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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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