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Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エ
クステンダ

この章では、Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ（FEX）について説明します。こ
の章の内容は、次のとおりです。

• 「FEX でのループ防止機能強化」（P.1-1）
• 「トラフィック ストーム制御」（P.1-2）

FEX でのループ防止機能強化
FEX には次の 2 種類のインターフェイスがあります。
• ホスト インターフェイス（HIF）：エンド ホストまたはサーバ デバイスへの接続に使用するポー
ト。

• ネットワーク インターフェイス（NIF）：親スイッチへの接続に使用するポート。NIF の詳細につ
いては「ネットワーク インターフェイス トラフィック ストーム制御」（P.1-3）を参照してくださ
い。

HIF のインターフェイスは、Bridge Protocol Data Unit（BPDU）ガードがイネーブルになっている
エッジ ポートとして常に設定されます。BPDU ガードは、BPDU メッセージをポートに送信し、
errdisable ステートにポートを組み込むことにより、ネットワーク内のループを検出します。HIF でリ
ンク アップが発生すると、BPDU ガードは、レイヤ 2 ドメイン内のすべてのループを防止するために、
10 個の BPDU を送信します。これで BPDU フィルタがインターフェイスでイネーブルになり、追加の
BPDU は送信されません。
仮想ネットワークを含むハイパーバイザに HIF を接続できます。仮想ネットワークは当初、サーバ上
に 2 個のポートをブリッジングしないため、ループは作成されません。ただし、設定を調整した場合に
ループが発生することがあります。この場合、FEX とサーバ間のリンクはアップ状態のままになって
いるため、リンクアップの段階で BPDU の送信のループ防止メカニズムは機能しません。図 1-1 に、
ループが仮想ネットワーク内でどのように表示されるかを示します。
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図 1-1

仮想サーバへの FEX の接続

この環境でのループを検出できるようにするには、spanning-tree bpdufilter disable コマンドを入力
して HIF ポートが BPDU を送信できるようにします。spanning-tree bpdufilter disable コマンドをイ
ネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。
次に、ポート イーサネット 101/1/10 で機能をイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# interface Ethernet 101/1/10
switch (config-if)# spanning-tree bpdufilter disable
switch (config-if)#

トラフィック ストーム制御
トラフィック ストームは、パケットが LAN でフラッディングし、過剰なトラフィックを生成し、ネッ
トワークのパフォーマンスが低下した場合に発生します。LAN ポートが物理インターフェイスのブ
ロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィック ストームによって中断されるの
を防ぐために、トラフィック ストーム制御機能を使用できます。トラフィック ストーム制御では、ト
ラフィック レベルを 10 ミリ秒間隔で着信ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト ト
ラフィック レベルをモニタするように設定することができます。この間、トラフィック レベル（ポー
トの使用可能合計帯域幅に対するパーセンテージ）が、設定したトラフィック ストーム制御レベルと
比較されます。入力トラフィックが、ポートに設定したトラフィック ストーム制御レベルに到達する
と、トラフィック ストーム制御機能によってそのインターバルが終了するまでトラフィックがドロッ
プされます。

（注）

デフォルトでは、Cisco NX-OS にはトラフィックが設定レベルを超えても対処方法はありませ
ん。

Nexus FEX アーキテクチャには、トラフィック ストーム コントロール機能は、Cisco Nexus 5500 およ
び Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのハードウェア リソースを使用して実装されます。トラフィッ
ク ストーム制御機能の実装の詳細については、『Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders Hardware
Installation Guide』を参照してください。
（注）

この機能は、Cisco Nexus 5000 スイッチ搭載の FEX アーキテクチャではサポートされません。
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ファブリック エクステンダの詳細については、『Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders Software

Configuration Guide』を参照してください。

ネットワーク インターフェイス トラフィック ストーム制御
ネットワーク インターフェイス（NIF）は FEX 上のアップリンク インターフェイスです。親スイッチ
はファブリック ポート上の入力トラフィックを監視して、NIF のトラフィック ストームを開始します。
FEX を親スイッチに接続するには、次の 2 つの方法を使用できます。

•

静的ピン接続ファブリック インターフェイス接続

•

EtherChannel ファブリック インターフェイス接続

静的ピン接続ファブリック インターフェイス接続を使用すると、NIF のトラフィック ストーム制御は、
物理ファブリック インターフェイスに設定されます。FEX 上のダウンリンク ホスト インターフェイス
は、最初に設定された順序で、ファブリック インターフェイスにピン接続されます。
この例では、スイッチに対するファブリック インターフェイスの静的ピン接続を設定する例を示しま
す。
switch(config)# interface type slot/port
switch(config-if)# storm-control { broadcast | multicast | unicast } level whole[.decimal]

EtherChannel ファブリック インターフェイス接続を使用すると、NIF のトラフィック ストーム コント
ロール機能が EtherChannel インターフェイスに設定されます。これはパケットが EtherChannel 内のリ
ンクに均等に配布されることを意味します。EtherChannel 内のすべてのリンクが同じ特定用途向け集
積回路（ASIC）内に存在する場合、ポート ASIC は設定されたレベルにプログラムされます。リンク
が異なるポート ASIC 間で広がっている場合は、各 ASIC は、同じ ASIC 内のリンクに比例してプログ
ラムされます。たとえば、3 個の 10 ギガビット イーサネット リンクを持つ EtherChannel は、80 パー
セントの制御レベルに設定されます。2 個の 10 ギガビット イーサネット リンクは、ポート ASIC A に
よって管理されます。3 番目の 10 ギガビット イーサネット リンクは、ポート ASIC B によって管理さ
れます。ポート ASIC A は両方のポートで 16 Gbps のしきい値を持つトラフィックを監視するようにプ
ログラムされます。ポート ASIC B は、その単一ポート向けに 8 Gbps のしきい値を持つトラフィック
を監視するようにプログラムされます。FEX が 2 個の仮想ポート チャネル（vPC）ピア接続スイッチ
へのデュアルホームである場合、両方の vPC ピア接続スイッチが EtherChannel インターフェイスで同
じストーム制御設定を持っていることを確認する必要があります。
次に、スイッチに EtherChannel ファブリック インターフェイス接続を設定する例を示します。
switch(config)# interface port-channel number
switch(config-if)# storm-control { broadcast | multicast | unicast } level whole[.decimal]
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