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ALE アップリンク ポートの制限事項
Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズ デバイスのアプリケーション リーフ エンジン（ALE）アップリンク ポートに対
して、次の制限事項が適用されます。
一般的な制限事項
• プライベート VLAN 無差別ポート、無差別トランク ポート、ホスト ポートは、ALE アップリンク ポートではサ
ポートされません。
• FEX は、ALE アップリンク ポートではサポートされません。
• Intelligent Traffic Director（ITD）は、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアップリンク ポートではサポートされ
ません。
• IP ソース ガード（IPSG）は、ALE アップリンク ポートではサポートされません。
• ALE トランク ポートは、ポートのネイティブ VLAN 上でタグ付きパケットを送信します。ネイティブ VLAN 上
では、通常、タグなしパケットが送信されます。
• ALE ポートは、ネイティブ VLAN 用の dot1q タグを削除できないので、パケットはネイティブ VLAN の dot1q タ
グを伝送します。
• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(2a) 以前では、Cisco Nexus 9332PQ スイッチのポート 25 と 26 がポート チャネルと
して設定されている場合、入力トラフィックが ALE アップリンク ポートで検出されると、出力トラフィックがド
ロップされることがあります。この動作は、CSCux28935 で対処されています。
• ポート チャネルに、ALE メンバーとネットワーク フォワーディング エンジン（NFE）メンバーの両方を含めるこ
とはできません。
• ALE アップリンク ポートは、同じポートでタグ付きパケットとタグなしパケットの両方を処理することはできな
いため、タグ付きパケットだけがスイッチポート トランクで送信されます。これは、VLAN がネイティブ VLAN
である場合でも、タグ付きメンバー リストに含まれている場合でも同様です。
• Q-in-Q は、Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TX の各スイッチ、および N9K-M6PQ または N9K-M12PQ
汎用拡張モジュール（GEM）搭載の Cisco Nexus 9396PX、9396TX、93128TX の各スイッチのアップリンク ポート
ではサポートされません。
• Q-in-Q スイッチポート モードは、ALE アップリンク ポートではサポートされません。
• Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの ALE アップリンク ポートからネットワーク フォワーディング エンジン
（NFE）ポートに転送される Q-in-Q トラフィックについては、内部 CoS 値はリセットされますが、外部ヘッダー
にはコピーされています。
• Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチでは、カットスルー スイッチングが、40G ALE アップリンク ポートから 10G
NFE ポートへのトラフィックに対してサポートされます。10G NFE ポートから 40G ALE アップリンク ポートへ
のトラフィックは、常に、ストア アンド フォワードとなります。
• ALE アップリンク ポートでは、無効な EtherType パケットはユニキャストとして表示されません（NFE ポートで
は表示されます）。
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• ALE のレイヤ 2 のキャッシュ サイズは 32,000 で、NFE のレイヤ 2 の MAC テーブル サイズは 96,000 なので、
キャッシュに書き込まれるエントリに対してはアウトオブバンド フロー制御（OOBFC）が使用されます。その他
のエントリに対しては、デフォルトの送信キューが使用されます。
• アップリンク モジュールは、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I1(1) を実行している Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッ
チで削除しないでください。アップリンク モジュールのポートは、アップリンク用にのみ使用してください。
• ASIC Memory-Cisco ALE テストは N9K-X9564PX と N9K-X9564TX の各ライン カードにのみ適用されます。
• sFlow は、ポート チャネルのメンバーを追加または削除する前に、ALE ポート チャネルで無効にする必要があり
ます。
• 1 つの ALE アップリンク ポートで sFlow を無効にすると、残りの sFlow 対応 ALE アップリンク ポートがサンプ
リングを停止することがあります。この問題を回避するには、残りの sFlow 対応 ALE アップリンク ポートの 1 つ
で sFlow をいったん無効にし、その後再び有効にします。
リンクレベルの制限事項
• オートネゴシエーションは、ALE アップリンク ポートではサポートされません。
• ブレイクアウトは、ALE アップリンク ポートではサポートされません。
• ハードウェアの制限のため、Cisco QSFP+ to SFP+ Adapter（QSA）モジュールでサポートされる速度は、10G のみ
です。1G はサポートされません。
• ハードウェアの制限のため、QSA をサポートするには、10G の速度グループで 6 つのポートを設定する必要があ
ります。
• QSFP-40G-CR4 ケーブルを使用して Cisco Nexus 9332PQ の非 ALE ポートと Cisco Nexus 9372PX の ALE ポートを
接続する場合、速度を 40000 に設定する必要があります。
QoS の制限事項
• 出力 QoS ポリシーは、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの ALE アップリンク ポートではサポートされません。
• Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの 40G アップリンク ポートで MAC ACL が QoS ポリシーの一致基準として使
用される場合、MAC パケット分類はサポートされません。
• QoS トラフィック シェーピングは、ALE 対応の 40G フロントパネル ポートではサポートされません。システム
レベルでトラフィック シェーピングが設定されている場合、この設定は無視され、エラー メッセージが表示され
ません。トラフィック シェーピングがポート レベルで設定されている場合、この設定は拒否され、エラー メッ
セージが表示されます。
• 重み付けランダム早期検出（WRED）は、ALE 対応のフロントパネル 40G アップリンク ポートではサポートされ
ません。システム レベルで WRED が設定されている場合、この設定は無視され、エラー メッセージは表示され
ません。ポート レベルで WRED が設定されている場合、この設定は拒否され、エラー メッセージが表示されま
す。
• ALE 対応デバイスでの共有 QoS パケット バッファのモニタリングは、ポート レベルではサポートされません。
• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I1(2) 以降、リンクレベル フロー制御とプライオリティ フロー制御（PFC）が、ALE
搭載の Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチとライン カードではサポートされます。
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• 802.1Q ユーザプライオリティ タグ付きフレーム（VLAN タグに 802.1p CoS 値を含む VLAN 0）は、Cisco Nexus
9300 シリーズ スイッチの ALE アクセス ポートでドロップされます。
• QoS ポリシーは、ALE アップリンク サブインターフェイス ポートではサポートされません。QoS ポリシーは、物
理ポートで適用できます。適用された QoS ポリシーは、その物理ポートのすべてのサブインターフェイスで使用
されます。
• ALE ポートから NFE ポートへの伝送で輻輳が発生した場合、ALE アップリンク ポートの QoS ポリシー マップ統
計情報には、転送されたパケットのみが表示され、ドロップされたパケットは表示されません（統計情報を表示
するには、show policy-map stat コマンドを使用します）。
• QoS 分類は、レイヤ 3 アップリンク インターフェイス上でのネットワークからアクセスへの方向の VXLAN トラ
フィックではサポートされません。
• ハードウェアの制限のため、ALE アップリンク ポートでは、キューごとのドロップ カウントは利用できません。
カウンタが設定できるのは、特定の単一キューでのドロップに対応するものか、全キューでのドロップに対応す
るもののいずれか 1 つだけです。設定するには、hardware qos eoq stats-class qos-group {qos-group-value | all} コマ
ンドを使用します。
• ALE ウルトラ バースト バッファ プロファイルが設定されている 40G アップリンク ポートからの伝送により Cisco
Nexus 9396PX スイッチの出力 10G ポートが輻輳している場合、明示的輻輳通知（ECN）マーキングは機能しませ
ん。ECN マーキングは、バーストまたはメッシュの ALE バッファ プロファイルで機能し、ウルトラ バースト プ
ロファイルでは機能しません。
• ALE 対応デバイスに対するデフォルトの QoS TCAM カービングは、256 エントリを含むレイヤ 2 ポート QoS（IPv4）
です（また、Cisco Nexus 9396PX および 93128TX スイッチの ALE アップリンク ポートの個別の TCAM が、40G
アップリンク ポートに適用される QoS 分類ポリシー用に使用されます。デフォルトでは、この個別の TCAM は、
それぞれ 256 エントリを含むレイヤ 3 QoS（IPv4）、レイヤ 2 ポート QoS（IPv4）、および VLAN QoS（IPv4）に
対してカービングされます）。サポートされている QoS TCAM リージョンの詳細については、『Cisco Nexus 9000
Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』の「About QoS TCAM Carving」セクションを参照してくださ
い。
セキュリティの制限事項
• ハードウェアの制限のため、ストーム抑制パケット統計情報は ALE アップリンク ポートではサポートされませ
ん。
• ALE アップリンク ポートのストーム制御の精度は、NFE よりも低くなります。
• 出力ルータ アクセス コントロール リスト（RACL）は、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアップリンク ポー
トではサポートされません。
• Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TX の各スイッチ、および N9K-M6PQ または N9K-M12PQ の汎用拡
張モジュール（GEM）を搭載する Cisco Nexus 9396PX、9396TX、93128TX の各スイッチについては、sFlow デー
タ ソースとして設定するすべてのアップリンク ポートに対して、sFlow と SPAN ACL TCAM リージョン サイズ
を設定する必要があります。これを行うには、hardware access-list tcam region sflow コマンドと hardware access-list
tcam region span コマンドを使用します。詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration
Guide』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」セクションを参照してください。
SPAN および ERSPAN の制限事項
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• Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの 40G アップリンク インターフェイスの SPAN または ERSPAN のコピーは、
Rx 方向にスパンされた場合に、dot1q 情報を取得できないことがあります。
• ERSPAN および ERSPAN の ACL セッションは、ERSPAN の宛先 IP アドレスが Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッ
チのアップリンク ポートを通して解決される場合のみ、宛先ルータで同じように終端します。
• Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチでは、40G アップリンク ポートでの Tx SPAN または Tx ERSPAN はサポート
されません。
• プライオリティ フロー制御（PFC）の ERSPAN は、Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアップリンク ポートで
はサポートされません。
• VXLAN でカプセル化されたトラフィックに対する Tx SPAN は、レイヤ 3 アップリンク インターフェイスではサ
ポートされません。
• ローカル SPAN 宛先ポートでは、NFE ポートのパケット コピー入力の dot1q 情報は保持されますが、ALE アップ
リンク ポートのパケット コピー入力の dot1q 情報は保持されません。
• ERSPAN セッションの宛先 IP アドレスが ALE アップリンク ポートを通して到達できる場合、ERSPAN パケット
にはタイプ 3 ヘッダーが含まれます（設定されている場合）。IP アドレスが NFE ポートを通して到達できる場
合、ERSPAN パケットには、（タイプ 3 ヘッダーが設定されている場合でも）タイプ 2 ヘッダーが含まれますが、
有効な情報は含まれません。このため、すべての従来型シスコ スイッチ（Catalyst 6500 など）では、ERSPAN パ
ケットは適切に解釈されず、有効な ERSPAN ID が見つからないので、ERSPAN パケットはドロップされます。
• ERSPAN セッションの宛先 IP アドレスが、レイヤ 3 ルーテッド インターフェイスとして設定された ALE アップ
リンク ポートを通して到達できる場合、ERSPAN ヘッダーには、元の VLAN ID ではなく VLAN ID 0 が含まれま
す。このため、VLAN 0 のトラフィックを転送しない従来型シスコ スイッチ（Catalyst 6500 など）では、ERSPAN
パケットはドロップされます。
• ACL フィルタと VLAN フィルタは、ALE アップリンク ポートではサポートされません。
• ERSPAN トラフィックは、宛先 IP アドレスに ECMP パスが含まれる場合、1 つのリンクのみで伝送されます（ECMP
のロード シェアリングは、スパンされたトラフィックで機能しません）。
• SPAN または ERSPAN の宛先がポート チャネルの場合、トラフィックは 1 つのメンバー リンクのみで伝送されま
す（ポート チャネルのロード バランシングは、スパンされたトラフィックで機能しません）。
• ERSPAN パケット ドロップは、宛先ポートの輻輳が ALE アップリンク ポートで発生すると、キューイング ドロッ
プとしてカウントされません。
• ALE アップリンク ポートでは、複数のセッションに対する同一送信元インターフェイスの使用はサポートされま
せん。
VXLAN の制限事項
• ALE アップリンク ポートでのサブインターフェイスは、VXLAN VTEP ではサポートされません。
• ホスト用 ALE アップリンク ポートのポート チャネルは、VXLAN 設定ではサポートされません。
• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(1) では、復元ハッシング（port-channel ロードバランシング復元）設定と VXLAN
設定は、ALE アップリンク ポートを使用する VTEP と互換性がありません。復元ハッシングはデフォルトで無効
であることに注意してください。
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• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) では、dot1q フレームは VXLAN でカプセル化された入力パケットから削除され
ません。このため、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I1(2) を実行しているスイッチで受信されると、接続性の問題が発
生します。
• Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチでは、VXLAN スイッチングは 100G アップリンクでのみサポートされます。
VXLAN ルーティングは、VXLAN アップリンクではサポートされません。
• ポイントツーマルチポイントのレイヤ 3 および SVI のアップリンクは、サポートされません。両方のアップリン
ク タイプはポイントツーポイントでのみ有効化できるので、3 つ以上のスイッチ間でスパンできません。
• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降では、VXLAN でカプセル化されたトラフィックを伝送するレイヤ 3 サブイ
ンターフェイス アップリンクはサポートされません。
• Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降では、VTEP 上のネイティブ レイヤ 3 トラフィックに対して、10G レイヤ 3
サブインターフェイス アップリンクのみがサポートされます。40G サブインターフェイスはサポートされません。
• VXLAN の ACL に対して、次のガイドラインが適用されます。
◦ アップリンク レイヤ 3 インターフェイスに適用されている入力ルータ ACL では、ネットワークからアクセ
スへの方向（レイヤ 3 からレイヤ 2 へのカプセル化解除パス）の内部または外部のペイロードに対する照合
処理はサポートされません。
◦ アップリンク レイヤ 3 インターフェイスに適用されている出力ルータ ACL では、アクセスからネットワー
クへの方向（カプセル化パス）の内部または外部のペイロードに対する照合処理はサポートされません。
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