5Tg3dDAgMBAAGjbjBsMBIGA1UdEwEB/wQI
MAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBRnYyFiAK2lEDZJNC0Y
VlIqMgiUJDAnBgNVHSMEIDAegBRnYyFiAK2lEDZJNC0YVlIqMgiUJIIGALOfZVDs
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAfhB2+Ft8V2ELAFa7PcG/rU09ux7LYcCjt3STa
mzKdZ7Rn5COvknKrJX+EefT7xl03CQXT9aeSAddQUOCy8fhiPoaMFrlTgs1hdS0p
NJvfxV6QCun2UMRSuxWfG0QFfofnXeIGkAmEYOpUdArSOTbtt4v6Lja1A+KEsvWW
5KaVemo2nsd+iD0IPCOhpShAgaAwpnYUq9mLfVgvV07Z+hmkuOIQTZ2+h+pJQtE0
+U5qaTts4pMXpqQPjlid0NMuaPug1SpSD7KBsjwR1SzehzPdns16uprmvWa3VBk3
OK6y55FoIu+Wg9i/8kmfkghyGwTfo6weEKbleuVwupvpriMF
-----END CERTIFICATE-----

リモート セキュリティ キーの変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。現在、Cisco UCS Manager は SAS コ
ントローラでのみ SED をサポートしま
す。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # set
admin-state modify-remote-key

リモートのセキュリティ ポリシーのセ
キュリティ キーを変更します。

ステップ 4 UCS-A /server/raid-controller #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
この例では、ラックマウント サーバ用のリモートのセキュリティ キーを変更する方法
を示します。
UCS-A# scope server 3
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # set admin-state modify-remote-key
UCS-A /server/raid-controller* # commit-buffer
UCS-A /server/raid-controller #
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リモートからローカルへのセキュリティ ポリシーの変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope storage-profile
storage-profile-name

指定されたストレージ プロファイルの
ストレージ プロファイル設定モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/storage-profile # scope
security

指定されたストレージ プロファイルの
セキュリティ ポリシー モードを開始し
ます。

ステップ 4

UCS-A /org/storage-profile/security #
scope drive-security

指定されたストレージ プロファイル セ
キュリティのドライブ セキュリティ ポ
リシー モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A
既存のリモートのセキュリティ ポリ
/org/storage-profile/security/drive-security シーを削除します。
# delete remote

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/storage-profile/security/drive-security* コミットします。
# commit-buffer

ステップ 7

UCS-A
ローカル ポリシー モードを作成し、開
/org/storage-profile/security/drive-security 始します。
# create local

ステップ 8

UCS-A
ローカル ポリシーのセキュリティ キー
/org/storage-profile/security/drive-security/local* を設定します。
# set security-key security-key

ステップ 9

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/storage-profile/security/drive-security/local* コミットします。
# commit-buffer

ステップ 10

例
この例では、ローカルにリモートからセキュリティ ポリシーを変更する方法を示しま
す。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope storage-profile stp-demo
UCS-A /org/storage-profile # scope security
UCS-A /org/storage-profile/security # scope drive-security
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UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security # delete remote
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security # create local
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local* # set security-key
thereare32charactersinthisseckey
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-profile/security/drive-security/local #

リモート セキュリティ ポリシーを使用しているサーバへのセキュア
なディスクの挿入
リモート セキュリティ ポリシーを使用しているサーバにセキュアなディスクを挿入すると、
ストレージ ディスクはロックされたディスクとして表示されます。次のいずれかを実行しま
す。
• 以前にローカル キーを使用してディスクがロックされていた場合は、そのローカル キー
を使用してディスクのロックを手動で解除します。
• リモート KMIP サーバを使用してロックを解除します。
セキュアなディスクをローカル セキュリティ ポリシーを使用しているサーバからリモート セ
キュリティ ポリシーを使用しているサーバに移動すると、ディスクはロックされた状態として
表示されます。ローカル キーを使用してディスクのロックを手動で解除します。

既存の仮想ドライバの保護
始める前に
• コントローラは、セキュアでなければなりません。
• 仮想ドライブは、孤立状態である必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server# scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。
現在、 Cisco UCS Manager は SAS コン
トローラでのみ SED をサポートしてい
ます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller# scope
virtual-drive virtual-drive-id

目的
指定された孤立仮想ドライブの仮想ドラ
イブ モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive# 既存の仮想ドライブを保護します。
set admin-state secure-drive-group
ステップ 5 UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive*# トランザクションをシステムの設定にコ
commit-buffer
ミットします。

例
この例では、ラックマウント サーバ を保護する方法を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server# scope raid-controller 3 sas
UCS-A /server/raid-controller# scope virtual-drive 1000
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive # set admin-state secure-drive-group
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive*# commit-buffer
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive#

ディスクのセキュリティの有効化
始める前に
ディスクが JBOD であることを確認します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。
現在、 Cisco UCS Manager は SAS コン
トローラでのみ SED をサポートしてい
ます。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # scope
local-disk local-disk-id

ローカル ディスク設定モードを開始し
ます
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 UCS A/server/raid-controller/local-disk #
set admin-state enable-security

目的
JBOD でセキュリティを有効にします。

ステップ 5 UCS A/server/raid-controller/local-ディス トランザクションをシステムの設定にコ
ク * # commit-buffer
ミットします。

例
この例では、ラックマウント サーバのセキュリティを有効にする方法を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 3 sas
UCS-A /server/raid-controller # scope local-disk 2
UCS-A /server/raid-controller/local-disk # set admin-state enable-security
UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # commit-buffer
UCS-A /server/raid-controller/local-disk #

セキュア ディスクの消去
始める前に
ディスクが Unconfigured Good 状態であることを確認します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。
現在、 Cisco UCS Manager は SAS コン
トローラでのみ SED をサポートしてい
ます。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # scope
local-disk local-disk-id

ローカル ディスク設定モードを開始し
ます

ステップ 4 UCS-A /server/raid-controller/local-disk #
set admin-state clear secure-drive

セキュアなディスクを消去し、ディスク
のセキュリティをクリアします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # トランザクションをシステムの設定にコ
commit-buffer
ミットします。

例
この例は、ラック マウント サーバを消去する方法を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope server 1
/server # scope raid-controller 3 sas
/server/raid-controller # scope local-disk 2
/server/raid-controller/local-disk # set admin-state clear secure-drive
/server/raid-controller/local-disk* # commit-buffer
/server/raid-controller/local-disk #

コントローラのセキュリティのディセーブル化
始める前に
SAS コントローラ上でのみ、セキュリティを無効にすることができます。コントローラ上のセ
キュリティを無効にするには、まずすべてのセキュア ディスク上のセキュリティを無効にして
から、コントローラのすべてのセキュア仮想ドライブを削除します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。現在、 Cisco UCS Manager は SAS
コントローラでのみ SED をサポートし
ています。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # set
admin-state disable-security

コントローラのセキュリティ キーを無
効にします。

ステップ 4 UCS-A /server/raid-controller #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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例
この例では、ラックマウント サーバのセキュリティを無効にする方法を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 3 sas
UCS-A /server/raid-controller # set admin-state disable-security
UCS-A /server/raid-controller* # commit-buffer
UCS-A /server/raid-controller #

ロックされたディスクのロックの解除
SED のキーがコントローラ上のキーと一致していない場合、そのディスクは [Locked, Foreign
Secure] と表示されます。そのディスクのセキュリティキーを提供するか、またはリモート
KMIP サーバを使用して、ディスクのロックを解除します。ディスクのロックを解除した後、
外部設定をインポートするか、またはクリアします。
ロックされたディスクのロックを解除すると、そのディスクのセキュリティ ステータスは
[Foreign Secure] と表示されます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope server server-id

指定したサーバのサーバ モードを開始
します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。現在、Cisco UCS Manager は SAS コ
ントローラでのみ SED をサポートしま
す。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # set
admin-state unlock-disk [security-key]

ロックされたディスクのロックを解除し
ます。
セキュリティキーが設定される場合、こ
のキーは、ロックされた状態にあるディ
スクをロック解除するために使用されま
す。
セキュリティキーが設定されない場合、
Cisco UCS Manager は KMIP サーバを使
用してディスクをロック解除しようとし
ます。リモート セキュリティがサーバ
に設定される場合のみ、セキュリティ
キーの設定はオプションです。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 UCS-A/server/raid-controller * #
commit-buffer

目的
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
この例では、ローカル セキュリティ ポリシーが設定されたラックマウント サーバの
ロックをセキュリティキーを使用して解除する方法を説明します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope server 1
/server # scope raid-controller 3 sas
/server/raid-controller # set admin-state unlock-disk thisisastring
/server/raid-controller* # commit-buffer
/server/raid-controller #

この例では、リモート セキュリティ ポリシーが設定されたラックマウント サーバの
ロックを KMIP サーバを使用して解除する方法を説明します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope server 1
/server # scope raid-controller 3 sas
/server/raid-controller # set admin-state unlock-disk
/server/raid-controller* # commit-buffer
/server/raid-controller #

セキュア外部設定ディスクの消去
ロックされた状態のディスクがあり、そのディスクを既存のデータにアクセスせずに使用する
場合は、セキュアな外部設定ディスクを消去できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。
現在、 Cisco UCS Manager は SAS コン
トローラでのみ SED をサポートしてい
ます。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # scope
local-disk local-disk-id

ローカル ディスク設定モードを開始し
ます
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 UCS-A /server/raid-controller/local-disk #
set admin-state clear
secure-foreign-config-drive

目的
セキュアな外部設定ドライブをクリアし
ます。

ステップ 5 UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # トランザクションをシステムの設定にコ
commit-buffer
ミットします。

例
この例は、ラック マウント サーバをクリアする方法を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 3 sas
UCS-A /server/raid-controller # scope local-disk 2
UCS-A /server/raid-controller/local-disk # set admin-state clear
secure-foreign-config-drive
UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # commit-buffer
UCS-A /server/raid-controller/local-disk #

コントローラのセキュリティ フラグの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。
現在、 Cisco UCS Manager は SAS コン
トローラでのみ SED をサポートしてい
ます。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # show detail RAID コントローラの詳細を表示しま
す。

例
この例では、ラックマウント サーバのセキュリティ フラグが有効になっているか、
チェックする方法を示します。

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
192

SED セキュリティ ポリシー
ローカル ディスクのセキュリティ フラグの表示

UCS-A # scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 3 sas
UCS-A /server/raid-controller # show detail
RAID Controller:
ID: 3
Type: SAS
PCI Addr: 03:00.0
Vendor: LSI Corp.
Model: LSI MegaRAID SAS 3108
Serial: SV55346948
HW Rev: C0
Raid Support: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, RAID50, RAID60
OOB Interface Supported: Yes
Mode: RAID
Rebuild Rate: 30
Controller Status: Optimal
Config State: Applied
Pinned Cache Status: Disabled
Sub OEM ID: 0
Supported Strip Sizes: 1MB,64KB,256KB,512KB,128KB
Default Strip Size: 64KB
PCI Slot: HBA
Controller Flags: Drive Security Capable

この例では、ブレード サーバの コントローラ のセキュリティ フラグが有効になって
いるか、チェックする方法を示します。

ローカル ディスクのセキュリティ フラグの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope server server-id

指定されたサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。
現在、 Cisco UCS Manager は SAS コン
トローラでのみ SED をサポートしてい
ます。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # scope
local-disk local-disk-id

ローカル ディスク設定モードを開始し
ます

ステップ 4 UCS-A /server/raid-controller/local-disk #
show detail

ローカルディスクの詳細を表示します。

Cisco UCS Manager ストレージ管理ガイド（CLI 用）、リリース 3.1
193

SED セキュリティ ポリシー
仮想ドライブのセキュリティ フラグの表示

例
この例では、ラックマウント サーバ のセキュリティ フラグを表示する方法を示しま
す。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope server 1
/server # scope raid-controller 3 sas
/server/raid-controller #scope local-disk 2
/server/raid-controller/local-disk # show detail

Local Disk:
ID: 4
Block Size: 512
Physical Block Size: 4096
Blocks: 1560545280
Raw Size: 763097
Size: 761985
Technology: SSD
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason: N/A
Presence: Equipped
Connection Protocol: SAS
Product Variant: default
Product Name: 800GB Enterprise performance SAS SED SSD (10 FWPD) - MTFDJAK800MBS
PID: UCS-SD800GBEK9
VID: V01
Vendor: MICRON
Model: S650DC-800FIPS
Vendor Description: Micron
Serial: ZAZ090VD0000822150Z3
HW Rev: 0
Running-Vers: MB13
Average Seek Time (R/W): N/A
Track to Track Seek Time (R/W): 115ms
Part Number: 16-100911-01
SKU: UCS-SD800GBEK9
Drive State: Online
Power State: Active
Link Speed: 12 Gbps
Enclosure Association Type: Direct Attached
Device Version: MB13
Drive Security Flags: Secured,Security Enabled,Security Capable

仮想ドライブのセキュリティ フラグの表示
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A # scope server server-id
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コマンドまたはアクション
ステップ 2 UCS-A /server # scope raid-controller
raid-controller-id {SAS | SAT}

目的
RAID コントローラ モードを開始しま
す。
現在、 Cisco UCS Manager は SAS コン
トローラでのみ SED をサポートしてい
ます。

ステップ 3 UCS-A /server/raid-controller # scope
virtual-drive virtual-drive-id

仮想ドライブ モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive 仮想デバイスの詳細を表示します。
# show detail

例
この例では、ラックマウント サーバ のセキュリティ フラグを表示する方法を示しま
す。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope server 1
/server # scope raid-controller 3 sas
/server/raid-controller # scope virtual-drive 1000
/server/raid-controller/virtual-drive # show detail

Virtual Drive:
ID: 1000
Name: luna
Block Size: 512
Blocks: 20971520
Size: 10240
Operability: Operable
Presence: Equipped
Lifecycle: Allocated
Drive State: Optimal
Type: RAID 0 Striped
Strip Size (KB): 64
Access Policy: Read Write
Read Policy: Normal
Configured Write Cache Policy: Write Through
Actual Write Cache Policy: Write Through
IO Policy: Direct
Drive Cache: No Change
Bootable: False
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action
Service Profile Lun Reference: org-root/ls-sp1/vdrive-ref-lun-1
Assigned To Server: sys/rack-unit-1
Available Size on Disk Group (MB): 751745
Unique Identifier: 90ae6ea0-6a39-49e1-9c0d-0f3e2e9ecfce
Vendor Unique Identifier: 678da6e7-15b2-9c20-2011-c4f60c40e57a
Security Flags: Drive Security Enable,Drive Security Capable
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ストレージ サーバ機能およびコンポーネントの概要
ストレージ サーバ機能
次の表に、 Cisco UCS S3260 システムの機能の概要を示します。
表 3 : Cisco UCS S3260 システムの機能

機能

説明

シャーシ

4 ラック ユニット（4RU）シャーシ

プロセッサ

• Cisco UCS S3260 M3 サーバ ノード：各
サーバ ノード内の 2 つの Intel Xeon
E5-2600 v2 シリーズ プロセッサ。
• Cisco UCS S3260 M4 サーバ ノード：各
サーバ ノード内の 2 つの Intel Xeon
E5-2600 v4 シリーズ プロセッサ。

メモリ

各サーバ ノード内で最大 16 個の DIMM。

マルチビット エラー保護

このシステムは、マルチビット エラー保護を
サポートします。

ストレージ

システムには次のストレージ オプションがあ
ります。
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機能

説明

ディスク管理

このシステムは、最大 2 台のストレージ コン
トローラをサポートしています。
• 各サーバ ノード内に Cisco ストレージ コ
ントローラ カード用の専用メザニン形式
ソケット 1 基

RAID バックアップ

supercap 電源モジュール（SCPM）は、RAID
コントローラ カードにマウントされます。

PCIe I/O

オプションの I/O エクスパンダは、8x Gen 3
PCIe 拡張スロットを 2 つ提供します。

ネットワークおよび管理 I/O

システムには、システム I/O コントローラ
（SIOC）を 1 つまたは 2 つ搭載できます。そ
れにより、背面パネル管理とデータ接続が可
能になります。
• SIOC ごとに 2 つの SFP+ 40 Gb ポート
• SIOC ごとに 1 つの 10/100/1000 イーサネッ
ト専用管理ポート
サーバ ノードごとに、KVM ケーブルで 2 つ
の USB を接続できる 1 つの背面パネル KVM
コネクタ、1 つの VGA DB-15 コネクタ、1 つ
のシリアル DB-9 コネクタがあります。

電源

2 台または 4 台の電源装置、各 1050 W（ホッ
トスワップ可能で 2+2 冗長）。

冷却

前面から背面に冷却を引き出す4つの内蔵ファ
ン モジュール、ホットスワップ可能。各ファ
ン モジュールには 2 つのファンが内蔵されて
います。
さらに、各電源にはファンが 1 個あります。

前面パネルの機能
次の図に、Cisco UCS S3260 システムの前面パネルの機能を示します。
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図 3 : 前面パネルの機能

1

操作パネル

2

システム電源ボタ 7
ン/LED

電源装置ステータス LED

3

システム ユニッ
ト識別ボタ
ン/LED

8

ネットワーク リンク アク
ティビティ LED

4

システム ステー
タス LED

9

引き出し型の資産タグ（前
面ベゼルの下に表示されな
い）

5

ファン ステータ
ス LED

10

内蔵ドライブのステータス
LED

6

温度ステータス LED

背面パネルの機能
次の図に、 Cisco UCS S3260 システムの背面パネルの機能を示します。
図 4 : 前面パネルの機能
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ディスク スロット
1

サーバ ベイ 1

8

現時点ではサポートされて
いません。

9

現時点ではサポートされて
いません。

• （オプショ
ン）I/O エク
スパンダ（図
を参照）（
Cisco UCS
S3260 M4
サーバ ノー
ドのみに搭
載）
• （オプショ
ン）サーバ
ノード
• （オプショ
ン）ドライブ
拡張モジュー
ル
2

サーバ ベイ 2
• （オプショ
ン）サーバ
ノード (Cisco
UCS S3260
M4 に表示)
（オプショ
ン）ドライブ
拡張モジュー
ル
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3

システム I/O コン 10
トローラ
（SIOC）
• サーバ ベイ
1 にサーバ
ノードがある
場合は SIOC
1 が必要
• サーバ ベイ
2 にサーバ
ノードがある
場合は SIOC
2 が必要です

4

電源装置（4、2+2 11
として冗長）

ソリッド ステート ドライ
ブ ベイ（最大で 4 つの 2.5
インチ SAS SSD）
• ベイ 1 および 2 の SSD
には、サーバ ベイ 1 の
サーバ ノードが必要で
す
• ベイ 3 および 4 の SSD
には、サーバ ベイ 2 の
サーバ ノードが必要で
す

Cisco UCS S3260 M4 サーバ
ノードのラベル（M4
SVRN）
（注）

5

40 Gb SFP+ ポー 12
ト（SIOC ごとに
2 つ）

このラベルは、
Cisco UCS S3260
M4サーバ ノード
を識別します。
Cisco UCS S3260
M3 サーバ ノード
にはラベルがあり
ません。

KVM コンソール コネクタ
（サーバ ノードごとに 1
つ）
USB 2 個、VGA 1 個、シリ
アル コネクタ 1 個を装備し
た KVM ケーブルで使用

6

Chassis
13
Management
Controller
（CMS）のデバッ
グ ファームウェ
ア ユーティリ
ティ ポート
（SIOC ごとに 1
つ）

サーバ ノードのユニット識
別ボタン/LED
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10/100/1000 専用
管理ポート、
RJ-45 コネクタ
（SIOC ごとに 1
つ）

7

14

サーバ ノードの電源ボタン

15

サーバ ノードのリセット
ボタン（サーバ ノードの
チップセットをリセット）

ストレージ サーバ コンポーネント
サーバ ノード
Cisco UCS S3260 システムは、1 つまたは 2 つのノードから構成されています。各ノードには
2 つの CPU、128 GB、256 GB、または 512 GB の DIMM メモリ、最大 4 GB のキャッシュの
RAID カードまたはパススルー コントローラが備わっています。サーバ ノードは次のいずれか
です。
• Cisco UCS S3260 M3 サーバ ノード
• Cisco UCS S3260 M4 サーバ ノード：このノードに、サーバ ノードの上部に接続するオプ
ションの I/O エクスパンダが含まれる場合があります。
ディスク スロット
Cisco UCS S3260 シャーシ の HDD マザーボードに 14 ディスク スロットが 4 行と、HDD 拡張
トレイに追加の 4 ディスク スロットがあります。次の図は、上面からアクセス可能でホットス
ワップ可能な 56 台の 3.5 インチの 6 TB または 4 TB 7200 rpm NL-SAS HDD ドライブのディス
クの配置を示しています。ディスク スロットに 2 つの SAS ポートがあり、それぞれがシャー
シの SAS エクスパンダに接続されます。
図 5 : Cisco UCS S3260 上面図
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次の図は、HDD 拡張トレイに 4 つの追加ディスク スロットを備えた Cisco UCS S3260 シャー
シ を示しています。
図 6 : HDD 拡張トレイを搭載した Cisco UCS 3260（背面図）

2 つのサーバ ノードと 2 つの SIOC がある場合、次の機能を使用できます。
1.

上のサーバ ノードは左の SIOC（サーバ スロット 1、SIOC1）を使用します。

2.

下のサーバは右の SIOC（サーバ スロット 2、SIOC2）を使用します。

2 つの SIOC を搭載した 1 つのサーバ ノードがある場合、Server SIOC Connectivity 機能を有効
にできます。リリース 3.1(3) から、Cisco UCS S3260システムでは Server SIOC Connectivity 機能
がサポートされています。シャーシに単一サーバとデュアル SIOC が装着されている場合、こ
の機能を使用して、プライマリ SIOC および補助 SIOC の両方を経由するデータ パスを設定で
きます。
SAS エクスパンダ
Cisco UCS S3260 システムには、冗長モードで実行し、シャーシ レベルのディスクをサーバの
ストレージ コントローラに接続する 2 つの SAS エクスパンダがあります。SAS エクスパンダ
は、ストレージ コントローラの間に 2 つのパスを提供するため、可用性が向上します。それら
には、次の利点があります。
• ハード ドライブのプールを管理します。
• サーバのストレージ コントローラへのハード ドライブのディスクのゾーン設定。
次の表に、各 SAS エクスパンダのポートの、導入の種類に基づくディスクへの接続方法につ
いて示します。
Port range

Connectivity

1 ～ 56

上面からアクセス可能なディスク

57 ～ 60

HDD 拡張トレイのディスク。
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（注）

ストレージ コントローラと SAS エクスパンダ間の SAS のアップリンクの数は、サーバに搭載
されているコントローラのタイプによって異なることがあります。
ストレージ エンクロージャ
Cisco UCS S3260には、次のタイプのストレージ エンクロージャが備わっています。
シャーシ レベルのストレージ エンクロージャ
• HDD motherboard enclosure：シャーシの 56 のデュアル ポート ディスク スロットは、
HDD マザーボード エンクロージャで構成されています。
• HDD 拡張トレイ：Cisco UCS S3260 システムに追加された 4 つのデュアル ディスク
スロットで HDD 拡張トレイを構成しています。

（注）

HDD 拡張トレイは現場交換可能ユニット（FRU）です。ディスク
は挿入時は未割り当てのままであり、ストレージ コントローラに
割り当てることができます。ディスク ゾーン分割の実行方法の詳
細については、次を参照してください。 ディスク ゾーン分割ポ
リシー （206 ページ）

サーバ レベルのストレージ エンクロージャ
サーバ レベルのストレージ エンクロージャは、サーバに事前に割り当てられた専用のエ
ンクロージャです。次のいずれかになります。
• 背面ブート SSD エンクロージャ：このエンクロージャには、Cisco UCS S3260 システ
ムの背面パネル上の 2 つの 2.5 インチ ディスク スロットが含まれています。各サーバ
は 2 つの専用ディスク スロットを備えています。これらのディスク スロットは SATA
SSD をサポートします。
• Server board NVMe enclosure：このエンクロージャには 1 つの PCIe NVMe コントロー
ラが搭載されています。

（注）

Cisco UCS S3260 システムでは、上記 2 種類のエンクロージャに物理的にディスクが存在
することができても、ホスト OS からは、すべてのディスクが SCSI エンクロージャの一
部として見なされます。これらは単一 SES エンクロージャとして動作するように設定され
た SAS エクスパンダに接続されます。

ストレージ コントローラ
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メザニン ストレージ コントローラ
次の表に、さまざまなストレージ コントローラのタイプ、ファームウェアのタイプ、モー
ド、共有および OOB サポートを示します。
表4:

ストレージ コン ファームウェア モード
トローラのタイ のタイプ
プ

共有

OOB サポート

UCSC-S3X60-R1GB メガ RAID

HW RAID、
JBOD

×

Yes

UCS-C3K-M4RAID メガ RAID

HW RAID、
JBOD

×

Yes

UCSC-S3X60-HBA イニシエータ
ターゲット

パススルー

Yes

Yes

UCS-S3260-DHBA イニシエータ
ターゲット

パススルー

Yes

Yes

その他のストレージ コントローラ
SW RAID コントローラ：Cisco UCS S3260 システム内のサーバは、SW RAID コントロー
ラに接続している PCIe ライザーに組み込まれた、2 つの専用内部 SSD をサポートします。
このコントローラは、Cisco C3000 M3 サーバでサポートされます。
NVMe コントローラ： Cisco UCS S3260 システム内のサーバによって、NVMe ディスクの
インベントリとファームウェア アップデートにこのコントローラが使用されます。
さまざまなサーバ ノードでサポートされているストレージ コントローラに関する詳細は、
関連するサービス ノートを参照してください。
• Cisco UCS S3260 ストレージ サーバ サービス ノート用 Cisco UCS C3X60 M3 サーバ
ノード
• Cisco UCS S3260 ストレージ サーバ サービス ノート用 Cisco UCS C3X60 M4 サーバ
ノード

Cisco UCS S3260 ストレージ管理操作
次の表に、Cisco UCS Manager 統合 Cisco UCS S3260 システムで、実行できるさまざまなスト
レージ管理操作を示します。
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動作

説明

次を参照してください。

高可用性のためのディス Cisco UCS S3260 システム このガイドの「ディスク ゾーン分割ポ
クの共有
の SAS エクスパンダは、 リシー」セクション。
ドライブのプールを
シャーシ レベルで管理で
きます。高可用性のため
にディスクを共有するに
は、次の手順を実行して
ください。
1.

ディスク ゾーン分割
ポリシーを作成しま
す。

2.

ディスクのスロット
を作成し、所有権を
割り当てます。

3.

シャーシ プロファイ
ルにディスクを関連
付けます。

ストレージ プロファイ
ル、ディスク グループお
よびディスク グループ設
定ポリシー

Cisco UCS S3260 システム 『Cisco UCS Manager Storage Management
でストレージ ディスクの Guide, Release 3.1(2)』の「Storage
定義、ディスクの割り当 Profiles」セクション。
て、および管理を行うに
は、Cisco UCS Manager の
ストレージ プロファイル
とディスク グループ ポリ
シーを利用できます。

ストレージ エンクロー
ジャ操作

サーバで、HDD 拡張トレ このガイドの「シャーシ レベルのスト
イを交換するか、以前に レージ エンクロージャの削除」セク
挿入したトレイを取り外 ション。
します。

高可用性のためのディスクの共有
ディスク ゾーン分割ポリシー
ディスク ゾーン分割を使用してサーバ ノードにドライブを割り当てることができます。ディ
スク ゾーン分割は、同一サーバのコントローラまたは異なるサーバのコントローラで実行する
ことができます。ディスクの所有権は次のいずれかになります。
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未割り当て
未割り当てのディスクとは、サーバ ノードに表示されていないものを指します。
専用
このオプションを選択すると、 [Server] および [Controller] の値を設定する必要がありま
す。

（注）

ディスクは割り当てられたコントローラにのみ表示されます。

共有
共有ディスクとは、複数のコントローラに割り当てられるものを指します。これらは、
サーバがクラスタ構成で動作し、各サーバに HBA モードのストレージ コントローラがあ
る場合に絞って使用されます。

（注）

デュアル HBA コントローラを使用する場合は、特定の条件下では共有モードを使用でき
ません。

シャーシのグローバル ホット スペア
このオプションを選択すると、ディスクの[Slot Range]の値を設定する必要があります。

重要

ディスクの移行と孤立した LUN の要求：サーバ（サーバ 1）へゾーン分割されたディスクを
別のサーバ（サーバ 2）に移行するには、仮想ドライブ（LUN）を転送準備完了としてマーク
するか、仮想ドライブを非表示にする処理を実行します。次に、そのディスクに割り当てる
ディスク ゾーン分割ポリシーを変更できます。仮想ドライブ管理の詳細については、『Cisco
UCS Manager Storage Management Guide』の「Disk Groups and Disk Configuration Policies」のセ
クションを参照してください。

ディスク ゾーン分割ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org

org-name

ステップ 2 UCS-A org/ # create disk-zoning-policy
diskzoning policy-name

目的
指定した組織の組織モードを開始しま
す。ルート組織モードを開始するには、
[org-name] に / を入力します。
指定した名前のディスク ゾーン分割ポ
リシーを作成します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 UCS-A /org/disk-zoning-policy* #
commit-buffer

目的
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次の例では、dzp1 ディスク ゾーン分割ポリシーを作成します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create disk-zoning-policy dzp1
UCS-A /org/disk-zoning-policy*# commit-buffer
UCS-A /org/disk-zoning-policy#

ディスク スロットの作成と所有権の割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

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

ステップ 2 UCS-A org/ # disk-zoning-policy
disk-zoning-policy-name

ディスク ゾーン分割ポリシーに移動し
ます。

ステップ 3 UCS-A org/disk-zoning-policy # create
disk-slot slot-id

指定したスロット番号のディスクスロッ
トを作成します。

ステップ 4 UCS-A org/disk-zoning-policy/disk-slot* # ディスクの所有権を次のいずれかに指定
set ownership ownership-type
します:
{chassis-global-host-spare\dedicated\shared\unassigned}
• chassis-global-hot-spare：シャーシ
グローバル ホット スペア
• dedicated：専用
• shared：共有
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

デュアル HBA コントロー
ラを使用する場合は、特
定の条件下では共有モー
ドを使用できません。
デュアル HBA コントロー
ラの共有モードの条件を
確認するには、表 5 : デュ
アル HBA コントローラの
共有モードの制約事項 （
209ページ）を参照してく
ださい。

• unassigned：未割り当て
ステップ 5 UCS-A org/disk-zoning-policy/disk-slot* # 指定したサーバ スロットのコントロー
create controller-ref server-id sas
ラ参照を作成します。
controller-id
ステップ 6 UCS-A org/disk-zoning-policy/disk-slot #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。

表 5 : デュアル HBA コントローラの共有モードの制約事項

サーバ

HDD トレイ

コントローラ

共有モードのサポート

Cisco UCS S3260

非対応

デュアル HBA

未サポート

Cisco UCS S3260

HDD トレイ

デュアル HBA

未サポート

事前プロビジョニング HDD トレイ

デュアル HBA

未サポート

例
次の例では、ディスク スロット 1 を作成して所有権を共有に設定し、サーバ スロット
1 のコントローラ参照を作成してトランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope disk-zoning-policy test
UCS-A /org/disk-zoning-policy* # create disk-slot 1
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* # set ownership shared
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* # create controller-ref 1 sas 1
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* # create controller-ref 2 sas 1
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* #commit-buffer
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot #
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シャーシ プロファイルへのディスク ゾーン分割ポリシーの関連付け
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope org

org-name

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

ステップ 2 UCS-A org/ # create chassis-profile
chassis-profile-name

指定した名前でシャーシ プロファイル
を作成します。

ステップ 3 UCS-A org/chassis-profile* # set
disk-zoning-policy disk-zoning-policy

指定したディスク ゾーン分割ポリシー
を設定します。

ステップ 4 UCS-A org/chassis-profile* #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。

ステップ 5 UCS-A org/chassis-profile # associate
chassis chassis-id

ディスク ゾーン分割ポリシーに含まれ
るディスクを、指定したシャーシ番号の
シャーシに関連付けます。

例
次の例では、ch1 シャーシ プロファイルを作成してディスク ゾーン分割ポリシー
all56shared を設定し、トランザクションをコミットして all56shared ポリシーに含まれ
るディスクをシャーシ 3 に関連付けます。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create chassis-profile ch1
UCS-A /org/chassis-profile* # set disk-zoning-policy all56shared
UCS-A /org/chassis-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-profile # associate chassis 3
UCS-A /org/fw-chassis-pack/pack-image #

ディスクの移行
1 つのサーバから別のサーバへゾーン分割されているディスクを移行する前に、転送準備完了
として仮想ドライブ（LUN）をマークするか、または仮想ドライブの非表示操作を実行する必
要があります。これにより、サービス プロファイルからのすべての参照がディスクの移行前に
削除されたことを確認します。仮想ドライブの詳細については、『Cisco UCS Manager Storage
Management Guide, Release 3.1』の「virtual drives」セクションを参照してください
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope chassis シャーシ番号

指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2 UCS-A /chassis# scope
virtual-drive-container
virtual-drive-container-num

指定した番号の仮想ドライブ コンテナ
に移動します。

ステップ 3 UCS-A /chassis/virtual-drive-container#
scope virtual-drive virtual-drive--num

指定した仮想ドライブ コンテナの仮想
ドライブに移動します。

ステップ 4 UCS-A
仮想ドライブの管理状態として、次のい
/chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# ずれかを指定します。
scope virtual-drive virtual-drive--num set
• clear-transport-ready：仮想ドライ
admin-state admin-state
ブをトランスポート可能でなくなっ
た状態として設定します。
• delete：仮想ドライブを削除しま
す。
• hide：1 つのサーバから別のサーバ
へ仮想ドライブを安全に移行するに
は、このオプションを選択します。
（注）

ディスク グループのすべ
ての仮想ドライブは、移
行またはサーバ ノードか
ら割り当て解除される前
に、非表示としてマーク
されている必要がありま
す。

• transport-ready：1 つのサーバから
別のサーバへ仮想ドライブを安全に
移行するには、このオプションを選
択します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

仮想ドライブはトランス
ポート可能としてマーク
されると、ストレージ コ
ントローラによって、そ
のドライブ上でのすべて
の IO 操作がディセーブル
になります。さらに、仮
想ドライブのゾーン分割
と外部構成のインポート
が完了した後、仮想ドラ
イブが動作可能になりま
す。

ステップ 5 UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコ
/chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# ミットします。
commit-buffer

例
次の例では、仮想ドライブ コンテナ 1 の仮想ドライブ 1001 の状態をトランスポート
可能として設定します。
UCS-A# scope chassis
UCS-A /chassis# scope virtual-drive-container 1
UCS-A /chassis/virtual-drive-container# scope virtual-drive 1001
UCS-A /chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# set admin-state transport-ready
UCS-A /chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# commit-buffer

ストレージ エンクロージャ操作
シャーシ レベルのストレージ エンクロージャの削除
物理的に取り外した後で、Cisco UCS Managerの HDD 拡張トレイに対応するストレージ エンク
ロージャを削除できます。サーバ レベルまたは他のシャーシ レベルのストレージ エンクロー
ジャは削除できません。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A # scope chassis

chassis-id
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目的
指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 UCS-A /chassis # remove
指定した名前のシャーシ レベルのスト
storage-enclosure storage-enclosure-name レージ エンクロージャを削除します。

例
次に、シャーシ 2 からストレージ エンクロージャ 25 を削除する例を示します。
UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis# remove storage-enclosure 25
UCS-A /chassis#
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