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新機能と変更された機能について

この章では、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 5.x』の新機能と変更された機能ごとに、リリースに固有の情報について説明します。このマニュア

ルの 新版は、次の URL の Cisco Web サイトで入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml

Cisco NX-OS Release 5.x の追加情報を確認するには、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, 
Release 5.x』を参照してください。これは次のシスコ Web サイトで入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_release_notes_list.html

表 1 に、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 
5.x』の新機能と変更された機能の概要、およびマニュアル内での記載場所を示します。

表 1 リリース 5.x の新機能と変更された機能

機能 説明

変更が行

われたリ

リース 記載場所

Call Home の SMTP サー

バ コンフィギュレーショ

ン

Call Home に対して複数の SMTP サーバを設定

できます。

5.0(2) 第 6 章「E メールの設定」

Call Home メッセージの 
HTTP 転送に対する VRF 
サポート

VRF を使用して、HTTP 経由で電子メールおよ

び他の Call Home メッセージを送信できます。

5.0(2) 第 6 章「HTTP を使用したメッ

セージ送信のための VRF 設定」

Call Home のクラッシュ

通知

ライン カード（およびスーパーバイザ モジュー

ル）上でプロセス クラッシュに対してメッセー

ジが送信されます。

5.0(2) 第 6 章「イベント トリガー」

EEM システム ポリシー ファン EEM ポリシーは、Cisco Nexus 7000 
10-Slot Switch に対して変更されました。

5.0(2) 付録 B「Embedded Event Manager 
システム イベントおよびコンフィ

ギュレーション例」

LLDP ローカル ネットワーク上の他のデバイスを検出

するために、Link Layer Discovery Protocol
（LLDP）を設定できます。

5.0(2) 第 16 章「LLDP の設定」

NetFlow NetFlow の IPv4 フローおよび NetFlow のテーブ

ル使用率を表示する NetFlow インスタンスを指

定できます。

5.0(2) 第 17 章「NetFlow コンフィギュ

レーションの確認」

NTP アクセス グループ アクセス グループを使用して、NTP サービスへ

のアクセスを制御できます。

5.0(2) 第 3 章「NTP 認証の設定」
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新機能と変更された機能について
NTP 認証 ローカル ロックを同期させる時刻源を認証する

ようデバイスを設定できます。

5.0(2) 第 3 章「NTP 認証の設定」

NTP ロギング 重要な NTP イベントでシステム ログを生成する

よう、NTP ロギングを設定できます。

5.0(2) 第 3 章「NTP 認証の設定」

NTP サーバ コンフィギュ

レーション

NTP サーバとの通信で使用するキーを設定する

ために、ntp server コマンドにオプションの key 
キーワードが追加されました。

5.0(2) 第 3 章「NTP 認証の設定」

SNMP 通知 snmp-server enable traps コマンドが更新され

ました。

5.0(2) 第 10 章「SNMP の設定」

システム メッセージ ロギ

ング

システム メッセージ ログ内で、物理的イーサ

ネット インターフェイスおよびサブインター

フェイスに対して説明を追加する機能が追加さ

れました。

5.0(2) 第 5 章「システム メッセージ ロギ

ングの設定」

表 1 リリース 5.x の新機能と変更された機能（続き）

機能 説明

変更が行

われたリ

リース 記載場所
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はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 
5.x』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法についても説

明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「対象読者」（P.xix）

• 「マニュアルの構成」（P.xix）

• 「表記法」（P.xx）

• 「関連資料」（P.xxi）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xxii）

対象読者
このマニュアルは、Cisco NX-OS デバイスの設定およびメンテナンスを担当する、経験豊富なネット

ワーク管理者が対象です。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

タイトル 説明

第 1 章「概要」 このマニュアルで扱う機能の概要を説明します。

第 2 章「CFS の設定」 コンフィギュレーションの変更を含むデータを

ネットワークのすべての Cisco NX-OS デバイス

に配信する Cisco Fabric Services（CFS）の使い

方について説明します。

第 3 章「NTP の設定」 Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイ

ム プロトコル）の設定方法について説明します。

第 4 章「CDP の設定」 Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロ

トコル）の設定方法について説明します。

第 5 章「システム メッセージ ロギングの設定」 システム メッセージ ロギングの設定方法につい

て説明します。
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表記法
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

第 6 章「Smart Call Home の設定」 Smart Call Home 機能を設定して、重要なシステ

ム ポリシーを E メールで通知する方法について

説明します。

第 7 章「ロールバックの設定」 ロールバック機能でコンフィギュレーション ス
ナップショットを作成する方法、および Session 
Manager を使用してバッチ モードでコマンドを

適用する方法について説明します。

第 8 章「Session Manager の設定」 Session Manager を使用して、コマンドをバッチ 
モードで適用する方法について説明します。

第 9 章「スケジューラの設定」 バッチ コンフィギュレーション ジョブのスケ

ジュール方法について説明します。

第 10 章「SNMP の設定」 SNMP を設定し、SNMP 通知をイネーブルにす

る方法について説明します。

第 11 章「RMON の設定」 RMON アラームおよびイベントを設定して、デ

バイスをモニタする方法について説明します。

第 12 章「オンライン診断機能の設定」 オンライン診断機能を設定して、ソフトウェアお

よびハードウェアをモニタする方法について説明

します。

第 13 章「Embedded Event Manager の設定」 Embedded Event Manager の設定方法について説

明します。

第 14 章「OBFL の設定」 オンボード障害ロギングを設定して、永続スト

レージに障害データを記録する方法について説明

します。

第 15 章「SPAN の設定」 SPAN を設定して、ポートを出入りするトラ

フィックをモニタする方法について説明します。

第 16 章「LLDP の設定」 この章では、デバイスに接続されているサーバを

検出するために、Link Layer Discovery Protocol
（LLDP）を設定する方法について説明します。

第 17 章「NetFlow の設定」 NetFlow を設定して、入力トラフィックおよび出

力トラフィックの統計情報を収集する方法につい

て説明します。

付録 A「Cisco NX-OS システム管理でサポート

されている IETF RFC」

サポート対象の IETF RFC を示します。

付録 B「Embedded Event Manager システム イベ

ントおよびコンフィギュレーション例」

EEM システム ポリシーを示します。

タイトル 説明

表記法 説明

太字 コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。
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はじめに
出力例では、次の表記法を使用しています。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（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。

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。

関連資料
Cisco NX-OS には次のマニュアルが含まれます。

リリース ノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, Release 5.x』

Cisco NX-OS コンフィギュレーション ガイド

『Quick Start Guide: Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start, Release 5.x』 

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』 

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』

[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。

screen フォント スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示してい

ます。

太字の screen フォン

ト
ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示してい

ます。

イタリック体の 
screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示していま

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。
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はじめに
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release 5.x』

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco NX-OS XML Management Interface User Guide, Release 5.x』

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference』

Cisco NX-OS コマンド リファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference, Release 5.x』

その他のソフトウェアのマニュアル

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide, Release 5.x』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco NX-OS デバイスのモニタや管理に使用できるシステム管理機能について説明しま

す。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式」（P.1-1）

• 「Cisco Fabric Services」（P.1-3）

• 「ネットワーク タイム プロトコル（NTP）」（P.1-3）

• 「シスコ検出プロトコル（CDP）」（P.1-4）

• 「システム メッセージ」（P.1-4）

• 「Call Home」（P.1-4）

• 「ロールバック」（P.1-4）

• 「Session Manager」（P.1-4）

• 「スケジューラ」（P.1-5）

• 「SNMP」（P.1-5）

• 「RMON」（P.1-5）

• 「オンライン診断」（P.1-5）

• 「Embedded Event Manager」（P.1-5）

• 「OBFL」（P.1-6）

• 「SPAN」（P.1-6）

• 「LLDP」（P.1-6）

• 「NetFlow」（P.1-6）

• 「トラブルシューティング機能」（P.1-6）

Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式
デバイスは、直接ネットワーク コンフィギュレーション方式または Cisco Data Center Network 
Management（Cisco DCNM; データセンター ネットワーク管理）サーバが提供する Web サービスを使

用して設定できます。

図 1-1 に、ネットワーク ユーザが使用できるデバイスのコンフィギュレーション方式を示します。
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Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式
図 1-1 Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式

表 1-1 に、コンフィギュレーション方式と詳しい説明が記載されているマニュアルを示します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「CLI または XML 管理インターフェイスによる設定」（P.1-3）

• 「Cisco DCNM または カスタム GUI による設定」（P.1-3）

 PC

DCNM NX-OS 

XML 

CLICLI
XML XML 

SNMPSNMP

  
DCNM   

 

28
01

56

CLI
XML 

DCNM DCNM 
 GUI GUI

DCNM 
 GUI

表 1-1 コンフィギュレーション方式および参考資料

コンフィギュレーション方式 マニュアル

SSH1、Telnet セッションまたはコンソール ポー

トから CLI

1. セキュア シェル（SSH）

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals 
Configuration Guide, Release 5.x』

XML 管理インターフェイス 『Cisco NX-OS XML Management Interface User 
Guide, Release 5.x』

Cisco DCNM クライアント 『Cisco DCNM Fundamentals Configuration 
Guide, Release 5.x』

ユーザ定義の GUI 『Cisco DCNM Web Services API Guide, Release 
5.x』
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Cisco Fabric Services
CLI または XML 管理インターフェイスによる設定

次のように SSH からコマンドライン インターフェイス（CLI）または XML 管理インターフェイスを

使用して、Cisco NX-OS デバイスを設定できます。

• SSH セッション、Telnet セッション、またはコンソール ポートから CLI：SSH セッション、

Telnet セッション、またはコンソール ポートを使用して デバイスを設定できます。SSH では、デ

バイスへのセキュアな接続が提供されます。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 
Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

• SSH を介して XML 管理インターフェイス：XML 管理インターフェイスを使用してデバイスを設

定できます。これは、CLI 機能を補完する NETCONF プロトコルに基づくプログラム方式です。

詳細については、『Cisco NX-OS XML Management Interface User Guide, Release 5.x』を参照して

ください。

Cisco DCNM または カスタム GUI による設定

次のように Cisco DCNM クライアントを使用して、または独自の GUI から Cisco NX-OS デバイスを

設定できます。

• Cisco DCNM クライアント：Cisco DCNM クライアントを使用してデバイスを設定できます。

Cisco DCNM クライアントはユーザのローカル PC 上で動作し、Cisco DCNM サーバの Web サー

ビスを使用します。Cisco DCNM サーバでは XML 管理インターフェイスを使用してデバイスを設

定します。Cisco DCNM クライアントの詳細については、『Cisco DCNM Fundamentals 
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

• カスタム GUI：独自の GUI を作成すると、Cisco DCNM サーバ上の Cisco DCNM Web サービス 
アプリケーション プログラム インターフェイス（API）を使用してデバイスを設定できます。

SOAP プロトコルを使用して、Cisco DCNM サーバと XML ベースのコンフィギュレーション 
メッセージを交換します。Cisco DCNM サーバでは XML 管理インターフェイスを使用してデバイ

スを設定します。カスタム GUI の作成の詳細については、『Cisco DCNM Web Services API Guide, 
Release 5.x』を参照してください。

Cisco Fabric Services
Cisco Fabric Services（CFS）は、コンフィギュレーションの変更を含むデータをネットワークのすべ

ての Cisco NX-OS デバイスに配信するシスコ独自の機能です。CFS の詳細については、第 2 章「CFS 
の設定」を参照してください。

ネットワーク タイム プロトコル（NTP）
Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）は、分散している一連のタイム サー

バとクライアント間で 1 日の時間を同期させ、ネットワーク内のデバイスから受信するシステム ログ

などの時間関連の情報を相互に関連付けることができます。NTP の詳細については、第 3 章「NTP の
設定」を参照してください。
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シスコ検出プロトコル（CDP）
シスコ検出プロトコル（CDP）
Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）を使用して、デバイスに直接接続されている

すべてのシスコ製機器を検出し、情報を表示できます。CDP は、ルータ、ブリッジ、アクセス サー

バ、コミュニケーション サーバ、スイッチを含む、シスコ製のあらゆる機器で動作します。CDP は、

メディアにもプロトコルにも依存せず、ネイバー デバイスのプロトコル アドレスを収集し、各デバイ

スのプラットフォームを検出します。CDP の動作はデータ リンク レイヤ上に限定されます。異なるレ

イヤ 3 プロトコルをサポートする 2 つのシステムで相互学習が可能です。CDP の詳細については、

第 4 章「CDP の設定」を参照してください。

システム メッセージ
システム メッセージ ロギングを使用すると、システム プロセスが生成するメッセージの宛先を制御

し、重大度に基づいてメッセージをフィルタリングできます。端末セッション、ログ ファイル、およ

びリモート システム上の syslog サーバへのロギングを設定できます。

システム メッセージ ロギングは RFC 3164 に準拠しています。システム メッセージのフォーマットお

よびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『Cisco NX-OS System Messages Reference』を

参照してください。システム メッセージ設定の詳細については、第 5 章「システム メッセージ ロギン

グの設定」を参照してください。

Call Home
Call Home は重要なシステム ポリシーを E メールで通知します。Cisco NX-OS は豊富なメッセージ 
フォーマットを提供するので、ポケットベル サービス、標準 E メール、または XML ベースの自動解

析アプリケーションとの 適な互換性が得られます。この機能を使用すると、ネットワーク サポート 
エンジニアにポケットベルで連絡したり、ネットワーク オペレーティング センター（NOC）に E メー

ルを送信したり、Cisco Smart Call Home サービスを使用して TAC でケースを自動作成したりできま

す。Call Home 設定の詳細については、第 6 章「Smart Call Home の設定」を参照してください。

ロールバック
ロールバック機能では、デバイスのコンフィギュレーションのスナップショットまたはチェックポイン

トを使用して、デバイスをリロードせずに、いつでもそのコンフィギュレーションを再適用できます。

権限のある管理者であれば、チェックポイントで設定されている機能について専門的な知識がなくて

も、ロールバック機能を使用して、そのチェックポイント コンフィギュレーションを適用できます。

Session Manager を使用すると、コンフィギュレーション セッションを作成し、そのセッション内のす

べてのコマンドを自動的に適用できます。詳細については、第 7 章「ロールバックの設定」を参照し

てください。

Session Manager
Session Manager を使用すると、コンフィギュレーションを作成し、すべて正しく設定されていること

を確認および検証したあとでバッチ モードで適用できます。詳細については、第 8 章「Session 
Manager の設定」を参照してください。
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スケジューラ
スケジューラ
スケジューラを使用すると、データの定期的なバックアップや QoS ポリシーの変更などのジョブを作

成し、管理できます。スケジューラでは、ジョブを指定された時間に一度だけ、または定期的な間隔で

実行するなど、ニーズに合わせて開始できます。詳細については、第 9 章「スケジューラの設定」を

参照してください。

SNMP
Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）は、SNMP マネー

ジャとエージェント間の通信用メッセージ フォーマットを提供する、アプリケーションレイヤ プロト

コルです。SNMP はネットワーク デバイスのモニタリングや管理に使用される、標準化されたフレー

ムワークと共通言語を提供します。詳細については、第 10 章「SNMP の設定」を参照してください。

RMON
RMON は、各種ネットワーク エージェントおよびコンソール システムがネットワーク モニタリング 
データを交換できるようにする、Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査

委員会）の標準モニタリング仕様です。Cisco NX-OS は Cisco NX-OS デバイスをモニタできるよう

に、RMON アラーム、イベント、およびログをサポートします。詳細については、第 11 章「RMON 
の設定」を参照してください。

オンライン診断
Cisco Generic Online Diagnostics（GOLD）では、複数のシスコ プラットフォームにまたがる診断操

作の共通フレームワークを定義しています。オンライン診断フレームワークでは、中央集中システムお

よび分散システムに対応する、プラットフォームに依存しない障害検出アーキテクチャを規定していま

す。これには共通の診断 CLI とともに、起動時および実行時に診断するための、プラットフォームに

依存しない障害検出手順が含まれます。

プラットフォーム固有の診断機能は、ハードウェア固有の障害検出テストを行い、診断テストの結果に

応じて適切な対策を実行できます。オンライン診断機能の設定については、第 12 章「オンライン診断

機能の設定」を参照してください。

Embedded Event Manager
Embedded EventManager（EEM）を使用すると、重要なシステム イベントを検出して処理できます。

EEM は、イベント発生時点で、またはしきい値を超えた時点でのイベント モニタリングを含め、イベ

ントを検出して回復する機能を提供します。EEM の設定については、第 13 章「Embedded Event 
Manager の設定」を参照してください。
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OBFL
OBFL
永続ストレージに障害データを記録するように、デバイスを設定できます。あとで記録されたデータを

取得して表示し、分析できます。この On-Board Failure Logging（OBFL: オンボード障害ロギング）

機能は、障害および環境情報をモジュールの不揮発性メモリに保管します。この情報は、障害モジュー

ルの分析に役立ちます。OBFL の設定については、第 14 章「OBFL の設定」を参照してください。

SPAN
イーサネット Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）を設定すると、デバイ

スの入出力トラフィックをモニタできます。SPAN の機能を使用すると、送信元ポートから宛先ポート

へのパケットを複製できます。SPAN の設定については、第 15 章「SPAN の設定」を参照してくださ

い。

LLDP
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）はベンダーに中立な 1 方向のデバイス検出プロトコルで、こ

れを使用してネットワーク デバイスは自身の情報をネットワーク上の他のデバイスに通知することが

できます。このプロトコルはデータリンク層で実行されます。これにより、異なるネットワーク層のプ

ロトコルを実行している 2 つのシステムが相互に学習できます。LLDP はグローバルに、またはイン

ターフェイスごとにイネーブルにすることができます。LLDP の設定については、第 16 章「LLDP の
設定」を参照してください。

NetFlow
NetFlow では、入出力両方の IP パケットでパケット フローを識別でき、各パケット フローに基づいて

統計情報を取得できます。NetFlow のためにパケットやネットワーキング デバイスを変更する必要は

ありません。NetFlow の設定については、第 17 章「NetFlow の設定」を参照してください。

トラブルシューティング機能
Cisco NX-OS には ping、traceroute、Ethanalyzer、Blue Beacon 機能など、さまざまなトラブルシュー

ティング ツールが揃っています。各機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 
Troubleshooting Guide, Release 5.x』を参照してください。

サービスが失敗するとシステムは、失敗の原因を判断するための情報を生成します。使用できる情報源

は次のとおりです。

• すべてのサービスの再起動で、LOG_ERR レベルの syslog メッセージを生成します。

• Smart Call Home サービスがイネーブルになっている場合、すべてのサービスの再起動で、Smart 
Call Home イベントを生成します。

• SNMP トラップがイネーブルになっている場合、サービスが再起動されると、SNMP エージェン

トはトラップを送信します。

• ローカル モジュールでサービスが失敗した場合は、そのモジュールで show processes log コマン

ドを入力して、イベントのログを参照できます。process ログは、スーパーバイザのスイッチオー

バーおよびリセットが生じても保持されます。
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トラブルシューティング機能
• サービスが失敗すると、システムのコア イメージ ファイルが生成されます。 新のコア イメージ

は、アクティブなスーパーバイザで show cores コマンドを入力して参照できます。スーパーバイ

ザのスイッチオーバーおよびリセットが生じると、コア ファイルは保持されません。ただし、

system cores コマンドを入力し、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）などのファイル転送プロ

トコルを使用して、コア ファイルを外部サーバへエクスポートするようシステムを設定できます。

• CISCO-SYSTEM-MIB には、コアのテーブル（cseSwCoresTable）が含まれています。

サービスの失敗に関して生成された情報の収集および使用の詳細については、『Cisco Nexus 7000 
Series NX-OS Troubleshooting Guide, Release 5.x』を参照してください。
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C H A P T E R 2

CFS の設定

この章では、コンフィギュレーションの変更を含むデータをネットワークのすべての Cisco NX-OS デ
バイスに配信するシスコ独自の機能、Cisco Fabric Services（CFS）の使い方を説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「CFS の概要」（P.2-1）

• 「CFS のライセンス要件」（P.2-4）

• 「CFS の前提条件」（P.2-4）

• 「注意事項および制約事項」（P.2-4）

• 「デフォルト設定」（P.2-5）

• 「CFS 配信の設定」（P.2-5）

• 「CFS コンフィギュレーションの確認」（P.2-25）

• 「その他の関連資料」（P.2-25）

• 「CFS 機能の履歴」（P.2-26）

CFS の概要 
CFS over IP（CFSoIP; IP を介した CFS）を使用して、1 台のシスコ デバイスまたはネットワークの他

のすべてのシスコ デバイスにコンフィギュレーションを配信し、同期させることができます。CFSoIP 
を使用すると、ネットワークの設定と動作に一貫性をもたせ、ほとんどの場合、同じ設定と動作を維持

できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「アプリケーション データベースのマージ」（P.2-2）

• 「CFS を使用してコンフィギュレーションの変更を配信するアプリケーション」（P.2-2）

• 「CFS の配信」（P.2-2）

• 「CFS リージョン」（P.2-3）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.2-3）

• 「仮想化サポート」（P.2-4）
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CFS の概要
アプリケーション データベースのマージ

ネットワークで新しいデバイスが検出されると、CFS は他のデバイスの設定とのマージ、つまり同期

を管理します。また、リージョンごとおよびアプリケーションごとに 1 台のデバイスでマージを管理す

るよう指定して、マージ数を調整し、 小限に抑えます。他のデバイスは、マージ プロセスには関与

しません。

2 つのネットワークのマージ処理中に、指定されたマネージャどうしでコンフィギュレーション データ

ベースが交換されます。一方のアプリケーションによりデータベースがマージされ、マージ処理が成功

したかどうかが判断されて、他のすべてのデバイスに通知されます。

マージ処理が成功した場合は、マージされたデータベースが統合ファブリックの全デバイスに配信さ

れ、新しいファブリック全体が一貫性のある状態になります。マージが失敗した場合は、新しいファブ

リックのいずれかのデバイスから配信を開始して回復できます。この配信により、ファブリック内のす

べてのピアは同じコンフィギュレーション データベースに復元されます。

CFS を使用してコンフィギュレーションの変更を配信するアプリケー
ション

CFS は、表 2-1 に示すアプリケーションのコンフィギュレーションの変更を配信します。

CFS の配信 
CFS は、定義されたリージョンまたはネットワーク全体に存在する複数のデバイスにコンフィギュ

レーションの変更を配信します。

次に、CFS がアプリケーションのコンフィギュレーションを配信する手順の概要を示します。

1. CFS をイネーブルにして、Call Home などのアプリケーションのコンフィギュレーションを配信で

きるようにします。

2. Call Home などの CFS アプリケーションのコンフィギュレーションを変更するコマンドを入力し

ます。

3. CFS は、アクティブなファブリック ロックをチェックして、このアプリケーションに対してコン

フィギュレーションの変更がすでに進行していないかどうかを確認します。

（注） 1 つのアプリケーションに対してアクティブにできる CFS セッションは 1 に限られます。

CFS は、ロックを使用してこの制限を強制します。ファブリック内の任意の場所でアプリ

ケーションに対してロックが適用されている場合、配信を開始できません。

表 2-1 CFS がサポートするアプリケーション

アプリケーション デフォルトの状態

RADIUS ディセーブル

TACACS+ ディセーブル

ユーザおよび管理者のロール ディセーブル

Call Home ディセーブル

NTP ディセーブル
2-2
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x



 

第 2 章      CFS の設定

CFS の概要
4. 次のどちらかが発生します。

– このアプリケーションに対してアクティブなファブリック ロックが存在する場合、CFS はコ

マンドを拒否します。既存のファブリック ロックが解放されるまで、変更は許可されません。

– このアプリケーションに対してアクティブなファブリック ロックがない場合、CFS はセッ

ションを開始し、このアプリケーションに対してファブリックをロックします。

5. アプリケーションの残りのコンフィギュレーション コマンドを入力します。

6. コンフィギュレーションは、commit コマンドを使用してコミットします。

7. CFS はコンフィギュレーションを配信し、ロックを解放します。

CFS リージョン 
CFS リージョンとは、ある機能またはアプリケーションに対してユーザが定義したデバイスのサブ

セットです。通常、互いに近くに存在するデバイスに基づいて配信をローカライズまたは制限する場合

にリージョンを定義します。

多数の地域で別々の管理者がデバイスのサブセットを担当するネットワークの場合、CFS リージョン

を設定して、アプリケーションの物理的な範囲を管理できます。

CFS リージョンは数字の 0 ～ 200 で識別されます。リージョン 0 はデフォルト リージョンです。リー

ジョン 1 ～ 200 を設定できます。

（注） 機能を移動して、新しいリージョンに割り当てる場合、その範囲はそのリージョンに制限され、他のす

べてのリージョンは配信やマージの対象外となります。

複数の機能について CFS リージョンを設定し、コンフィギュレーションを配信できます。ただし、1 
台のデバイスで、特定の機能のコンフィギュレーションを配信するために設定できる CFS リージョン

は一度に 1 つに限られます。CFS リージョンに 1 つの機能を割り当てると、そのコンフィギュレー

ションは、他の CFS リージョン内で配信できなくなります。

（注） デフォルト リージョンはファブリック内のすべてのデバイスに変更を配信するために使用されます。

リージョン 0 はデフォルト リージョンとして予約され、ファブリック内のすべてのデバイスが含まれ

ます。リージョンからアプリケーションを削除し、それを別のリージョンに割り当てない場合、アプリ

ケーションはデフォルト リージョン（リージョン 0）に追加されます。

ハイ アベイラビリティ 
CFS のステートレス リスタートがサポートされています。リブート後またはスーパーバイザ スイッチ

オーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。ハイ アベイラビリティの詳細について

は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide, Release 5.x』を参照し

てください。
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CFS のライセンス要件
仮想化サポート 
CFS は、VDC ごとに設定されます。

Cisco NX-OS にアクセスすると、別の VDC を指定しない限り、デフォルト VDC が使用されます。

VDC の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。

CFS のライセンス要件 

CFS の前提条件 
CFS の前提条件は、次のとおりです。

• CFS はデフォルトでイネーブルです。ファブリック内のすべてのデバイスで CFS をイネーブルに

設定しないと配信は受信されません。

• アプリケーションに対して CFS がディセーブルになっていると、そのアプリケーションからコン

フィギュレーションは配信されず、ファブリック内の他のデバイスからの配信も受け取ることがで

きません。

注意事項および制約事項 
CFS に関するコンフィギュレーションの注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• CFS は、同じデバイスから IPv4 と IPv6 両方を介して配信できません。

• デバイスで Virtual Port Channel（vPC; 仮想ポート チャネル）機能がイネーブルになっている場

合、イーサネットを介して CFS をディセーブルにしないでください。

注意 vPC 機能を動作させるには、イーサネットを介した CFS をイネーブルにする必要があります。

• アプリケーション データの CFS 配信では、ダイレクト ユニキャストを使用します。

• 同様のマルチキャスト アドレスをもつ IP を介した CFS 対応デバイスはすべて、1 つの IP を介し

た CFS ファブリックを形成します。

• 設定するアプリケーションについて CFS がイネーブルになっていることを確認してください。詳細

については、「アプリケーションの CFS 配信のイネーブル」（P.2-5）の手順を参照してください。

• ファブリックをロックすると、リスタートとスイッチオーバーにわたってユーザ名が記憶されます。

• ファブリックをロックすると、他のユーザによるコンフィギュレーションの変更の試みは拒否され

ます。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS CFS にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS システ

ム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
• ファブリックのロック中、アプリケーションでは実行コンフィギュレーションではなく保留データ

ベースまたは一時ストレージにコンフィギュレーションの変更の作業コピーが保持されます。

• コミットされていないコンフィギュレーションの変更（作業コピーとして保存）は実行コンフィ

ギュレーションには含まれないため、show コマンドの出力にも表示されません。

• 変更をコミットすると、実行コンフィギュレーションが作業コピーによって上書きされます。

• ファブリック ロックが必要な CFS セッションを開始し、セッションを終了するのを忘れた場合は、

管理者がセッションをクリアできます。詳細については、「ロックされたセッションのクリア」

（P.2-21）の手順を参照してください。

• 以前コンフィギュレーションの変更が行われていない場合は、空のコミットを行えます。この場

合、commit コマンドにより、ロックを取得し、現在のデータベースを配信するセッションが作成

されます。

• commit コマンドは、ファブリック ロックが取得されたデバイスだけで使用できます。

デフォルト設定 
表 2-2 に、CFS パラメータのデフォルト設定を示します。

CFS 配信の設定
この項では、CFS の設定方法について説明します。次のトピックで構成されています。

• 「アプリケーションの CFS 配信のイネーブル」（P.2-5）

• 「CFS 配信モードの指定」（P.2-11）

• 「IP を介した CFS の IP マルチキャスト アドレスの設定」（P.2-12）

• 「CFS リージョンの設定」（P.2-14）

• 「CFS 設定の作成と配信」（P.2-20）

• 「ロックされたセッションのクリア」（P.2-21）

• 「設定の破棄」（P.2-22）

• 「CFS 配信のグローバルなディセーブル」（P.2-23）

アプリケーションの CFS 配信のイネーブル 
ここでは、次の内容について説明します。

• 「CFS をイネーブルにして Call Home コンフィギュレーションを配信する」（P.2-6）

表 2-2 デフォルトの CFS パラメータ

パラメータ デフォルト

デバイスでの CFS 配信 イネーブル

IP を介した CFS ディセーブル

IPv4 マルチキャスト アドレス 239.255.70.83

IPv6 マルチキャスト アドレス ff15::efff:4653
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CFS 配信の設定
• 「CFS をイネーブルにして RADIUS コンフィギュレーションを配信する」（P.2-7）

• 「CFS をイネーブルにして TACACS+ コンフィギュレーションを配信する」（P.2-8）

• 「CFS をイネーブルにしてロールのコンフィギュレーションを配信する」（P.2-9）

• 「CFS をイネーブルにして NTP コンフィギュレーションを配信する」（P.2-10）

（注） CFS for RADIUS、TACACS+、およびロールの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 
Security Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。Call Home の詳細については、第 6 
章「Smart Call Home の設定」を参照してください。NTP の詳細については、第 3 章「NTP の設定」

を参照してください。

CFS をイネーブルにして Call Home コンフィギュレーションを配信する 
CFS をイネーブルにして、Call Home コンフィギュレーションを配信できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. callhome

3. distribute

4. show application_name status

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 switch(config)# callhome 

例:
switch(config)# callhome 
switch(config-callhome)# 

callhome 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 switch(config)# distribute 

例:
switch(config-callhome)# distribute 
switch(config-callhome)# 

CFS をイネーブルにして、Call Home コンフィギュ

レーションのアップデートを配信します。
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CFS 配信の設定
CFS をイネーブルにして、Call Home コンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# callhome 
switch(config-callhome)# distribute
switch(config-callhome)# show callhome status
Distribution : Enabled
switch(config-callhome)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして RADIUS コンフィギュレーションを配信する 
CFS をイネーブルにして、RADIUS コンフィギュレーションを配信できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. radius distribute

3. show radius status

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 4 show application_name status

例:
switch(config-callhome)# show callhome 
status

（任意）指定されたアプリケーションについて、CFS 
配信ステータスを表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 switch(config)# radius distribute

例:
switch(config)# radius distribute

指定されたアプリケーションについて、デバイスが 
CFS から配信されたコンフィギュレーションのアップ

デートを受け取れるようにします。
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CFS 配信の設定
CFS をイネーブルにして、RADIUS コンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# radius distribute
switch(config)# show radius status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして TACACS+ コンフィギュレーションを配信する 
CFS をイネーブルにして、TACACS+ コンフィギュレーションを配信できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. tacacs+ distribute

3. show tacacs+ status

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 3 show radius status

例:
switch(config)# show radius status

（任意）指定されたアプリケーションについて、CFS 
配信ステータスを表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 switch(config)# tacacs+ distribute

例:
switch(config)# tacacs+ distribute

CFS をイネーブルにして、TACACS+ のコンフィ

ギュレーションのアップデートを配信します。
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CFS 配信の設定
CFS をイネーブルにして、TACACS+ コンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# tacacs+ distribute
switch(config)# show tacacs+ status
Distribution : Enabled
Last operational state: No session
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにしてロールのコンフィギュレーションを配信する 
CFS をイネーブルにして、ロールのコンフィギュレーションを配信できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. role distribute

3. show role status

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 3 show tacacs+ status

例:
switch(config)# show tacacs+ status

（任意）TACACS+ の CFS 配信ステータスを表示しま

す。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 switch(config)# role distribute

例:
switch(config)# role distribute

CFS をイネーブルにしてロールのコンフィギュレー

ションを配信します。
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CFS 配信の設定
CFS をイネーブルにして、Call Home コンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# role distribute
switch(config)# show role status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして NTP コンフィギュレーションを配信する 
CFS をイネーブルにして、NTP コンフィギュレーションを配信できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. ntp distribute

3. show application_name status

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 3 show role status

例:
switch(config)# show role status

（任意）CFS 配信ステータスを表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 ntp distribute

例:
switch(config)# ntp distribute

CFS をイネーブルにして、NTP コンフィギュレー

ションのアップデートを配信します。
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CFS 配信の設定
CFS をイネーブルにして、Call Home コンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# ntp distribute
switch(config)# show ntp status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS 配信モードの指定 
CFS 配信モード（イーサネット、IPv4 または IPv6）を指定し、イネーブルにできます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. cfs [eth | ipv4 | ipv6] distribute 

3. show cfs status

4. copy running-config startup-config

ステップ 3 show application_name status

例:
switch(config)# show ntp status

（任意）指定されたアプリケーションについて、CFS 
配信ステータスを表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

コマンド 目的
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CFS 配信の設定
手順の詳細

IP を介した CFS の IP マルチキャスト アドレスの設定 
ネットワーク トポロジの変更を検出するキープアライブ メカニズムなど、CFS プロトコル固有の配信

では、IP マルチキャスト アドレスを使用して情報を送受信します。

次のいずれかについて、IP を介した CFS の配信に使用する IP マルチキャスト アドレスを設定できま

す。

• IPv4：デフォルトの IPv4 マルチキャスト アドレスは 239.255.70.83 です。

• IPv6：デフォルトの IPv6 マルチキャスト アドレスは ff13:7743:4653です。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

マルチキャスト アドレスを変更する前に、CFS IP 配信をディセーブルにする必要があります。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 cfs [eth | ipv4 | ipv6] distribute

例:
switch(config)# cfs ipv4 distribute
switch(config)# 

デバイス上の次のアプリケーションの 1 つまたはす

べてに対して CFS 配信をグローバルにイネーブルに

します。

• イーサネット

• IPv4

• IPv6

この例では、CFS 配信は、IPv4 を介してイネーブル

になります。

ステップ 3 show cfs status

例:
switch(config)# show cfs status
Distribution : Enabled
Distribution over IP : Enabled - mode 
IPv4
IPv4 multicast address : 239.255.70.83
IPv6 multicast address : ff15::efff:4653
switch(config)# 

配信モードを含む CFS の現在の状態を表示します。

この例では、CFS は IPv4 から配信されることが示さ

れています。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。
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CFS 配信の設定
手順の概要

1. config t

2. no cfs [ipv4 | ipv6 ] distribute

3. cfs [ipv4 | ipv6] mcast-address ip_address

4. show cfs status

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 no cfs [ipv4 | ipv6] distribute

例:
switch(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing 
over IPv4 network.
Are you sure? (y/n)  [n] y
switch(config)#

デバイス上のすべてのアプリケーションに対して 
IP を介した CFS 配信をグローバルにディセーブ

ルにします。

（注） マルチキャスト アドレスを変更する前

に、IP を介した CFS をディセーブルにす

る必要があります。

ステップ 3 cfs [ipv4 | ipv6] mcast-address ip_address

例:
switch(config)# cfs ipv4 mcast-address 
239.255.1.1
Distribution over this IP type will be 
affected
Change multicast address for CFS-IP ?
Are you sure? (y/n)  [n] y

次の 1 つを使用した CFS 配信のマルチキャスト 
アドレスを設定します。

• IPv4
有効な IPv4 アドレスの範囲は 239.255.0.0 
～ 239.255.255.255 と 239.192/16 ～ 
239.251/16 です。

デフォルトの IPv4 アドレスは 239.255.70.83 
です。

• IPv6
有効な IPv6 アドレスの範囲は 
ff15::/16（ff15::0000:0000 ～ ff15::ffff:ffff）
ff18::/16（ff18::0000:0000 ～ ff18::ffff:ffff）
です。

デフォルトの IPv6 アドレスは 
ff13:7743:4653 です。
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CFS 配信の設定
CFS リージョンの設定 
この項では、CFS リージョンの作成および設定方法について説明します。次のトピックで構成されて

います。

• 「CFS リージョンの作成」（P.2-14）

• 「異なるリージョンへのアプリケーションの移動」（P.2-15）

• 「リージョンからのアプリケーションの削除」（P.2-17）

• 「CFS リージョンの削除」（P.2-18）

CFS リージョンの作成 
CFS リージョンを作成し、Call Home などのアプリケーションを追加できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. cfs region region_number

3. application_name

4. show cfs region brief

5. copy running-config startup-config

ステップ 4 show cfs status

例:
switch(config)# show cfs status
Distribution : Enabled
Distribution over IP : Enabled - mode IPv4
IPv4 multicast address : 239.255.1.1
IPv6 multicast address : ff15::efff:4653
switch(config)# 

イネーブルかどうか、IP モード、マルチキャスト 
アドレスなど、CFS の現在の状態を表示します。

この例では、CFS は 239.255.1.1 で IPv4 を介し

て配信されることが示されています。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

コマンド 目的
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CFS 配信の設定
手順の詳細

異なるリージョンへのアプリケーションの移動 
アプリケーションを異なるリージョンに移動できます。たとえば、NTP をリージョン 1 からリージョ

ン 2 に移動できます。

（注） アプリケーションを移動すると、その範囲は新しいリージョンに制限され、他のすべてのリージョンは

配信やマージの対象外となります。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 cfs region region_number

例:
switch(config)# cfs region 4
switch(config-cfs-region)# 

リージョンを作成し、指定されたリージョンのコン

フィギュレーション モードを開始します。

この例では、リージョン 4 が作成されます。

ステップ 3 application_name

例:
switch(config-cfs-region)# callhome
switch(config-cfs-region)# 

指定されたリージョンに、指定されたアプリケー

ションを追加します。

ステップ 4 show cfs region brief

例:
switch(config-cfs-region)# show cfs 
region brief

---------------------------------------
 Region         Application   Enabled
---------------------------------------
   4            callhome      yes 

switch(config-cfs-region)# 

（任意）設定されたすべてのリージョンとアプリケー

ションを表示します（ピアは表示されません）。

この例では、リージョン 4 に Call Home アプリケー

ションが表示されます。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。
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CFS 配信の設定
手順の概要

1. config t

2. cfs region region_number

3. application_name

4. show cfs region

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

Call Home アプリケーションを CFS リージョン 2 に移動する例を示します。

switch# config t
switch(config)# cfs region 2
switch(config-cfs-region)# callhome
switch(config-cfs-region)# show cfs region name callhome

Region-ID  : 2
Application: callhome
Scope      : Physical-fc-ip
-------------------------------------------------------------------------
 Switch WWN              IP Address
-------------------------------------------------------------------------
 20:00:00:22:55:79:a4:c1 172.28.230.85                           [Local]
                         switch                                  

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 cfs region region_number

例:
switch(config)# cfs region 2
switch(config-cfs-region)#

ターゲット リージョンと宛先リージョンでコンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 application_name

例:
switch(config-cfs-region)# callhome
switch(config-cfs-region)# radius

移動するアプリケーションを指定します。

この例では、リージョン 2 に Call Home アプリケー

ションが移されます。

ステップ 4 show cfs region name application_name

例:
switch(config-cfs-region)# show cfs 
region name callhome

指定されたアプリケーションのピアおよびリージョ

ン情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。
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Total number of entries = 1

switch(config-cfs-region)# 

リージョンからのアプリケーションの削除

アプリケーションをリージョンから削除できます。アプリケーションをリージョンから削除すること

は、アプリケーションをデフォルト リージョンに戻すことと同じです。デフォルト リージョンは通常

リージョン 0 です。このアクションにより、ファブリック全体がアプリケーションの配信範囲になりま

す。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. cfs region region_number

3. no application_name

4. このリージョンから削除するアプリケーションごとにステップ 3 を繰り返します。

5. show cfs region brief

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 cfs region region_number

例:
switch(config)# cfs region 2
switch(config-cfs-region)#

指定されたリージョンで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 no application_name 

例:
switch(config-cfs-region)# no ntp

指定されたアプリケーションをリージョンから削除

します。

ステップ 4 （任意）このリージョンから削除するアプリ

ケーションごとにステップ 3 を繰り返します。

—
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CFS 配信の設定
CFS リージョンの削除 
リージョンを削除し、リージョン内のすべてのアプリケーションをデフォルト リージョンに戻すこと

ができます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. no cfs region region_number

3. show cfs region brief

4. show cfs application name application-name

5. copy running-config startup-config

ステップ 5 show cfs region brief

例:
switch(config-cfs-region)# show cfs 
region brief

---------------------------------------
 Region         Application   Enabled
---------------------------------------

4 tacacs+  yes   
   6            radius        yes 

switch(config-cfs-region)# 

設定されたすべてのリージョンとアプリケーション

を表示します（ピアは表示されません）。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

コマンド 目的
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CFS 配信の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 no cfs region region_number

例:
switch(config)# no cfs region 4
WARNING: All applications in the region 
will be moved to default region.
Are you sure? (y/n)  [n]
switch(config)# 

この操作によってリージョン内のすべてのアプリ

ケーションがデフォルト リージョンに移されること

を伝える警告が表示されたあと、指定されたリー

ジョンが削除されます。

リージョンの削除後、グローバル コンフィギュレー

ション モードに戻ります。

ステップ 3 show cfs region brief

例:
switch(config)# show cfs region brief

---------------------------------------
 Region         Application   Enabled
---------------------------------------
   6            radius        no    

switch(config)# 

設定されたすべてのリージョンとアプリケーション

を表示します（ピアは表示されません）。

この例では、リージョン 4 がありません。

ステップ 4 show cfs application name 
application-name

例:
switch# show cfs application name 
callhome

 Enabled        : Yes
 Timeout        : 20s
 Merge Capable  : Yes
 Scope          : Physical-fc-ip
 Region         : Default

switch# 

ローカル アプリケーション情報を名前別に表示しま

す。

この例では、Call Home アプリケーションがデフォ

ルト リージョンに属していることが示されていま

す。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。
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CFS 配信の設定
CFS 設定の作成と配信 
アプリケーションのコンフィギュレーションの変更を作成し、その変更をアプリケーション ピアに配

信できます。

注意 変更をコミットしない場合、変更は配信されず、アプリケーション ピア デバイスの実行コンフィ

ギュレーションに保存されません。

注意 配信されたアプリケーション ピア デバイスごとに変更をスタートアップ コンフィギュレーション

に保存しない場合、変更は実行コンフィギュレーションだけに保持されます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. application_name

3. application_command

4. 作成するコンフィギュレーション コマンドごとにステップ 3 を繰り返します。

5. show application_name status 

6. commit

7. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 application_name

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

CFS が指定されたアプリケーション名のセッション

を開始し、ファブリックをロックすることを指定し

ます。

ステップ 3 application_command

例:
switch(config-callhome)# email-contact 
admin@Mycompany.com

コンフィギュレーションの変更が作業コピーとして

保存され、commit コマンドを入力するまで実行コ

ンフィギュレーションには保存されないことを指定

します。

ステップ 4 作成するコンフィギュレーション コマンドご

とにステップ 3 を繰り返します。

—
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Call Home のコンタクト情報を設定し、配信する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server contact personname@companyname.com 
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# email-contact admin@Mycompany.com
switch(config-callhome)# phone-contact +1-800-123-4567
switch(config-callhome)# street-address 123 Anystreet st. Anytown,AnyWhere 
switch(config-callhome)# commit
switch(config-callhome)# copy running-config startup-config
[######################################] 100%
switch(config-callhome)#

ロックされたセッションのクリア 
ファブリック内のデバイスから、アプリケーションによって設定されたロックをクリアできます。

ロックを解放するには、管理者権限が必要です。

注意 ファブリックのロックをクリアすると、そのファブリック内のデバイスで保留されているコンフィ

ギュレーションは破棄されます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

ステップ 5 show application_name status

例:
switch(config-callhome)# show callhome 
status
Distribution : Enabled
switch(config-callhome)# 

（任意）指定されたアプリケーションについて、

CFS 配信ステータスを表示します。

この例の出力では、Call Home に対して配信がイ

ネーブルになっていることを示しています。

ステップ 6 commit

例:
switch(config-callhome)# commit

CFS は、コンフィギュレーションの変更を各アプリ

ケーション ピア デバイスの実行コンフィギュレー

ションに配信します。

1 台以上の外部デバイスが成功のステータスを報告

すると、ソフトウェアは実行コンフィギュレーショ

ンを CFS 作業コピーからの変更で上書きし、ファ

ブリック ロックを解放します。

成功のステータスを報告する外部デバイスがない場

合、変更は行われず、ファブリック ロックがそのま

ま適用されます。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

ファブリック内のすべてのデバイスで実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、リブートとリスタートを通し

て変更を継続的に保存します。

コマンド 目的
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CFS 配信の設定
手順の概要

1. config t

2. show application_name status 

3. clear application_name session

4. show application_name status 

手順の詳細

設定の破棄 
コンフィギュレーションの変更を破棄して、ロックを解放できます。

注意 コンフィギュレーションの変更を破棄すると、保留データベースが削除され、ファブリックのリ

リースが解放されます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 show application_name status

switch(config)# show ntp status
Distribution : Enabled
Last operational state: Fabric Locked
switch(config)# 

現在のアプリケーションの状態を表示します。

この例では、NTP がロックされていることが示され

ています。

ステップ 3 clear application_name session

例:
switch# clear ntp session
switch#

アプリケーション コンフィギュレーション セッショ

ンをクリアし、ファブリックのロックをクリアしま

す。

保留中の変更はすべて破棄されます。

ステップ 4 show application_name status

例:
switch# show ntp status
Distribution : Enabled
Last operational state: No session
switch# 

現在のアプリケーションの状態を表示します。

この例では、NTP アプリケーションからロックが削

除されることが示されています。
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CFS 配信の設定
手順の概要

1. config t

1. application_name abort

2. show application_name session status

手順の詳細

CFS 配信のグローバルなディセーブル 
デバイスに対する CFS 配信をディセーブルにして、物理的な接続を維持しながら、CFS を使用して

ファブリック全体の配信からアプリケーションを分離できます。

デバイスで CFS をグローバルにディセーブルにすると、デバイスに対する CFS の操作が制限され、す

べての CFS コマンドは、デバイスが物理的に分離されているかのように機能し続けます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 switch(config)# application_name abort
y

例:
switch(config)# no cfs distribute
This will prevent CFS from distributing the 
configuration to other switches.
Are you sure? (y/n)  [n] y

確認の要求後、アプリケーションの設定を中止

します。

この場合、NTP のコンフィギュレーションは中

止され、コンフィギュレーションの変更が破棄

されて CFS セッションは終了し、ファブリック 
ロックが解放されます。

（注） abort コマンドは、ファブリック ロック

を取得したデバイスだけでサポートされ

ます。

ステップ 3 show application_name session status

例:
switch(config)# show ntp session status
Last Action Time Stamp     : Wed Nov 12 
16:07:25 2008
Last Action                : Abort
Last Action Result         : Success
Last Action Failure Reason : none
switch(config)# 

（任意）指定されたアプリケーションについて、

CFS セッションのステータスを表示します。

この例の出力では、CFS セッションが中止され

たことが示されています。
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CFS 配信の設定
手順の概要

1. config t

2. no cfs distribute

3. show cfs status

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 switch(config)# no cfs distribute

例:
switch(config)# no cfs distribute
This will prevent CFS from distributing the 
configuration to other switches.
Are you sure? (y/n)  [n] y
switch(config)# 

デバイス上のすべてのアプリケーションに対して 
CFS 配信をグローバルにディセーブルにします。

（注） vPC 機能をイネーブルにすると、IP 配信

だけがディセーブルになります。CFS 配
信をディセーブルにする前に、vPC を
ディセーブルにする必要があります。

ステップ 3 show cfs status

例:
switch(config)# show cfs status
Distribution : Enabled
Distribution over IP : Disabled
IPv4 multicast address : 239.255.70.83
IPv6 multicast address : ff15::efff:4653
Distribution over Ethernet : Disabled
switch(config)# 

（任意）デバイスに対するグローバルな CFS 配信

ステータス（イネーブルまたはディセーブル）

を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に

保存します。
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CFS コンフィギュレーションの確認
CFS コンフィギュレーションの確認 
CFS のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

その他の関連資料
詳細については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.2-25）

• 「MIB」（P.2-26）

関連資料

コマンド 目的

show cfs application 現在 CFS がイネーブルになっているアプリケーションを表

示します。

show cfs application name 特定のアプリケーションについて、イネーブルまたはディ

セーブルの状態、CFS で登録されたタイムアウト、CFS で
マージ サポートが登録されている場合のマージ機能、配信

範囲、配信リージョンなどの詳細を表示します。

show application_name session 
status

終アクション、結果、失敗した場合はその理由を含む、コ

ンフィギュレーション セッション ステータスを表示します。

show cfs internal メモリの統計情報、イベント履歴など、CFS 内部の情報を

表示します。

show cfs lock すべてのアクティブ ロックを表示します。

show cfs merge status name [detail] 特定のアプリケーションのマージ ステータスを表示します。

show cfs peers 物理ファブリックのすべてのピアを表示します。

show cfs regions ピアおよびリージョンの情報とともにすべてのアプリケー

ションを表示します。

show cfs static すべてのスタティック ピアのステータスを表示します。

show cfs status デバイスでの CFS 配信のステータスと IP 配信情報を表示し

ます。

show logging level cfs CFS ロギングのコンフィギュレーションを表示します。

show tech-support cfs CFS の問題解決時にテクニカル サポートが必要とする CFS コ
ンフィギュレーションに関する情報を表示します。

関連項目 マニュアル名

CFS CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

Call Home の CFS コンフィギュレーション 「Smart Call Home の設定」（P.6-1）
VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration 

Guide, Release 5.x』
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CFS 機能の履歴
MIB 

CFS 機能の履歴 
この項では CFS のリリース履歴を示します。

TACACS+ の CFS コンフィギュレーション 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 
5.x』

RADIUS の CFS コンフィギュレーション 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 
5.x』

ロールの CFS コンフィギュレーション 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 
5.x』

MIB MIB のリンク

• CISCO-CFS-MIB Cisco NX-OS MIB サポート

関連項目 マニュアル名

機能名 リリース 機能情報

CFS プロトコル 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。

CFS プロトコル 4.2(1) リリース 4.1 から変更ありません。

CFS プロトコル 4.1(2) この機能が導入されました。
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C H A P T E R 3

NTP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコ

ル）を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「NTP の概要」（P.3-1）

• 「NTP のライセンス要件」（P.3-3）

• 「NTP の前提条件」（P.3-3）

• 「注意事項および制約事項」（P.3-3） 

• 「デフォルト設定」（P.3-4）

• 「NTP の設定」（P.3-4）

• 「NTP コンフィギュレーションの確認」（P.3-15）

• 「NTP のコンフィギュレーション例」（P.3-16）

• 「その他の関連資料」（P.3-17）

• 「NTP 機能の履歴」（P.3-17）

NTP の概要
ここでは、次の内容について説明します。

• 「NTP の概要」（P.3-1）

• 「CFS を使用した NTP の配信」（P.3-2）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.3-2）

• 「仮想化サポート」（P.3-2）

NTP の概要

NTP は、分散している一連のタイム サーバとクライアント間で 1 日の時間を同期させ、複数のネット

ワーク デバイスから受信するシステム ログや時間関連のイベントを相互に関連付けられるようにしま

す。NTP は、User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）をトランスポート プ
ロトコルとして、標準 Universal Time Coordinated（UTC: 協定世界時）を使用します。
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NTP の概要
NTP サーバは通常、タイム サーバに接続されたラジオ クロックやアトミック クロックなどのソースか

ら時刻を受信し、ネットワークを介してこの時刻を配信します。NTP はきわめて効率的です。毎分 1 
パケットだけで、2 台のマシンが相互に 1 ミリ秒以内で同期します。

NTP では層（stratum）を使用して、ネットワーク デバイスと正規の時刻源の距離を表します。

• Stratum 1 タイム サーバは正規の時刻源（アトミック クロックなど）に直接接続されています。

• Stratum 2 NTP サーバは、Stratum 1 NTP サーバから NTP を使用して時刻を受信します。

同期の前に、NTP は複数のネットワーク サービスが報告した時刻を比較し、1 つの時刻が著しく異な

る場合は、それが Stratum 1 であっても、同期しません。

Cisco NX-OS は、ラジオクロックまたはアトミック クロックに接続できず、Stratum 1 サーバとして動

作することはできないため、インターネット上で利用できるパブリック NTP サーバを使用することを

推奨します。

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、Cisco NX-OS では、NTP によって時刻が

同期されていなくても、NTP で同期されているものとして時刻を設定できます。その後、NTP を使用

して、そのデバイスに他のネットワーク デバイスを同期させることができます。

（注） NTP ピア関係を作成して、サーバで障害が発生した場合に、ネットワーク デバイスを同期させて、正

確な時刻を維持するための時刻提供ホストを指定できます。

CFS を使用した NTP の配信

Cisco Fabric Services（CFS）は、ローカル NTP コンフィギュレーションをネットワーク内のすべての

シスコ デバイスに配信します。デバイス上で CFS をイネーブルにすると、NTP コンフィギュレーショ

ンが起動された場合には常に、ネットワーク全体のロックが NTP に適用されます。NTP コンフィギュ

レーションを変更した後で、これらの変更を破棄することもコミットすることもできます。いずれの場

合でも、CFS のロックはこのときに NTP アプリケーションから解放されます。

CFS の詳細については、「CFS の設定」（P.2-1）を参照してください。

ハイ アベイラビリティ

NTP のステートレス リスタートがサポートされています。リブート後またはスーパーバイザ スイッチ

オーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。ハイ アベイラビリティの詳細について

は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide, Release 5.x』を参照し

てください。

NTP ピアを設定すると、NTP サーバ障害の発生時に冗長性が得られます。

仮想化サポート 
プラットフォーム全体で、1 インスタンスの NTP がサポートされています。NTP はデフォルト VDC 
で設定する必要があります。別の VDC を指定しない限り、自動的にデフォルト VDC が使用されます。

VDC の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。
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NTP のライセンス要件
NTP は Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを認識します。NTP サーバおよび NTP 
ピアに対して特定の VRF を設定していない場合、NTP はデフォルトの VRF を使用します。VRF の詳

細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』を

参照してください。

NTP のライセンス要件 

NTP の前提条件
NTP の前提条件は、次のとおりです。

• NTP を設定するには、NTP が動作している 1 つ以上のサーバに接続できなければなりません。

• NTP は、デフォルト VDC で設定する必要があります。デフォルト VDC 以外の VDC では設定で

きません。

• VDC を設定するには、Advanced Services ライセンスをインストールする必要があります。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照

してください。

注意事項および制約事項
NTP に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• 別のデバイスとの間にピア アソシエーションを設定できるのは、使用するクロックの信頼性が確

実な場合（信頼できる NTP サーバのクライアントである場合）に限られます。

• 単独で設定したピアは、サーバの役割を担いますが、バックアップとして使用する必要がありま

す。サーバが 2 台ある場合、いくつかのデバイスが一方のサーバに接続し、残りのデバイスが他方

のサーバに接続するように設定できます。その後、2 台のサーバ間にピア アソシエーションを設定

すると、信頼性の高い NTP 構成になります。

• サーバが 1 台だけの場合は、すべてのデバイスをそのサーバのクライアントとして設定する必要が

あります。

• 設定できる NTP エンティティ（サーバおよびピア）は、 大 64 です。

• NTP に対して CFS がディセーブルになっていると、その NTP からコンフィギュレーションは配

信されず、ネットワーク内の他のデバイスからの配信も受け取られません。

• NTP に対して CFS 配信をイネーブルにしても、commit コマンドを入力するまで、NTP コンフィ

ギュレーション コマンドのエントリは NTP コンフィギュレーションに対してネットワークをロッ

クします。ロック中は、ネットワーク内の（ロックを保持しているデバイス以外の）すべてのデバ

イスは NTP コンフィギュレーションを変更できません。

• CFS を使用して NTP をディセーブルにする場合、ネットワーク内のすべてのデバイスは、NTP に
対して使用するよう設定したものと同じ VRF を持っている必要があります。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS NTP にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS システ

ム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
• VRF で NTP を設定する場合は、NTP サーバおよびピアが、設定された VRF を介して相互にアク

セスできることを確認します。

• ネットワーク全体の NTP サーバおよび Cisco NX-OS デバイスに、NTP 認証キーを手動で配信す

る必要があります。

デフォルト設定
表 3-1 に、NTP パラメータのデフォルト設定を示します。

NTP の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「NTP プロトコルのイネーブルまたはディセーブル」（P.3-4）

• 「NTP サーバおよびピアの設定」（P.3-6）

• 「NTP 認証の設定」（P.3-8）

• 「NTP アクセス制限の設定」（P.3-10）

• 「NTP ソース IP アドレスの設定」（P.3-12）

• 「NTP ソース インターフェイスの設定」（P.3-12）

• 「NTP ロギングの設定」（P.3-12）

• 「NTP 用の CFS 配信のイネーブル」（P.3-13）

• 「NTP コンフィギュレーション変更のコミット」（P.3-14）

• 「NTP コンフィギュレーション変更の破棄」（P.3-14）

• 「CFS セッション ロックの解放」（P.3-15）

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意してくだ

さい。

NTP プロトコルのイネーブルまたはディセーブル

NTP をイネーブルまたはディセーブルにできます。NTP はデフォルトでイネーブルです。NTP をディ

セーブルにしてから、もう一度イネーブルにできます。

表 3-1 デフォルトの NTP パラメータ

パラメータ デフォルト

NTP プロトコル イネーブル

NTP 認証 ディセーブル

NTP アクセス イネーブル

NTP ロギング ディセーブル
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NTP の設定
操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. [no] ntp enable 

3. show ntp status

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

NTP をディセーブルにする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# no ntp enable 

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 [no] ntp enable

例:
switch(config)# ntp enable 

デバイスで NTP プロトコルをイネーブルまたはディ

セーブルにします。NTP はデフォルトでイネーブル

です。

ステップ 3 show ntp status

例:
switch(config)# show ntp status
Distribution : Enabled
Last operational state: Fabric Locked

（任意）NTP アプリケーションのステータスを表示し

ます。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。
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NTP の設定
NTP サーバおよびピアの設定 
NTP サーバおよびピアを設定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

NTP サーバとそのピアの IP アドレスまたは DNS 名がわかっていることを確認します。

CFS を使用して他のデバイスに NTP コンフィギュレーションを配信する場合は、次を完了している必

要があります。

– 「CFS 配信の設定」（P.2-5）を使用して、CFS 配信をイネーブルにする

– 「NTP 用の CFS 配信のイネーブル」（P.3-13）を使用して、NTP 用に CFS をイネーブルにする

手順の概要

1. config t

2. [no] ntp server {ip-address | ipv6-address | dns-name} [key key-id] [maxpoll max-poll] [minpoll 
min-poll] [prefer] [use-vrf vrf-name]

3. [no] ntp peer {ip-address | ipv6-address | dns-name} [key key-id] [maxpoll max-poll] [minpoll 
min-poll] [prefer] [use-vrf vrf-name]

4. show ntp peers

5. copy running-config startup-config
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NTP の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 [no] ntp server {ip-address | ipv6-address | 
dns-name} [key key-id] [maxpoll max-poll] 
[minpoll min-poll] [prefer] [use-vrf 
vrf-name]

例:
switch(config)# ntp server 192.0.2.10

サーバとのアソシエーションを作成します。

NTP サーバとの通信で使用するキーを設定する

には、key キーワードを使用します。key-id 引
数の範囲は 1 ～ 65535 です。

ピアをポーリングする 大および 小の間隔を

設定するには、maxpoll および minpoll キー

ワードを使用します。max-poll および min-poll 
引数の範囲は 4 ～ 16 秒で、デフォルト値はそれ

ぞれ 6 秒と 4 秒です。

デバイスに対して対象の NTP サーバを優先にす

るには、prefer キーワードを使用します。

指定された VRF を介して通信するよう NTP 
サーバを設定するには、use-vrf キーワードを使

用します。vrf-name 引数として、default、
management、または大文字と小文字を区別し

た 32 文字までの任意の文字列を使用できます。

（注） NTP サーバとの通信で使用するキーを

設定する場合は、そのキーが、デバイス

上の信頼できるキーとして存在している

ことを確認してください。信頼できる

キーの詳細については、「NTP 認証の設

定」（P.3-8）を参照してください。
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NTP の設定
NTP サーバおよびピアを設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp server 192.0.2.10 key 10 use-vrf Red
switch(config)# ntp peer 2001:0db8::4101 prefer use-vrf Red
switch(config)# show ntp peers
--------------------------------------------------
  Peer IP Address               Serv/Peer          
--------------------------------------------------
  2001:0db8::4101                Peer (configured) 
  192.0.2.10  Server (configured) 
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)#

NTP 認証の設定 
ローカル ロックを同期させる時刻源を認証するようデバイスを設定できます。NTP 認証をイネーブル

にすると、ntp trusted-key コマンドによって指定されたいずれかの認証キーを時刻源が保持している

場合のみ、デバイスはその時刻源と同期します。デバイスは、認証チェックに失敗したすべてのパケッ

トをドロップし、それらのパケットでローカル クロックがアップデートされないようにします。NTP 
認証はデフォルトでディセーブルになっています。

ステップ 3 [no] ntp peer {ip-address | ipv6-address | 
dns-name} [key key-id] [maxpoll max-poll] 
[minpoll min-poll] [prefer] [use-vrf 
vrf-name]

例:
switch(config)# ntp peer 2001:0db8::4101

ピアとのアソシエーションを作成します。複数

のピア アソシエーションを指定できます。

NPT ピアとの通信で使用するキーを設定するに

は、key キーワードを使用します。key-id 引数

の範囲は 1 ～ 65535 です。

ピアをポーリングする 大および 小の間隔を

設定するには、maxpoll および minpoll キー

ワードを使用します。max-poll および min-poll 
引数の範囲は 4 ～ 17 秒で、デフォルト値はそれ

ぞれ 6 秒と 4 秒です。

デバイスに対して対象の NTP ピアを優先にする

には、prefer キーワードを使用します。

指定された VRF を介して通信するよう NTP ピ
アを設定するには、use-vrf キーワードを使用し

ます。vrf-name 引数として、default、
management、または大文字と小文字を区別し

た 32 文字までの任意の文字列を使用できます。

ステップ 4 show ntp peers

例:
switch(config)# show ntp peers 

（任意）設定済みのサーバおよびピアを表示しま

す。

（注） ドメイン名が解決されるのは、DNS 
サーバが設定されている場合だけです。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に

保存します。

コマンド 目的
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NTP の設定
操作の前に 

この手順で指定する予定の認証キーによって、NTP サーバが設定されていることを確認します。詳細

については、「NTP サーバおよびピアの設定」（P.3-6）を参照してください。

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. [no] ntp authentication-key number md5 md5-string

3. show ntp authentication-keys

4. [no] ntp trusted-key number

5. show ntp trusted-keys

6. [no] ntp authenticate

7. show ntp authentication-status

8. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 [no] ntp authentication-key number md5 
md5-string

switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 
aNiceKey

認証キーを定義します。デバイスが時刻源と同

期するのは、時刻源がこれらの認証キーのいず

れかを持ち、ntp trusted-key number コマンド

によってキー番号が指定されている場合だけで

す。

認証キーの範囲は 1 ～ 65535 です。MD5 文字

列の場合は、 大 8 文字の英数字を指定できま

す。

ステップ 3 show ntp authentication-keys

例:
switch(config)# show ntp authentication-keys

（任意）設定済みの NPT 認証キーを表示します。

ステップ 4 [no] ntp trusted-key number

例:
switch(config)# ntp trusted-key 42

1 つ以上のキー（ステップ 2で定義されている

もの）を指定します。デバイスが時刻源と同期

するために、時刻源はこのキーを NTP パケット

内に提供する必要があります。信頼できるキー

の範囲は 1 ～ 65535 です。

このコマンドにより、デバイスが、信頼されて

いない時刻源と誤って同期する、ということが

防止されます。
3-9
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

 



 

第 3 章      NTP の設定

NTP の設定
次に、NTP パケット内で認証キー 42 を提示している時刻源とだけ同期するようデバイスを設定する例

を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)# 

NTP アクセス制限の設定

アクセス グループを使用して、NTP サービスへのアクセスを制御できます。具体的には、デバイスを

許可する要求のタイプ、およびデバイスが応答を受け取るピアを指定できます。

アクセス グループを設定しない場合は、すべてのデバイスに NTP アクセス権が付与されます。何らか

のアクセス グループを設定した場合は、ソース IP アドレスがアクセス リストの基準をパスしたリモー

ト デバイスに対してだけ、NTP アクセス権が付与されます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. [no] ntp access-group peer access-list-name

3. show ntp access-groups

4. copy running-config startup-config

ステップ 5 show ntp trusted-keys

例:
switch(config)# show ntp trusted-keys

（任意）設定済みの NTP の信頼されているキー

を表示します。

ステップ 6 [no] ntp authenticate

例:
switch(config)# ntp authenticate

NTP 認証機能をイネーブルまたはディセーブル

にします。NTP 認証はデフォルトでディセーブ

ルになっています。

ステップ 7 show ntp authentication-status

例:
switch(config)# show ntp 
authentication-status

（任意）NTP 認証の状況を表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に

保存します。

コマンド 目的
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NTP の設定
手順の詳細

次に、アクセス グループ「accesslist1」からピアと同期できるようデバイスを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# ntp access-group peer accesslist1
switch(config)# show ntp access-groups
Access List        Type
-----------------------------
accesslist1        Peer
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)# 

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 [no] ntp access-group peer access-list-name

例:
switch(config)# ntp access-group peer 
accesslist1

NTP のアクセスを制御し、基本の IP アクセス 
リストを適用するためのアクセス グループを作

成または削除します。

peer キーワードにより、時刻要求および NTP 
制御クエリが可能になり、Cisco NX-OS デバイ

スは、IP アドレスがアクセス リストの基準をパ

スしたリモート デバイスとだけ同期が許可され

ます。

ステップ 3 show ntp access-groups

例:
switch(config)# show ntp access-groups

（任意）NTP アクセス グループのコンフィギュ

レーションを表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に

保存します。
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NTP の設定
NTP ソース IP アドレスの設定

NTP は、NTP パケットが送信されたインターフェイスのアドレスに基づいて、すべての NTP パケッ

トにソース IP アドレスを設定します。特定のソース IP アドレスを使用するよう NTP を設定できます。

NTP ソース IP アドレスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンド

を使用します。

NTP ソース インターフェイスの設定

特定のインターフェイスを使用するよう NTP を設定できます。

NTP ソース インターフェイスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマ

ンドを使用します。

NTP ロギングの設定

重要な NTP イベントでシステム ログを生成するよう、NTP ロギングを設定できます。NTP ロギング

はデフォルトでディセーブルになっています。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. [no] ntp logging

3. show ntp logging-status

4. copy running-config startup-config

コマンド 目的

[no] ntp source ip-address

例:
switch(config)# ntp source 192.0.2.1

すべての NTP パケットにソース IP アドレスを設

定します。ip-address には IPv4 または IPv6 形式

を使用できます。

コマンド 目的

[no] ntp source-interface interface

例:
switch(config)# ntp source-interface 
ethernet 2/1

すべての NTP パケットに対してソースインター

フェイスを設定します。サポートされているイン

ターフェイスのリストを表示するには、? キー

ワードを使用します。
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NTP の設定
手順の詳細

次に、重要な NTP イベントによってシステム ログを生成するよう、NTP ロギングをイネーブルにする

例を示します。

switch# config t
switch(config)# ntp logging
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)# 

NTP 用の CFS 配信のイネーブル

NTP コンフィギュレーションを他の CFS 対応デバイスに配信するために、NTP 用の CFS 配信をイ

ネーブルにできます。

操作の前に

「CFS 配信の設定」（P.2-5）を使用して、デバイスに対する CFS 配信がイネーブルになっていることを

確認します。

手順の概要

1. config t

2. [no] ntp distribute

3. show ntp status

4. copy running-config startup-config

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 [no] ntp logging

例:
switch(config)# ntp logging

重要な NTP イベントでシステム ログを生成す

ることをイネーブルまたはディセーブルにしま

す。NTP ロギングはデフォルトでディセーブル

になっています。

ステップ 3 show ntp logging-status

例:
switch(config)# show ntp logging-status

（任意）NTP ロギングのコンフィギュレーショ

ン状況を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に

保存します。
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NTP の設定
手順の詳細

NTP コンフィギュレーション変更のコミット

NTP コンフィギュレーションの変更をコミットすると、保留データベースのコンフィギュレーション

変更によって有効なデータベースが上書きされ、ネットワーク内のすべてのデバイスが同じコンフィ

ギュレーションを受け取ります。

NTP コンフィギュレーションの変更をコミットするには、グローバル コンフィギュレーション モード

で次のコマンドを使用します。

NTP コンフィギュレーション変更の破棄

コンフィギュレーション変更の後で、これらの変更をコミットせずに、破棄するよう選択することもで

きます。変更を破棄すると、Cisco NX-OS によって保留データベースの変更が削除され、CFS ロック

が解放されます。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 [no] ntp distribute

例:
switch(config)# ntp distribute

CFS を介して配信される NTP コンフィギュレーショ

ンのアップデートをデバイスが受信することを、イ

ネーブルまたはディセーブルにします。

ステップ 3 show ntp status

例:
switch(config)# show ntp status

（任意）NTP CFS の配信状況を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config 

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

コマンド 目的

ntp commit

例:
switch(config)# ntp commit

ネットワーク内のすべての Cisco NX-OS デバイス

に NTP コンフィギュレーションの変更を配信し、

CFS ロックを解放します。このコマンドは、保留

データベースに対して行われた変更によって、有

効なデータベースを上書きします。
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NTP コンフィギュレーションの確認
NTP コンフィギュレーションの変更を破棄するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次

のコマンドを使用します。

CFS セッション ロックの解放

NTP コンフィギュレーションを実行したが、変更をコミットまたは破棄してロックを解放し忘れた場

合は、自分で、または他の管理者がネットワーク内の任意のデバイスからロックを解放できます。ま

た、この操作では、保留データベースの変更が破棄されます。

任意のデバイスからセッション ロックを解放し、保留データベースの変更を破棄するには、グローバ

ル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

NTP コンフィギュレーションの確認
NTP のコンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ntp abort

例:
switch(config)# ntp abort

保留データベースで NTP コンフィギュレーション

の変更を破棄して、CFS ロックを解放します。こ

のコマンドは、NTP コンフィギュレーションを起

動したデバイスで使用します。

コマンド 目的

clear ntp session

例:
switch(config)# clear ntp session

保留データベースで NTP コンフィギュレーション

の変更を破棄して、CFS ロックを解放します。

コマンド 目的

show ntp access-groups NTP アクセス グループのコンフィギュレーショ

ンを表示します。

show ntp authentication-keys 設定済みの NTP 認証キーを表示します。

show ntp authentication-status NTP 認証の状況を表示します。

show ntp internal 内部の NTP 情報を表示します。

show ntp logging-status NTP のロギング状況を表示します。

show ntp peer-status すべての NTP サーバおよびピアのステータスを

表示します。

show ntp peers すべての NTP ピアを表示します。

show ntp pending NTP 用の一時 CFS データベースを表示します。

show ntp pending-diff 保留 CFS データベースと現行の NTP コンフィ

ギュレーションの差異を表示します。

show ntp rts-update RTS アップデートの状況を表示します。

show ntp session status NTP CFS 配信セッションの情報を表示します。
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NTP のコンフィギュレーション例
NTP セッションをクリアするには、clear ntp session コマンドを使用します。

NTP 統計情報を消去するには、clear ntp statistics コマンドを使用します。

NTP のコンフィギュレーション例
次に、NTP サーバおよびピアを設定し、NTP 認証をイネーブルにして、NTP ロギングをイネーブルに

した後で、その設定をスタートアップに保存し、リブートとリスタートを通して保存されるようにする

例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp server 192.0.2.105 key 42
switch(config)# ntp peer 2001:0db8::4101
switch(config)# show ntp peers
--------------------------------------------------
  Peer IP Address               Serv/Peer          
--------------------------------------------------
  2001:db8::4101                Peer (configured) 
  192.0.2.105                   Server (configured) 
switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# show ntp authentication-keys
-----------------------------
 Auth key         MD5 String
-----------------------------
  42               aNicekey
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# show ntp trusted-keys
Trusted Keys:
42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# show ntp authentication-status
Authentication enabled.
switch(config)# ntp logging
switch(config)# show ntp logging
NTP logging enabled.
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)# 

show ntp source 設定済みの NTP ソース IP アドレスを表示しま

す。

show ntp source-interface 設定済みの NTP ソース インターフェイスを表示

します。

show ntp statistics {io | local | memory | peer 
{ipaddr {ipv4-addr | ipv6-addr} | name 
peer-name}}

NTP 統計情報を表示します。

show ntp status NTP CFS の配信状況を表示します。

show ntp trusted-keys 設定済みの NTP の信頼されているキーを表示し

ます。

show running-config ntp NTP の情報を表示します。

コマンド 目的
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その他の関連資料
その他の関連資料
NTP の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.3-17）

• 「MIB」（P.3-17）

関連資料

MIB

NTP 機能の履歴 
表 3-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

NTP CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration 
Guide, Release 5.x』

MIB MIB のリンク

• CISCO-NTP-MIB MIB を見つけてダウンロードするには、次の URL を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

表 3-2 NTP 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

NTP アクセス グループ 5.0(2) アクセス グループを使用して、NTP サービスへのアクセ

スを制御する機能が追加されました。「NTP アクセス制限

の設定」（P.3-10）を参照してください。

NTP 認証 5.0(2) NTP 認証をイネーブルまたはディセーブルにする機能が追

加されました。「NTP 認証の設定」（P.3-8）を参照してく

ださい。

NTP ロギング 5.0(2) NTP ロギングをイネーブルまたはディセーブルにする機能

が追加されました。「NTP ロギングの設定」（P.3-12）を参

照してください。

NTP サーバ コンフィギュレーション 5.0(2) NTP サーバとの通信で使用するキーを設定するために、

ntp server コマンドにオプションの key キーワードが追加

されました。「NTP サーバおよびピアの設定」（P.3-6）を

参照してください。

CFS サポート 4.2(1) CFS を使用して NTP コンフィギュレーションを配信する

機能が追加されました。「NTP 用の CFS 配信のイネーブ

ル」（P.3-13）を参照してください。
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NTP 機能の履歴
NTP ソース IP アドレスまたはインターフェイ

ス

4.1(3) NTP が、ピアに送信したすべての NTP パケットに含める

ソース IP アドレスまたはソース インターフェイスを設定

する機能が追加されました。

NTP プロトコル 4.0(3) NTP プロトコルをディセーブルにする機能を追加

「NTP プロトコルのイネーブルまたはディセーブル」

（P.3-4）を参照してください。

表 3-2 NTP 機能の履歴 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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C H A P T E R 4

CDP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）を

設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「CDP の概要」（P.4-1）

• 「CDP のライセンス要件」（P.4-3）

• 「CDP の前提条件」（P.4-3）

• 「注意事項および制約事項」（P.4-3） 

• 「デフォルト設定」（P.4-4）

• 「CDP の設定」（P.4-4）

• 「CDP コンフィギュレーションの確認」（P.4-7）

• 「CDP のコンフィギュレーション例」（P.4-8）

• 「その他の関連資料」（P.4-8）

• 「CDP 機能の履歴」（P.4-9）

CDP の概要 
ここでは、次の内容について説明します。

• 「CDP の概要」（P.4-1）

• 「VTP 機能のサポート」（P.4-2）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.4-3）

• 「仮想化サポート」（P.4-3）

CDP の概要

CDP は、ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、コミュニケーション サーバ、スイッチを含め、シスコ

製のあらゆる機器で動作する、メディアにもプロトコルにも依存しないプロトコルです。CDP を使用

すると、デバイスに直接接続されているすべてのシスコ デバイスの情報を検出して表示できます。

CDP はネイバー デバイスのプロトコル アドレスを収集し、各デバイスのプラットフォームを検出しま

す。CDP の動作はデータ リンク レイヤ上に限定されます。異なるレイヤ 3 プロトコルをサポートする 
2 つのシステムで相互学習が可能です。
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CDP の概要
CDP が設定された各デバイスは、マルチキャスト アドレスに定期的にアドバタイズメントを送信しま

す。各デバイスは SNMP メッセージを受信できるアドレスを 低 1 つアドバタイズします。アドバタ

イズメントには保持時間情報も含まれます。保持時間は、受信デバイスが CDP 情報を削除するまでに

保持する時間の長さを表します。アドバタイズメントまたはリフレッシュ タイマーおよびホールド タ
イマーを設定できます。

CDP Version-2（CDPv2）では、接続デバイスとの間でネイティブ VLAN ID またはポート デュプレッ

クス ステートが一致していないインスタンスを追跡できます。

CDP では、次の TLV フィールドがアドバタイズされます。

• Device ID

• Address

• Port ID

• Capabilities

• Version

• Platform

• Native VLAN

• Full/Half Duplex

• MTU

• SysName

• SysObjectID

• Management Address

• Physical Location

• VTP

すべての CDP パケットに VLAN ID が含まれます。レイヤ 2 アクセス ポート上で CDP を設定した場

合、そのアクセス ポートから送信される CDP パケットには、アクセス ポートの VLAN ID が含まれま

す。レイヤ 2 トランク ポート上で CDP を設定した場合は、そのトランク ポートから送信される CDP 
パケットに、トランク ポート上で許可されている 小の VLAN ID が含まれます。トランク ポートは、

そのトランク ポートの許可 VLAN リストに指定されている VLAN ID であれば、どの VLAN ID が含

まれている CDP パケットでも受信できます。VLAN の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series 
NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

VTP 機能のサポート

次の条件に当てはまる場合、CDP は VLAN Trunking Protocol（VTP）の type-length-value（TLV）

フィールドを送信します。

• CDP バージョン 2 がイネーブルになっている

• VTP 機能がイネーブルになっている 

• VTP ドメイン名が設定されている

 show cdp neighbors details コマンドを使用すると、VTP 情報を参照できます。
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CDP のライセンス要件
ハイ アベイラビリティ

Cisco NX-OS は、CDP のステートレス リスタートをサポートします。リブート後またはスーパーバイ

ザ スイッチオーバー後に、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。ハイ アベイラ

ビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy 
Guide, Release 5.x』を参照してください。

仮想化サポート

Cisco NX-OS は、Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）ごとに 1 インスタンス

ずつ、複数の CDP インスタンスをサポートします。デフォルトでは、特に別の VDC を設定しない限

り、Cisco NX-OS によりデフォルト VDC が使用されます。VDC の詳細については、『Cisco Nexus 
7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

CDP のライセンス要件 

CDP の前提条件 
CDP の前提条件は、次のとおりです。

VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールし、所定の VDC を開始する必

要があります（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 
5.x』を参照）。

注意事項および制約事項 

CDP に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• 接続数が 256 のハブにポートを接続した場合、CDP はポートあたり 大 256 のネイバーを検出で

きます。

• デバイス上で CDP をイネーブルにする必要があります。イネーブルにしておかないと、インター

フェイス上で CDP をイネーブルにできません。

• CDP を設定できるのは、物理インターフェイスおよびポート チャネル上に限られます。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS CDP にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS システ

ム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
デフォルト設定
表 4-1 に CDP のデフォルト設定を示します。

CDP の設定 
ここでは、次の内容について説明します。

• 「CDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル」（P.4-4）

• 「インターフェイス上での CDP のイネーブルまたはディセーブル」（P.4-5）

• 「CDP オプション パラメータの設定」（P.4-7）

（注） Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

CDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル

CDP はデフォルトでイネーブルです。CDP をディセーブルにしてから、もう一度イネーブルにできま

す。

インターフェイス上で CDP をイネーブルにするには、先にデバイス上で CDP をイネーブルにしてお

く必要があります。CDP がグローバルなディセーブルになっているときに、特定のインターフェイス

上で CDP をイネーブルにしても、これらのインターフェイス上で CDP がアクティブになることはな

く、エラー メッセージが戻ります。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. cdp enable

3. copy running-config startup-config

表 4-1 CDP のデフォルト設定 

パラメータ デフォルト

CDP グローバルおよびすべてのインターフェイスでイ

ネーブル

CDP バージョン バージョン 2
CDP デバイス ID シリアル番号

CDP タイマー 60 秒
CDP ホールド タイマー 180 秒
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CDP の設定
手順の詳細

デバイスで CDP 機能をディセーブルにし、関連付けられたコンフィギュレーションをすべて削除する

には、no cdp enable コマンドを使用します。

CDP 機能をイネーブルにする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# cdp enable

インターフェイス上での CDP のイネーブルまたはディセーブル 
CDP はデフォルトで、インターフェイス上でイネーブルです。インターフェイス上で CDP をディセー

ブルにできます。

CDP がグローバルなディセーブルになっているときに、特定のインターフェイス上で CDP をイネーブ

ルにしても、これらのインターフェイス上で CDP がアクティブになることはなく、エラー メッセージ

が戻ります。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 cdp enable

例:
switch(config)# cdp enable

デバイス全体で CDP 機能をイネーブルにします。

CDP はデフォルトでイネーブルです。

ステップ 3 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。

コマンド 目的

no cdp enable

例:
switch(config)# no cdp enable

デバイス全体で CDP 機能をディセーブルにして、

関連付けられたすべてのコンフィギュレーション

を削除します。
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CDP の設定
手順の概要

1. config t

2. interface interface-type slot/port

3. cdp enable

4. show cdp interface interface-type slot/port

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

イーサネット 1/2 で CDP をディセーブルにする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# no cdp enable
switch(config-if)# copy running-config startup-config

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 interface interface-type slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 3 cdp enable

例:
switch(config-if)# cdp enable

このインターフェイスで CDP をイネーブルにします。

CDP はデフォルトでイネーブルです。

（注） CDP がイネーブルになっていることを確認し

ます（「CDP のグローバルなイネーブルまた

はディセーブル」（P.4-4）を参照）。

ステップ 4 show cdp interface interface-type 
slot/port

例:
switch(config-if)# show cdp interface 
ethernet 1/2

（任意）インターフェイスの CDP 情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config-if)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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CDP コンフィギュレーションの確認
ポート チャネル 2 で CDP をイネーブルにする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)# copy running-config startup-config

CDP オプション パラメータの設定 
CDP を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のオプション コマンドを使用し

ます。

CDP コンフィギュレーションの確認
CDP のコンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

cdp advertise {v1 | v2}

例:
switch(config)# cdp advertise v1

デバイスがサポートする CDP のバージョンを設定

します。デフォルトは v2 です。

cdp format device-id {mac-address | other 
| serial-number}

例:
switch(config)# cdp format device-id 
mac-address

CDP デバイス ID を設定します。オプションは次

のとおりです。

• mac-address：シャーシの MAC アドレス

• other：シャーシのシリアル番号

• serial-number：シャーシのシリアル番号 /組
織固有識別子（OUI）

デフォルトは other です。

cdp holdtime seconds

例:
switch(config)# cdp holdtime 150

CDP ネイバー情報を削除するまでに保持する時間

を設定します。値の範囲は 10 ～ 255 秒です。デ

フォルト値は 180 秒です。

cdp timer seconds

例:
switch(config)# cdp timer 50

CDP がネイバーにアドバタイズメントを送信す

るリフレッシュ タイムを設定します。値の範囲

は 5 ～ 254 秒です。デフォルト値は 60 秒です。

コマンド 目的

show cdp all CDP がイネーブルになっているすべてのイン

ターフェイスを表示します。

show cdp entry {all | name entry-name} CDP データベース エントリを表示します。

show cdp global CDP グローバル パラメータを表示します。

show cdp interface interface-type slot/port CDP インターフェイスのステータスを表示しま

す。
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CDP のコンフィギュレーション例
インターフェイスの CDP 統計情報を消去するには、clear cdp counters コマンドを使用します。

1 つまたはすべてのインターフェイスの CDP キャッシュを消去するには、clear cdp table コマンドを

使用します。

CDP のコンフィギュレーション例
CDP 機能をイネーブルにして、リフレッシュ タイマーおよびホールド タイマーを設定する例を示しま

す。

config t
cdp enable
cdp timer 50
cdp holdtime 100

その他の関連資料
CDP の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.4-8）

• 「MIB」（P.4-8）

関連資料 

MIB 
 

show cdp neighbors {device-id | interface 
interface-type slot/port} [detail]

CDP ネイバーのステータスを表示します。

show cdp traffic interface interface-type 
slot/port

インターフェイスの CDP トラフィック統計情報

を表示します。

コマンド 目的

関連項目 マニュアル名

CDP CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

MIB MIB のリンク

• CISCO-CDP-MIB MIB を見つけてダウンロードするには、次の URL を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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CDP 機能の履歴
CDP 機能の履歴
表 4-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

表 4-2 CDP 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

CDP 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。

VTP ドメイン名に対する CDP サポート 4.2(1) CDP は、CDP バージョン 2 パケット内の VLAN Trunking 
Protocol（VTP）の type-length-value（TLV）フィールド

を通知します。

「VTP 機能のサポート」（P.4-2） を参照してください。
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CDP 機能の履歴
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システム メッセージ ロギングの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でシステム メッセージ ロギングを設定する方法について説明し

ます。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「システム メッセージ ロギングの概要」（P.5-1）

• 「システム メッセージ ロギングのライセンス要件」（P.5-3）

• 「注意事項および制約事項」（P.5-3）

• 「デフォルト設定」（P.5-3）

• 「システム メッセージ ロギングの設定」（P.5-3）

• 「システム メッセージ ロギングの設定確認」（P.5-11）

• 「システム メッセージ ロギングのコンフィギュレーション例」（P.5-12）

• 「その他の関連資料」（P.5-12）

• 「システム メッセージ ロギング機能の履歴」（P.5-13）

システム メッセージ ロギングの概要
システム メッセージ ロギングを使用すると、システム プロセスが生成するメッセージの宛先を制御

し、重大度に基づいてメッセージをフィルタリングできます。端末セッション、ログ ファイル、およ

びリモート システム上の Syslog サーバへのロギングを設定できます。

システム メッセージ ロギングは  RFC 3164 に準拠しています。システム メッセージのフォーマットお

よびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『Cisco NX-OS System Messages Reference』を

参照してください。

デバイスはデフォルトで、端末セッションにメッセージを出力します。端末セッションへのロギングの

設定については、「端末セッションへのシステム メッセージ ロギングの設定」（P.5-4）を参照してくだ

さい。

デバイスはデフォルトで、システム メッセージをログ ファイルに記録します。ファイルへのロギング

の設定については、「ファイルへのシステム メッセージの記録」（P.5-5）を参照してください。

表 5-1 で、システム メッセージに使用する重大度について説明します。重大度を設定すると、そのレ

ベルとそれより下位レベルのメッセージが出力されます。
5-1
管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

http://www.ietf.org/rfc/rfc3164.txt?number=3164


 

第 5 章      システム メッセージ ロギングの設定

システム メッセージ ロギングの概要
デバイスは重大度 0、1、または 2 のメッセージのうち、 新の 100 メッセージを NVRAM ログに記録

します。NVRAM へのロギングは設定できません。

メッセージを生成したファシリティとメッセージの重大度に基づいて、記録するシステム メッセージ

を設定できます。ファシリティについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management 
Command Reference, Release 5.x』を参照してください。モジュールおよび重大度に基づく重大度の設

定については、「記録するモジュールおよびファシリティ メッセージの設定」（P.5-6）を参照してくだ

さい。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「syslog サーバ」（P.5-2）

• 「仮想化サポート」（P.5-2）

syslog サーバ

syslog サーバは、syslog プロトコルに基づいてシステム メッセージを記録するリモート システム上で

動作します。IPv4 または IPv6 の syslog サーバを 大 3 つ設定できます。syslog サーバの設定につい

ては、「syslog サーバの設定」（P.5-8）を参照してください。

（注） 初のデバイス初期化時に、メッセージが syslog サーバに送信されるのは、ネットワークの初期化後

です。

仮想化サポート

Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）は、一連のシステム リソースに対応する

論理表現です。システム メッセージ ロギングが適用されるのは、コマンドが入力された VDC に限ら

れます。

VDCの設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。

表 5-1 システム メッセージの重大度

レベル 説明

0：緊急事態 システムは使用不能

1：アラート 即時対処が必要

2：クリティカル クリティカル条件

3：エラー エラー条件

4： 警告 警告条件

5：通知 正常だが重要な条件

6：情報 情報目的のみのメッセージ

7：デバッグ デバッグ時限定の表示
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システム メッセージ ロギングのライセンス要件
システム メッセージ ロギングのライセンス要件

注意事項および制約事項
システム メッセージはデフォルトで、コンソールおよびログ ファイルに記録されます。

デフォルト設定
表 5-2 に、システム メッセージ ロギング パラメータのデフォルト設定を示します。

システム メッセージ ロギングの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「端末セッションへのシステム メッセージ ロギングの設定」（P.5-4）

• 「ファイルへのシステム メッセージの記録」（P.5-5）

• 「記録するモジュールおよびファシリティ メッセージの設定」（P.5-6）

• 「syslog サーバの設定」（P.5-8）

• 「ログ ファイルの表示および消去」（P.5-10）

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意してくだ

さい。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS システム メッセージ ロギングにライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、

Cisco NX-OS システム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS 
ライセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

表 5-2 システム メッセージ ロギング パラメータのデフォルト設定

パラメータ デフォルト

コンソール ロギング 重大度 2 でイネーブル

モニタ ロギング 重大度 5 でイネーブル

ログ ファイル ロギング 重大度 5 のメッセージ ロギングがイネーブル

モジュール ロギング 重大度 5 でイネーブル

ファシリティ ロギング イネーブル。重大度については『Cisco Nexus 
7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』を参照

タイムスタンプの単位 秒

syslog サーバ ロギング ディセーブル
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システム メッセージ ロギングの設定
端末セッションへのシステム メッセージ ロギングの設定

重大度に基づいて、コンソール、Telnet、および SSH セッションにメッセージを記録するようにデバ

イスを設定できます。

デフォルトでは、端末セッションでのロギングがイネーブルです。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. terminal monitor

2. config t

3. logging console [severity-level]

no logging console

4. show logging console

5. logging monitor [severity-level]

no logging monitor

6. show logging monitor

7. logging message interface type ethernet description

no logging message interface type ethernet description

8. copy running-config startup-config

コマンド 目的

ステップ 1 terminal monitor

例:
switch# terminal monitor

デバイスがコンソールにメッセージを記録できるよ

うにします。

ステップ 2 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル 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 logging console [severity-level]

例:
switch(config)# logging console 3

指定された重大度とそれより上位の重大度のメッ

セージをコンソール セッションに記録するように、

デバイスを設定します。重大度は表 5-1 に示したと

おり、0 ～ 7 の範囲で指定できます。重大度を指定

しなかった場合は、デフォルトの 2 が使用されます。

no logging console [severity-level]

例:
switch(config)# no logging console

デバイスがコンソールにメッセージを記録できない

ようにします。
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システム メッセージ ロギングの設定
ファイルへのシステム メッセージの記録

システム メッセージをファイルに記録するようにデバイスを設定できます。デフォルトでは、システ

ム メッセージはファイル log:messages に記録されます。

ログ ファイルの表示および消去については、「ログ ファイルの表示および消去」（P.5-10）を参照して

ください。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. logging logfile logfile-name severity-level [size bytes]

no logging logfile [logfile-name severity-level [size bytes]]

ステップ 4 show logging console

例:
switch(config)# show logging console

（任意）コンソール ロギングのコンフィギュレー

ションを表示します。

ステップ 5 logging monitor [severity-level]

例:
switch(config)# logging monitor 3

デバイスが指定された重大度とそれより上位の重大

度のメッセージをモニタに記録できるようにしま

す。この設定は、Telnet および SSH セッションに適

用されます。重大度は表 5-1 に示したとおり、0 ～ 
7 の範囲で指定できます。重大度を指定しなかった

場合は、デフォルトの 2 が使用されます。

no logging monitor [severity-level]

例:
switch(config)# no logging monitor

Telnet および SSH セッションへのメッセージ ロギ

ングをディセーブルにします。

ステップ 6 show logging monitor

例:
switch(config)# show logging monitor

（任意）モニタ ロギングのコンフィギュレーション

を表示します。

ステップ 7 logging message interface type ethernet 
description

例:
switch(config)# logging message interface 
type ethernet description

システム メッセージ ログ内で、物理的なイーサ

ネット インターフェイスおよびサブインターフェ

イスに対して説明を追加できるようにします。この

説明は、インターフェイスで設定された説明と同じ

ものです。

no logging message interface type ethernet 
description

例:
switch(config)# no logging message 
interface type ethernet description

物理的なイーサネット インターフェイスについて

は、システム メッセージ ログ内のインターフェイ

ス説明の印刷をディセーブルにします。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンド 目的
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システム メッセージ ロギングの設定
3. show logging info

4. copy running-config startup-config

記録するモジュールおよびファシリティ メッセージの設定

モジュールおよびファシリティに基づいて記録するメッセージの重大度およびタイムスタンプの単位を

設定できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. logging module [severity-level]

no logging module

3. show logging module

4. logging level facility severity-level

no logging level [facility severity-level]

5. show logging level [facility]

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 logging logfile logfile-name 
severity-level [size bytes]

例:
switch(config)# logging logfile my_log 6

システム メッセージを保管するログ ファイルの名

前および記録する 小重大度を設定します。任意で

大ファイル サイズを指定できます。デフォルト

の重大度は 5、ファイル サイズは 10485760 です。

重大度は表 5-1 のとおりです。ファイル サイズの

範囲は 4096 ～ 10485760 バイトです。

no logging logfile [logfile-name 
severity-level [size bytes]]

例:
switch(config)# no logging logfile

ログ ファイルへのロギングをディセーブルにしま

す。

ステップ 3 show logging info

例:
switch(config)# show logging info

（任意）ロギング のコンフィギュレーションを表示

します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。
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システム メッセージ ロギングの設定
6. logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds}

no logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds}

7. show logging timestamp

8. copy running-config startup-config

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 logging module [severity-level]

例:
switch(config)# logging module 3

指定された重大度以上のモジュール ログ メッセー

ジをイネーブルにします。重大度は表 5-1 に示した

とおり、0 ～ 7 の範囲で指定できます。重大度を指

定しなかった場合は、デフォルトの 5 が使用されま

す。

no logging module [severity-level]

例:
switch(config)# no logging module

モジュール ログ メッセージをディセーブルにしま

す。

ステップ 3 show logging module

例:
switch(config)# show logging module

（任意）モジュール ロギングのコンフィギュレー

ションを表示します。

ステップ 4 logging level facility severity-level

例:
switch(config)# logging level aaa 2

指定されたファシリティからの、指定された重大度

以上のメッセージ ロギングをイネーブルにします。

ファシリティについては、『Cisco Nexus 7000 
Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』を参照してください。重大

度は表 5-1 に示したとおり、0 ～ 7 の範囲で指定で

きます。すべてのファシリティに同じ重大度を適用

する場合は、facility に all を使用します。デフォル

トについては、show logging level コマンドを参照

してください。

no logging level [facility severity-level]

例:
switch(config)# no logging level aaa 3

指定されたファシリティのロギング重大度をデフォ

ルトの重大度にリセットします。ファシリティおよ

び重大度を指定しなかった場合、すべてのファシリ

ティがそれぞれのデフォルト重大度にリセットされ

ます。

ステップ 5 show logging level [facility]

例:
switch(config)# show logging level aaa

（任意）ファシリティ別に、ロギング レベルのコン

フィギュレーションおよびシステム デフォルト レ
ベルを表示します。ファシリティを指定しなかった

場合は、すべてのファシリティのレベルが表示され

ます。
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システム メッセージ ロギングの設定
syslog サーバの設定

システム メッセージの記録先であるリモート システムを参照する syslog サーバを 3 つまで設定できま

す。

（注） 管理 Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを使用するサーバとして、syslog サーバを

設定することを推奨します。VRF の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast 
Routing Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. logging server host [severity-level [use-vrf vrf-name]]

no logging server host

3. show logging server

4. copy running-config startup-config

ステップ 6 logging timestamp {microseconds | 
milliseconds | seconds}

例:
switch(config)# logging timestamp 
milliseconds

ロギング タイムスタンプの単位を設定します。デ

フォルトの単位は秒です。

（注） このコマンドは、スイッチ内で保持されて

いるログに適用されます。また、外部のロ

ギング サーバには適用されません。

no logging timestamp {microseconds | 
milliseconds | seconds}

例:
switch(config)# no logging timestamp 
milliseconds

ロギング タイムスタンプの単位をデフォルトの秒

にリセットします。

（注） このコマンドは、スイッチ内で保持されて

いるログに適用されます。また、外部のロ

ギング サーバには適用されません。

ステップ 7 show logging timestamp

例:
switch(config)# show logging timestamp

（任意）設定されているロギング タイムスタンプの

単位を表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンド 目的
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システム メッセージ ロギングの設定
/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加すると、UNIX または Linux システム上で syslog サーバを設

定できます。

facility.level <five tab characters> action

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 logging server host [severity-level 
[use-vrf vrf-name]]

例 1:
switch(config)# logging server 192.0.2.253

例 2:
switch(config)# logging server 
2001::)db*::3 5 use-vrf red

指定のホスト名または IPv4/IPv6 アドレスで syslog 
サーバを設定します。use_vrf キーワードを使用す

ると、メッセージ ロギングを特定の VRF に限定で

きます。Cisco NX-OS Release 4.2 以降では、デ

フォルト VRF がデフォルトになっています。重大

度は表 5-1 に示したとおり、0 ～ 7 の範囲で指定で

きます。デフォルトの発信ファシリティは local7 で
す。

例 1 では、ファシリティ local 7 のすべてのメッ

セージを転送します。

例 2 では、VRF red で重大度が 5 以下のメッセージ

を転送します。

no logging server host

例:
switch(config)# no logging server host

指定されたホストに対応するロギング サーバを削

除します。

ステップ 3 show logging server

例:
switch(config)# show logging server

（任意）syslog サーバのコンフィギュレーションを

表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。
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システム メッセージ ロギングの設定
表 5-3 で、ユーザが設定できる syslog フィールドについて説明できます。

UNIX または Linux システム上で syslog サーバを設定する場合、手順は次のとおりです。

ステップ 1 /etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加することによって、ファシリティ local7 のデバッグ メッセー

ジをファイル /var/log/myfile.log に記録します。

debug.local7             /var/log/myfile.log

ステップ 2 シェル プロンプトに次のコマンドを入力し、ログ ファイルを作成します。

$ touch /var/log/myfile.log
$ chmod 666 /var/log/myfile.log

ステップ 3 コマンド入力後に myfile.log を調べ、システム メッセージ ロギング デーモンが新しい変更を読み取っ

たかどうかを確認します。

$ kill -HUP ~cat /etc/syslog.pid~

ログ ファイルの表示および消去

ログ ファイルおよび NVRAM のメッセージを表示したり消去したりできます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. show logging last number-lines

2. show logging logfile [start-time yyyy mmm dd hh:mm:ss] [end-time yyyy mmm dd hh:mm:ss]

3. show logging nvram [last number-lines]

表 5-3 syslog.conf の syslog フィールド

フィールド 説明

facility メッセージの作成元。auth、authpriv、cron、daemon、kern、lpr、mail、mark、
news、syslog、user、local0 ～ local7、またはすべてを表すアスタリスク（*）を指

定できます。これらのファシリティ指定によって、発信元に基づいてメッセージの宛

先を制御できます。

（注） ローカル ファシリティを使用する前に、コンフィギュレーションを確認して

ください。

level メッセージを記録する 小の重大度。debug、info、notice、warning、err、crit、
alert、emerg、またはすべてを表すアスタリスク（*）を指定できます。ファシリ

ティをディセーブルにする場合は、none を使用します。

action メッセージの宛先。ファイル名、前に @ 記号を加えたホスト名、ユーザをカンマで

区切ったリスト、またはすべてのログイン ユーザを表すアスタリスク（*）を使用で

きます。
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システム メッセージ ロギングの設定確認
4. clear logging logfile

5. clear logging nvram

システム メッセージ ロギングの設定確認
システム メッセージ ロギングのコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを

行います。

コマンド 目的

ステップ 1 show logging last number-lines

例:
switch# show logging last 40

ログ ファイルの 終行番号を表示します。 終行

番号として 1 ～ 9999 を指定できます。

ステップ 2 show logging logfile [start-time yyyy mmm 
dd hh:mm:ss] [end-time yyyy mmm dd 
hh:mm:ss]

例:
switch# show logging logfile start-time 
2007 nov 1 15:10:0

ログ ファイルの中で、タイムスタンプが入力した

範囲内にあるメッセージを表示します。終了時刻を

入力しなかった場合は、現在の時刻が使用されま

す。月のフィールドには 3 文字、年および日付の

フィールドには数字を入力します。

ステップ 3 show logging nvram [last number-lines]

例:
switch# show logging nvram last 10

NVRAM 内のメッセージを表示します。表示行数

を制限するには、表示する 終行番号を入力しま

す。 終行番号として 1 ～ 100 を指定できます。

ステップ 4 clear logging logfile

例:
switch# clear logging logfile

ログ ファイルの内容を消去します。

ステップ 5 clear logging nvram

例:
switch# clear logging nvram

NVRAM に記録されているメッセージを消去しま

す。

コマンド 目的

show logging console コンソール ロギングのコンフィギュレーション

を表示します。

show logging info ロギングのコンフィギュレーションを表示します。

show logging last number-lines ログ ファイルの 終行番号を表示します。

show logging level [facility] ファシリティ ロギングの重大度のコンフィギュ

レーションを表示します。

show logging logfile [start-time yyyy mmm dd 
hh:mm:ss] [end-time yyyy mmm dd hh:mm:ss]

ログ ファイル内のメッセージを表示します。

show logging module モジュール ロギングのコンフィギュレーション

を表示します。

show logging monitor モニタ ロギングのコンフィギュレーションを表

示します。

show logging nvram [last number-lines] NVRAM ログのメッセージを表示します。
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システム メッセージ ロギングのコンフィギュレーション例
これらのコマンドからの出力内のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 
System Management Command Reference, Release 5.x』を参照してください。

システム メッセージ ロギングのコンフィギュレーション例
システム メッセージ ロギングのコンフィギュレーション例を示します。

config t
  logging console 3
  logging monitor 3
  logging logfile my_log 6
  logging module 3
  logging level aaa 2
  logging timestamp milliseconds
  logging distribute
  logging server 172.28.254.253
  logging server 172.28.254.254 5 local3
  logging commit
  copy running-config startup-config

その他の関連資料
システム メッセージ ロギングの実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.5-13）

• 「規格」（P.5-13）

show logging server syslog サーバのコンフィギュレーションを表示し

ます。

show logging timestamp 設定されているロギング タイムスタンプの単位

の設定を表示します。

例:
switch(config)# show logging timestamp 
Logging timestamp:              Seconds

コマンド 目的
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システム メッセージ ロギング機能の履歴
関連資料

規格

システム メッセージ ロギング機能の履歴
表 5-4 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

システム メッセージの CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

システム メッセージ 『Cisco NX-OS System Messages Reference』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 5-4 システム メッセージ ロギング機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

システム メッセージ ロギング 5.0(2) システム メッセージ ログ内で、物理的イーサネット イン

ターフェイスおよびサブインターフェイスに対して説明を

追加する機能が追加されました。

IPv6 サポート 4.2(1) IPv6 syslog ホストに対するサポートが追加されました。

システム メッセージ ロギング 4.0(1) この機能が導入されました。
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システム メッセージ ロギング機能の履歴
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C H A P T E R 6

Smart Call Home の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスの Smart Call Home 機能を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「Call Home の概要」（P.6-1）

• 「Call Home のライセンス要件」（P.6-8）

• 「Call Home の前提条件」（P.6-8）

• 「注意事項および制約事項」（P.6-8） 

• 「デフォルト設定」（P.6-9）

• 「Call Home の設定」（P.6-9）

• 「Call Home コンフィギュレーションの確認」（P.6-25）

• 「Call Home の コンフィギュレーション例」（P.6-26）

• 「その他の関連資料」（P.6-26）

• 「Smart Call Home の機能履歴」（P.6-39）

Call Home の概要 
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Call Home の概要」（P.6-2）

• 「宛先プロファイル」（P.6-2）

• 「Call Home のアラート グループ」（P.6-3）

• 「Call Home のメッセージ緊急度」（P.6-5）

• 「Smart Call Home の利用方法」（P.6-6）

• 「CFS を使用した Call Home の配信」（P.6-7）

• 「データベース マージの注意事項」（P.6-7）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.6-7）

• 「仮想化サポート」（P.6-7）
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Call Home の概要
Call Home の概要

Call Home は重要なシステム ポリシーを E メールで通知します。豊富なメッセージ フォーマットから

選択できるので、ポケットベル サービス、標準 E メール、または XML ベースの自動解析アプリケー

ションとの 適な互換性が得られます。この機能を使用すると、ネットワーク サポート エンジニアに

ポケットベルで連絡したり、ネットワーク オペレーティング センター（NOC）に E メールを送信した

り、Cisco Smart Call Home サービスを使用して TAC でケースを自動作成したりできます。

Call Home は次の特長を備えています。

• 関連 CLI コマンドの自動実行およびコマンド出力の添付

• 次の複数のメッセージ フォーマット オプション 

– ショート テキスト：ポケットベルまたは印刷レポート向き。

– フル テキスト：目視に適した完全なフォーマットのメッセージ情報。

– XML：Extensible Markup Language（XML）および Adaptive Messaging Language（AML）
XML Schema Definition（XSD）を使用する、調和の取れた判読可能なフォーマット。AML 
XSD は Cisco.com の Web サイト（http://www.cisco.com/）で公開されています。XML 
フォーマットを使用すると、TAC とのコミュニケーションが可能です。

• 同時に使用する複数のメッセージ宛先。宛先プロファイルごとに、 大 50 の E メール宛先アドレ

スを設定できます。

宛先プロファイル

宛先プロファイルには、次の情報を指定します。

• 1 つまたは複数のアラート グループ：アラートが発生した場合に、特定の Call Home メッセージ

を開始するアラート グループ。

• 1 つまたは複数の E メール宛先：この宛先プロファイルに割り当てられたアラート グループが生成

した Call Home メッセージの受信先リスト。

• メッセージ フォーマット：Call Home メッセージのフォーマット（ショート テキスト、フル テキ

スト、または XML）。

• メッセージの重大度：Cisco NX-OS が宛先プロファイルに指定されたすべての E メール アドレス

に対して Call Home メッセージを生成する前に、アラートが満たしていなければならない Call 
Home の重大度。Call Home の重大度の詳細については、「Call Home のメッセージ緊急度」

（P.6-5）を参照してください。アラートの Call Home 重大度が宛先プロファイルに設定されたメッ

セージの重大度に満たない場合、Cisco NX-OS はアラートを生成しません。

毎日、毎週、または毎月の形で、定期的にメッセージを送信するインベントリ アラート グループを使

用することによって、定期的にインベントリ アップデート メッセージが送信されるように、宛先プロ

ファイルを設定することもできます。

Cisco NX-OS は、次に示す定義済み宛先プロファイルをサポートします。

• Cisco TAC-1：XML メッセージ フォーマットで Cisco-TAC アラート グループをサポートします。

このプロファイルは、callhome@cisco.com という E メール コンタクト、 大メッセージ サイズ、

およびメッセージ重大度 0 で設定済みです。このプロファイルのデフォルト情報はどれも変更でき

ません。

• full-text-destination：フル テキストのメッセージ フォーマットをサポートします。

• short-text-destination：ショート テキストのメッセージ フォーマットをサポートします。
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Call Home の概要
メッセージ フォーマットの詳細については、「メッセージ フォーマット」（P.6-28）を参照してくださ

い。

Call Home のアラート グループ

アラート グループは、すべての Cisco NX-OS デバイスでサポートされる、Call Home アラートの定義

済みサブセットです。アラート グループを使用すると、定義済みまたはカスタムの宛先プロファイル

に送信する、Call Home アラートのセットを選択できます。Cisco NX-OS が宛先プロファイルに指定

されている E メールの宛先に Call Home アラートを送信するのは、その Call Home アラートがその宛

先プロファイルに関連付けられたアラート グループのいずれかに属していて、なおかつ Call Home の
メッセージ重大度が宛先プロファイルで設定されているメッセージ重大度と同じかそれより上の場合だ

けです（「Call Home のメッセージ緊急度」（P.6-5）を参照）。

表 6-1 に、サポートされるアラート グループとともに、アラート グループに対して生成される Call 
Home メッセージに組み込まれるデフォルトの CLI コマンド出力を示します。

表 6-1 アラート グループおよび実行されるコマンド

アラート グループ 説明 実行されるコマンド

Cisco-TAC Smart Call Home を宛先とする他のア

ラート グループからのすべてのクリ

ティカル アラート

アラートが発生したアラート グループに基づいてコマンドが

実行されます。

Configuration コンフィギュレーション関連の定期的

イベント

show module
show running-configuration vdc-all all
show startup-configuration vdc-all
show vdc current
show vdc membership
show version

Diagnostic 診断機能によって生成されるイベント show diagnostic result module all detail
show diagnostic result module number detail
show hardware
show logging last 200
show module
show sprom all
show tech-support gold
show tech-support platform
show tech-support sysmgr
show vdc current
show vdc membership
show version

EEM EEM によって生成されるイベント show diagnostic result module all detail
show diagnostic result module number detail
show module
show tech-support gold
show tech-support platform
show tech-support sysmgr
show vdc current
show vdc membership
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Call Home の概要
Environmental 電源、ファン、および温度アラームな

どの環境感知コンポーネントに関連す

るイベント

show environment
show logging last 200
show module
show vdc current
show vdc membership
show version

Inventory 装置のコールド ブートのたびに、また

は FRU（現場交換可能ユニット）の着

脱時に提示されるインベントリ ステー

タス。このアラートは非クリティカル 
イベントと見なされ、情報はステータ

スおよび資格目的で使用されます。

show inventory
show license usage
show module
show system uptime
show sprom all
show vdc current
show vdc membership
show version

License ライセンスおよびライセンス違反に関

連するイベント

show license usage vdc all
show logging last 200
show vdc current
show vdc membership

Linemodule 
hardware

標準またはインテリジェント スイッチ

ング モジュール関連のイベント

show diagnostic result module all detail
show diagnostic result module number detail
show hardware
show logging last 200
show module
show sprom all|
show tech-support ethpm
show tech-support gold
show tech-support platform
show tech-support sysmgr
show vdc current
show vdc membership
show version

Supervisor 
hardware

スーパーバイザ モジュール関連のイベ

ント

show diagnostic result module all detail
show hardware
show logging last 200
show module
show sprom all
show tech-support ethpmshow tech-support gold
show tech-support platform
show tech-support sysmgr
show vdc current
show vdc membership
show version

Syslog port group syslog PORT ファシリティによって生

成されるイベント

show license usage
show logging last 200
show vdc current
show vdc membership

表 6-1 アラート グループおよび実行されるコマンド（続き）

アラート グループ 説明 実行されるコマンド
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Call Home の概要
Call Home は、syslog 重大度を syslog ポート グループ メッセージに対応する Call Home の重大度に

マッピングします（「Call Home のメッセージ緊急度」（P.6-5）を参照）。

定義済みのアラート グループをカスタマイズすると、特定のイベント発生時に他の CLI show コマンド

を実行し、その show コマンドの出力を Call Home メッセージで送信できます。

show コマンドを追加できるのは、フル テキストおよび XML の宛先プロファイルだけです。ショート 
テキストの宛先プロファイルでは、使用できるテキストが 128 バイトだけなので、show コマンドの追

加はサポートされません。

Call Home のメッセージ緊急度 
Call Home を使用すると、緊急度に基づいてメッセージをフィルタリングできます。各定義済みまたは

ユーザ定義宛先プロファイルを、0（ 小緊急度）～ 9（ 大緊急度）までの Call Home しきい値と関

連付けることができます。デフォルトは 0（全メッセージを送信）です。

syslog 重大度は、Call Home メッセージ レベルにマッピングされています。

（注） Call Home がメッセージ テキストの syslog メッセージ レベルを変更することはありません。Call 
Home のログで syslog メッセージがどのように示されるかについては、『Cisco NX-OS System 
Messages Reference』を参照してください。

表 6-2 に、各 Call Home メッセージ レベルのキーワードと syslog ポート アラート グループの対応す

る syslog レベルを示します。

System 装置の動作に重要なソフトウェア シス

テムの障害によって生成されるイベン

ト

show diagnostic result module all detail
show hardware
show logging last 200
show module
show sprom all
show tech-support ethpm
show tech-support gold
show tech-support platform
show tech-support sysmgr
show vdc current
show vdc membership

Test ユーザが生成するテスト メッセージ show module
show vdc current
show vdc membership
show version

表 6-1 アラート グループおよび実行されるコマンド（続き）

アラート グループ 説明 実行されるコマンド

表 6-2 重大度と syslog レベルのマッピング

Call Home のレ

ベル キーワード syslog のレベル 説明

9 Catastrophic 該当なし ネットワーク全体の重大な障害

8 Disaster 該当なし ネットワークに重大な影響
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Call Home の概要
Smart Call Home の利用方法

シスコと直接サービス契約を結んでいる場合は、Smart Call Home サービスに登録できます。Smart 
Call Home は、Call Home メッセージを分析し、背景説明と推奨措置を提供します。既知の問題、特に

オンライン診断障害については、TAC に Automatic Service Request が作成されます。

Smart Call Home が提供する機能は、次のとおりです。

• 継続的なデバイス ヘルス モニタリングおよびリアルタイム診断アラート。

• デバイスから送られた Call Home メッセージの分析。必要に応じて Automatic Service Request が
作成され、詳細な診断情報を含め、適切な TAC チームにルーティングされて、問題解決の高速化

が実現します。

• デバイスから直接、またはダウンロード可能なトランスポート ゲートウェイ（TG）集約ポイント

を通じて行われるセキュア メッセージ トランスポート。TG 集約ポイントは、複数のデバイスをサ

ポートする場合またはセキュリティ要件によって、デバイスをインターネットに直接接続できない

場合に使用できます。

• あらゆる Call Home デバイスの Call Home メッセージおよび推奨事項、コンポーネント情報、設

定情報への Web アクセス。関連する現場の注意事項、セキュリティ勧告、および廃止情報にアク

セスできます。

登録には次の情報が必要です。

• デバイスの SMARTnet 契約番号

• E メール アドレス

• Cisco.com の ID

Smart Call Home の詳細については、次の Smart Call Home のページを参照してください。

http://www.cisco.com/go/smartcall/

7 Fatal 緊急（0） システム使用不可

6 Critical アラート（1） 即時対応が必要であることを示すクリティカル

条件

5 Major クリティカル

（2）
メジャー条件

4 Minor エラー（3） マイナー条件

3 Warning 警告（4） 警告条件

2 Notification 通知（5） 基本的な通知および情報メッセージ 通常、単

独での重要性は薄い。

1 Normal 情報（6） 正常な状態に戻ったことを伝える正常なイベ

ント

0 Debugging デバッグ（7） デバッグ メッセージ

表 6-2 重大度と syslog レベルのマッピング（続き）

Call Home のレ

ベル キーワード syslog のレベル 説明
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Call Home の概要
CFS を使用した Call Home の配信

Cisco Fabric Services（CFS）を使用して、ネットワーク内の CFS 対応デバイスに Call Home コンフィ

ギュレーションを配信できます。デバイス プライオリティと sysContact 名を除く Call Home コンフィ

ギュレーション全体が配信されます。

CFS の詳細については、「CFS の設定」（P.2-1）を参照してください。

データベース マージの注意事項 
2 つの Call Home データベースをマージする場合、次の注意事項に従ってください。

• マージされるデータベースには、次の情報が含まれます。

– マージ側デバイスからの全宛先プロファイルのスーパーセット。

– 宛先プロファイルの E メール アドレスとアラート グループ。

– マージ側デバイスにあるその他の設定情報（メッセージ スロットリング、定期的なインベン

トリなど）。

• 宛先プロファイル名は、マージするデバイス内で重複しないようにしてください。コンフィギュ

レーションが異なっても、同じ名前は使用できません。プロファイル名が重複している場合、重複

するプロファイルの 1 つを削除する必要があります。そうしなければマージ処理が失敗します。

ハイ アベイラビリティ 
Call Home ではステートレス リスタートがサポートされています。リブート後またはスーパーバイザ 
スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。

仮想化サポート 
Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）ごとに Call Home インスタンスが 1 つサ

ポートされます。Smart Call Home では、 初に登録された VDC のコンタクト情報を物理デバイス上

のすべての VDC の管理者コンタクトとして使用します。たとえば、Smart Call Home でデフォルト 
VDC のコンタクト情報が使用されるようにするには、その VDC を使用して登録する必要があります。

この情報は次の URL から、Smart Call Home の Web サイトでアップデートできます。

http://www.cisco.com/go/smartcall/

Smart Call Home は他のすべての VDC のコンタクトを、物理デバイスのすべての Call Home データを

参照できるけれども、管理者として動作することはできないユーザとして登録します。すべての登録

ユーザおよび登録管理者は、物理デバイス上のすべての VDC からすべての Call Home 通知を受け取り

ます。

デフォルトでは、デフォルトの VDC が使用されます。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device 
Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

Call Home は Virtual Routing and Forwarding（VRF）を認識します。特定の VRF を使用して Call 
Home SMTP サーバに接続するように Call Home を設定できます。
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Call Home のライセンス要件
Call Home のライセンス要件 

Call Home の前提条件 
Call Home の前提条件は、次のとおりです。

• E メール アドレスにメッセージを送信するには、まず E メール サーバを設定する必要があります。

HTTP を使用してメッセージを送信するには、HTTPS サーバにアクセスでき、Nexus デバイスに

有効な証明書がインストールされている必要があります。

• デバイスは E メール サーバまたは HTTPS サーバと IP 接続している必要があります。

• まず、コンタクト名（SNMP サーバのコンタクト）、電話番号、および住所情報を設定する必要が

あります。受信メッセージの発行元を特定するために、この手順が必要です。

• Smart Call Home を使用する場合は、設定するデバイスに有効なサービス契約が必要です。

• VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールします（『Cisco Nexus 
7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照）。このライ

センスは Call Home ではなく、VDC のためだけに必要です。

注意事項および制約事項 
Call Home に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• IP 接続機能がない場合、または宛先プロファイルに対する VRF のインターフェイスが停止してい

る場合、Call Home メッセージを送信できません。

• Call Home はあらゆる SMTP サーバで動作します。

• Call Home に対して 大 5 つの SMTP サーバを設定できます。

• CFS を使用して Call Home コンフィギュレーションを配信すると、デバイス プライオリティと 
sysContact 名を除く Call Home コンフィギュレーション全体が配信されます。

• CFS がイネーブルになっている混合ファブリック環境では、Cisco NX-OS Release 5.x を実行して

いるシスコ デバイスは、5.x のコンフィギュレーション（複数の SMTP サーバ サポートおよび 
HTTP VRF サポート）を、CFS を介してファブリック内の他の 5.x デバイスへ配信できます。た

だし、既存のデバイスを 5.x へアップグレードしても、これらの新しいコンフィギュレーションは

デバイスへは配信されません。これは、アップグレード時に CFS マージがトリガされないためで

す。したがって、シスコでは、ファブリック内のすべてのデバイスが新しいコンフィギュレーショ

ンをサポートしている場合に限り、新しいコンフィギュレーションを適用するか、または（新しく

アップグレードされたデバイスではなく）、新しいコンフィギュレーションを保持している既存の 
5.x デバイスから空のコミットを実行することを推奨します。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS Call Home にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS シ
ステム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
デフォルト設定
表 6-3 に、Call Home パラメータのデフォルト設定を示します。

Call Home の設定

（注） CFS を使用して Call Home コンフィギュレーションを配信する場合は、「CFS の設定」（P.2-1）を参照

してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「コンタクト情報の設定」（P.6-10）

• 「宛先プロファイルの作成」（P.6-12）

• 「宛先プロファイルの変更」（P.6-14）

• 「アラート グループと宛先プロファイルの関連付け」（P.6-16）

• 「アラート グループへの show コマンドの追加」（P.6-17）

• 「E メールの設定」（P.6-19）

• 「HTTP を使用したメッセージ送信のための VRF 設定」（P.6-21）

• 「定期的なインベントリ通知の設定」（P.6-22）

• 「重複メッセージ スロットリングのディセーブル化」（P.6-23）

• 「Call Home のイネーブルまたはディセーブル」（P.6-24）

• 「Call Home 通信のテスト」（P.6-24）

表 6-3 デフォルトの Call Home パラメータ

パラメータ デフォルト

フル テキスト フォーマットで送信するメッセー

ジの宛先メッセージ サイズ

2,500,000

XML フォーマットで送信するメッセージの宛先

メッセージ サイズ

2,500,000

ショート テキスト フォーマットで送信するメッ

セージの宛先メッセージ サイズ

4000

ポートを指定しなかった場合の SMTP サーバ 
ポート

25

プライオリティを指定しなかった場合の SMTP 
サーバのプライオリティ

50

プロファイルとアラート グループの関連付け full-text-destination および short-text-destination 
プロファイルではすべて。CiscoTAC-1 宛先プロ

ファイルでは cisco-tac アラート グループ。

フォーマット タイプ XML

Call Home のメッセージ レベル 0（ゼロ）
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Call Home の設定
（注） Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

次の順序で Call Home 設定を行うことを推奨します。

1. 「コンタクト情報の設定」（P.6-10）

2. 「宛先プロファイルの作成」（P.6-12）

3. 「アラート グループと宛先プロファイルの関連付け」（P.6-16） 

4. （任意）「アラート グループへの show コマンドの追加」（P.6-17）

5. （任意）「CFS 設定の作成と配信」（P.2-20）

6. 「Call Home のイネーブルまたはディセーブル」（P.6-24）

7. （任意）「Call Home 通信のテスト」（P.6-24）

コンタクト情報の設定 
Call Home のコンタクト情報を設定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. snmp-server contact sys-contact

3. callhome

4. email-contact email-address

5. phone-contact international-phone-number

6. streetaddress address

7. contract-id contract-number

8. customer-id customer-number

9. site-id site-number

10. switch-priority number

11. show callhome 

12. copy running-config startup-config
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Call Home の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 snmp-server contact sys-contact

例:
switch(config)# snmp-server contact 
personname@companyname.com 

SNMP sysContact を設定します。

ステップ 3 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 4 email-contact email-address

例:
switch(config-callhome)# email-contact 
admin@Mycompany.com

デバイスの主要責任者の E メール アドレスを設定

します。E メール アドレスのフォーマットで 大 
255 文字の英数字を指定できます。

（注） 任意の有効な E メール アドレスを使用でき

ます。スペースは使用できません。

ステップ 5 phone-contact international-phone-number

例:
switch(config-callhome)# phone-contact 
+1-800-123-4567

デバイスの主要責任者の電話番号を国際電話番号の

フォーマットで設定します。国際電話のフォーマッ

トで 大 17 文字の英数字を指定できます。

（注） スペースは使用できません。必ず、番号の

前に + のプレフィクスを使用します。

ステップ 6 streetaddress address

例:
switch(config-callhome)# streetaddress 123 
Anystreet st. Anytown,AnyWhere 

デバイスの主要責任者の住所を空白の含まれる英数

字ストリングとして設定します。スペースを含め、

大 255 文字の英数字を指定できます。

ステップ 7 contract-id contract-number

例:
switch(config-callhome)# contract-id 
Contract5678

（任意）サービス契約に基づいて、このデバイスの

契約番号を設定します。契約番号は任意のフォー

マットで、 大 255 文字の英数字を使用して指定で

きます。

ステップ 8 customer-id customer-number

例:
switch(config-callhome)# customer-id 
Customer123456

（任意）サービス契約に基づいて、このデバイスの

カスタマー番号を設定します。カスタマー番号は任

意のフォーマットで、 大 255 文字の英数字を使用

して指定できます。

ステップ 9 site-id site-number

例:
switch(config-callhome)# site-id Site1

（任意）このデバイスのサイト番号を設定します。

サイト番号は任意のフォーマットで、 大 255 文字

の英数字を使用して指定できます。

ステップ 10 switch-priority number

例:
switch(config-callhome)# switch-priority 3

（任意）このデバイスのスイッチ プライオリティを

設定します。値の範囲は 0 ～ 7 で、0 が 高、7 が
低のプライオリティです。デフォルト値は 7 です。
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Call Home の設定
Call Home のコンタクト情報を設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server contact personname@companyname.com 
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# email-contact admin@Mycompany.com
switch(config-callhome)# phone-contact +1-800-123-4567
switch(config-callhome)# streetaddress 123 Anystreet st. Anytown,AnyWhere 

宛先プロファイルの作成 
ユーザ定義宛先プロファイルを作成し、メッセージ フォーマットを設定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します（または switchto vdc コマンドを使用します）。

手順の概要

1. config t

2. callhome

3. destination-profile name 

4. destination-profile name format {XML | full-txt | short-txt}

5. show callhome destination-profile [profile name]

6. copy running-config startup-config

ステップ 11 show callhome

例:
switch(config-callhome)# show callhome

（任意）Call Home コンフィギュレーションの要約

を表示します。

ステップ 12 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存

します。

コマンド 目的
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Call Home の設定
手順の詳細

Call Home の宛先プロファイルを作成する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# destination-profile Noc101 
switch(config-callhome)# destination-profile Noc101 format full-text

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome 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 destination-profile name 

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile Noc101 

新しい宛先プロファイルを作成します。名前には 大 
31 の英数字を使用できます。

ステップ 4 destination-profile name format {XML | 
full-txt | short-txt}

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile Noc101 format 
full-txt

プロファイルのメッセージ フォーマットを設定しま

す。名前には 大 31 の英数字を使用できます。

ステップ 5 show callhome destination-profile 
[profile name]

例:
switch(config-callhome)# show callhome 
destination-profile profile Noc101

（任意）1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する

情報を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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Call Home の設定
宛先プロファイルの変更

定義済みの宛先プロファイルまたはユーザ定義の宛先プロファイルでは、次のアトリビュートを変更で

きます。

• 宛先 E メール アドレス：アラートの送信先となる E メール アドレス。

• 宛先 URL：アラートの送信先となる HTTP または HTTPS URL。

• 転送方式：E メールまたは HTTP 転送によって、使用される宛先アドレスのタイプが決まります。

• メッセージ フォーマット：アラートの送信に使用するメッセージ フォーマット（フル テキスト、

ショート テキスト、または XML）。

• メッセージ レベル：この宛先プロファイルに対応する、Call Home メッセージの重大度。

• メッセージ サイズ：この宛先プロファイルで宛先アドレスに送信される Call Home メッセージの

許容可能な長さ。

宛先プロファイルに対応するアラート グループの設定については、「アラート グループと宛先プロファ

イルの関連付け」（P.6-16）を参照してください。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. callhome

3. destination profile {name | CiscoTAC-1 | full-txt-destination | short-txt-destination} 
email-addr address

4. destination profile {name | CiscoTAC-1 | full-txt-destination | short-txt-destination} http 
address

5. destination profile {name | CiscoTAC-1 | full-txt-destination | short-txt-destination} 
transport-method {email | http}

6. destination profile {name | CiscoTAC-1 | full-txt-destination | short-txt-destination} 
message-level number

7. destination profile {name | CiscoTAC-1 | full-txt-destination | short-txt-destination} 
message-size number

8. show call-home destination-profile [profile name]

9. copy running-config startup-config
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Call Home の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome 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 destination-profile {name | CiscoTAC-1 | 
full-txt-destination | 
short-txt-destination} email-addr 
address

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile full-txt-destination 
email-addr person@place.com

ユーザ定義または定義済み宛先プロファイル用の E 
メール アドレスを設定します。

ヒント 1 つの宛先プロファイルで 大 50 の E メール 
アドレスを設定できます。

ステップ 4 destination-profile {name | CiscoTAC-1 | 
full-txt-destination | 
short-txt-destination} http address

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile CiscoTAC-1 http 
http://site.com/service/callhome

ユーザ定義または定義済み宛先プロファイルの HTTP 
または HTTPS URL を設定します。URL の 大文字

数は 255 文字です。

（注） このコマンドは、CFS とともに配信されませ

ん。解決策として、commit コマンドの後ろ

にこのコマンドを入力します。

ステップ 5 destination-profile {name | CiscoTAC-1 | 
full-txt-destination | 
short-txt-destination} transport-method 
{email | http}

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile CiscoTAC-1 http 
http://site.com/service/callhome

ユーザ定義または定義済み宛先プロファイルに対応す

る E メールまたは HTTP 転送方式を設定します。選

択する転送方式のタイプによって、そのタイプに設定

された宛先アドレスが決まります。

（注） このコマンドは、CFS とともに配信されませ

ん。解決策として、commit コマンドの後ろ

にこのコマンドを入力します。

ステップ 6 destination-profile {name | CiscoTAC-1 | 
full-txt-destination | 
short-txt-destination} message-level 
number

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile full-txt-destination 
message-level 5

この宛先プロファイルに対応する Call Home メッ

セージの重大度を設定します。Cisco NX-OS がこの

プロファイルの宛先に送信するのは、Call Home の重

大度が同じかそれ以上のアラートだけです。値の範囲

は 0 ～ 9 です。9 が 高の重大度です。
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Call Home の設定
Call Home の宛先プロファイルを変更する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# destination-profile full-text-destination email-addr 
person@place.com
switch(config-callhome)# destination-profile full-text-destination message-level 5 
switch(config-callhome)# destination-profile full-text-destination message-size 10000

アラート グループと宛先プロファイルの関連付け 
1 つの宛先プロファイルに 1 つまたは複数のアラート グループを関連付けることができます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. callhome

3. destination profile {name | CiscoTAC-1 | full-txt-destination | short-txt-destination} 
alert-group {All | Cisco-TAC | Configuration | Diagnostic | EEM | Environmental | Inventory | 
License | Linecard-Hardware | Supervisor-Hardware | Syslog-group-port | System | Test}

4. show callhome destination-profile [profile name]

5. copy running-config startup-config

ステップ 7 destination-profile {name | CiscoTAC-1 | 
full-txt-destination | 
short-txt-destination} message-size 
number

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile full-txt-destination 
message-size 100000

この宛先プロファイルの 大メッセージ サイズを設

定します。値の範囲は 0 ～ 5000000 です。デフォル

ト値は 2500000 です。

ステップ 8 show callhome destination-profile 
[profile name]

例:
switch(config-callhome)# show callhome 
destination-profile profile 
full-text-destination

（任意）1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する

情報を表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。

コマンド 目的
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Call Home の設定
手順の詳細

宛先プロファイル Noc101 にすべての アラート グループを関連付ける例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# destination-profile Noc101 alert-group All

アラート グループへの show コマンドの追加 
1 つのアラート グループにユーザ定義の CLI show コマンドを 5 つまで割り当てることができます。

（注） Cisco TAC-1 宛先プロファイルにユーザ定義の CLI show コマンドは追加できません。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome 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 destination-profile {name | CiscoTAC-1 | 
full-txt-destination | 
short-txt-destination} alert-group {All 
| Cisco-TAC | Configuration | Diagnostic 
| EEM | Environmental | Inventory | 
License | Linecard-Hardware | 
Supervisor-Hardware | Syslog-group-port 
| System | Test}

例:
switch(config-callhome)# 
destination-profile Noc101 alert-group 
All 

この宛先プロファイルにアラート グループを関連付

けます。すべてのアラート グループを宛先プロファ

イルに関連付ける場合は、All キーワードを使用しま

す。

ステップ 4 show callhome destination-profile 
[profile name]

例:
switch(config-callhome)# show callhome 
destination-profile profile Noc101

（任意）1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する

情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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Call Home の設定
操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. callhome

3. alert-group {Configuration | Diagnostic | EEM | Environmental | Inventory | License | 
Linecard-Hardware | Supervisor-Hardware | Syslog-group-port | System | Test} user-def-cmd 
show-cmd

4. show call-home user-def-cmds

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome 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 alert-group {Configuration | Diagnostic 
| EEM | Environmental | Inventory | 
License | Linecard-Hardware | 
Supervisor-Hardware | Syslog-group-port 
| System | Test} user-def-cmd show-cmd

例:
switch(config-callhome)# alert-group 
Configuration user-def-cmd show ip route

このアラート グループに対して送信されるあらゆる 
Call Home メッセージに、show コマンド出力を追加

します。使用できるのは、有効な show コマンドだけ

です。

ステップ 4 show callhome user-def-cmds

例:
switch(config-callhome)# show callhome 
user-def-cmds

（任意）アラート グループに追加されているすべての

ユーザ定義 show コマンドに関する情報を表示しま

す。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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Call Home の設定
Cisco-TAC アラート グループに show ip route コマンドを追加する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# alert-group Configuration user-def-cmd show ip route

E メールの設定 
Call Home を機能させるには、SMTP サーバ アドレスを設定する必要があります。送信元および返信

先 E メール アドレスも設定できます。

Call Home に対して 大 5 つの SMTP サーバを設定できます。サーバは、プライオリティに基づいて

試行されます。 もプライオリティの高いサーバが 初に試行されます。メッセージが送信できない場

合、制限に達するまでリスト内の次のサーバが試行されます。2 つのサーバのプライオリティが同じ場

合は、先に設定された方が 初に試行されます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. callhome

3. transport email mail-server ip-address [port number] [priority number] [use-vrf vrf-name]

4. transport email from email-address

5. transport email reply-to email-address

6. show callhome transport

7. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome コンフィギュレーション モードを開始しま

す。
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Call Home の設定
Call Home メッセージの E メール オプションを設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# transport email mail-server 192.0.2.10 use-vrf Red
switch(config-callhome)# transport email from person@company.com
switch(config-callhome)# transport email reply-to person@company.com

ステップ 3 transport email mail-server ip-address 
[port number] [priority number] [use-vrf 
vrf-name]

例:
switch(config-callhome)# transport email 
mail-server 192.0.2.1 use-vrf Red

Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）

名、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスのいずれか

として SMTP サーバを設定します。さらに、任意で

ポート番号を設定します。ポート範囲は 1 ～ 65535 で
す。デフォルトのポート番号は 25 です。

任意で、SMTP サーバのプライオリティを設定しま

す。プライオリティの範囲は 1 ～ 100 で、1 が 高、

100 が 低のプライオリティです。プライオリティを

指定しない場合、デフォルト値の 50 が使用されます。

さらに任意で、この SMTP サーバとの通信時に使用

する VRF を設定します。指定された VRF は、HTTP 
を使用したメッセージの送信には使用されません。

HTTP を使用するには、「HTTP を使用したメッセー

ジ送信のための VRF 設定」（P.6-21）を参照してくだ

さい。

（注） 4.2 以前のリリースを実行しているデバイスに 
SMTP サーバのコンフィギュレーションを配

信するには、transport email smtp-server コ
マンドを使用する必要があります。これは、1 
台の SMTP サーバだけを設定します。

ステップ 4 transport email from email-address

例:
switch(config-callhome)# transport email 
from person@company.com

（任意）Call Home メッセージ用の email from（E 
メール送信元）フィールドを設定します。

ステップ 5 transport email reply-to email-address

例:
switch(config-callhome)# transport email 
reply-to person@company.com

（任意）Call Home メッセージ用の email reply-to（E 
メール返信先）フィールドを設定します。

ステップ 6 show callhome transport

例:
switch(config-callhome)# show callhome 
transport

（任意）Call Home に対する転送関係のコンフィギュ

レーションを表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。

コマンド 目的
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Call Home の設定
Call Home メッセージに対して複数の SMTP サーバを設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# transport email mail-server 192.0.2.10 priority 4
switch(config-callhome)# transport email mail-server 172.21.34.193
switch(config-callhome)# transport email smtp-server 10.1.1.174
switch(config-callhome)# transport email mail-server 64.72.101.213 priority 60
switch(config-callhome)# transport email from person@company.com
switch(config-callhome)# transport email reply-to person@company.com

上記のコンフィギュレーションに基づいて、SMTP サーバはこの順序で試行されます。

10.1.1.174（プライオリティ 0）

192.0.2.10（プライオリティ 4）

172.21.34.193（プライオリティ 50、デフォルト）

64.72.101.213（プライオリティ 60）

CFS の配信がイネーブルになっている場合、4.2 以前のリリースを実行しているデバイスは、

transport email smtp-server コマンドのコンフィギュレーションだけを受け入れますが、5.0(1) 以降

のリリースを実行しているデバイスは、transport email smtp-server コマンドと transport email 
mail-server コマンドの両方のコンフィギュレーションを受け入れます。

（注） デバイスが transport email smtp-server コマンドと transport email mail-server コマンドの両方を受

け入れると、transport email smtp-server コマンドはのプライオリティは 0 になり、 高のプライオ

リティになります。このコマンドで指定されたサーバは 初に試行され、次に、transport email 
mail-server コマンドで指定されたサーバが、プライオリティの順に試行されます。

HTTP を使用したメッセージ送信のための VRF 設定

VRF を使用すると、HTTP で Call Home メッセージを送信できます。HTTP VRF が設定されていない

場合は、デフォルトの VRF を使用して HTTP でメッセージが転送されます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. callhome

3. transport http use-vrf vrf-name

4. show callhome 

5. copy running-config startup-config
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Call Home の設定
手順の詳細

HTTP を使用して Call Home メッセージを送信するための VRF を設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# transport http use-vrf Blue

定期的なインベントリ通知の設定

デバイス上で現在イネーブルにされて動作しているすべてのソフトウェア サービスのインベントリと

ともに、ハードウェア インベントリ情報を示すメッセージを定期的に送信するように、デバイスを設

定できます。Cisco NX-OS は 2 種類の Call Home 通知を生成します。定期的コンフィギュレーション 
メッセージと定期的インベントリ メッセージです。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. callhome

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome 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 transport http use-vrf vrf-name

例:
switch(config-callhome)# transport http 
use-vrf Blue

HTTP で電子メールおよび他の Call Home メッセージ

を送信するための VRF を設定します。

ステップ 4 show callhome

例:
switch(config-callhome)# show callhome

（任意）Call Home に関する情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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Call Home の設定
3. periodic-inventory notification [interval days | timeofday time]

4. show callhome 

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

定期的インベントリメッセージが 20 日おきに生成されるように設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# periodic-inventory notification interval 20

重複メッセージ スロットリングのディセーブル化

同じイベントについて受け取る重複メッセージの数を制限できます。デフォルトでは、Cisco NX-OS 
は同じイベントについて受け取る重複メッセージの数を制限します。2 時間以内に送信された重複メッ

セージの数が 30 を超えると、Cisco NX-OS はそのアラート タイプについて、それ以上のメッセージを

ディセーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 callhome

例:
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

callhome 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 periodic-inventory notification 
[interval days] [timeofday time]

例:
switch(config-callhome)# 
periodic-inventory notification interval 
20

定期的インベントリ メッセージを設定します。

interval の範囲は 1 ～ 30 日です。デフォルト値は 7 で
す。time of day の値は HH:MM の形式です。

ステップ 4 show callhome

例:
switch(config-callhome)# show callhome

（任意）Call Home に関する情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
6-23
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

 



 

第 6 章      Smart Call Home の設定

Call Home の設定
重複メッセージ スロットリングをディセーブルにするには、Call Home コンフィギュレーション モー

ドで次のコマンドを使用します。

Call Home のイネーブルまたはディセーブル

コンタクト情報を設定すると、Call Home 機能をイネーブルにできます。

Call Home をイネーブルにするには、Call Home コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使

用します。

Call Home をディセーブルにするには、Call Home コンフィギュレーション モードで次のコマンドを

使用します。

Call Home 通信のテスト 
Call Home 通信をテストするために、テスト メッセージを作成できます。

テスト用の Call Home メッセージを作成するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

no duplicate-message throttle

例:
switch(config-callhome)# no 
duplicate-message throttle

Call Home の重複メッセージ スロットリングを

ディセーブルにします。デフォルトではイネーブ

ルです。

コマンド 目的

enable

例:
switch(config-callhome)# enable

Call Home をイネーブルにします。デフォルトで

はディセーブルです。

コマンド 目的

no enable

例:
switch(config-callhome)# no enable

Call Home をディセーブルにします。デフォルト

ではディセーブルです。

コマンド 目的

callhome send [configuration | diagnostic]

例:
switch(config-callhome)# callhome send 
diagnostic

設定されているすべての宛先に、指定の Call 
Home テスト メッセージを送信します。

callhome test

例:
switch(config-callhome)# callhome test

設定されているすべての宛先に、テスト メッ

セージを送信します。
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Call Home コンフィギュレーションの確認
Call Home コンフィギュレーションの確認
Call Home のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド 目的

show callhome Call Home のコンフィギュレーションを表示しま

す。

show callhome destination-profile name 1 つまたは複数の Call Home の宛先プロファイル

を表示します。

show callhome merge Call Home の 後の CFS マージ処理のステータ

スを表示します。

show callhome pending 保留 CFS データベースの Call Home コンフィ

ギュレーションの変更を表示します。

show callhome pending-diff Call Home の保留中のコンフィギュレーションと

実行コンフィギュレーションの違いを表示しま

す。

show callhome session status 後の CFS コミットまたは打ち切り操作のス

テータスを表示します。

show callhome status Call Home の CFS 配信状態（イネーブルまたは

ディセーブル）を表示します。

show callhome transport Call Home に対する転送関係のコンフィギュレー

ションを表示します。

show callhome user-def-cmds アラート グループに追加されている CLI コマン

ドを表示します。

show running-config callhome [all] Call Home の実行コンフィギュレーションを表示

します。

show startup-config callhome Call Home のスタートアップ コンフィギュレー

ションを表示します。

show tech-support callhome Call Home に関するテクニカル サポート出力を

表示します。
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Call Home の コンフィギュレーション例
Call Home の コンフィギュレーション例
Noc101 という宛先プロファイルを作成し、コンフィギュレーションのアラート グループをこのプロ

ファイルに関連付けて、コンタクト情報と電子メールの情報を設定した後で、HTTP を介して Call 
Home メッセージを送信するための VRF を指定する例を示します。

config t
snmp-server contact person@company.com 
callhome
distribute
email-contact admin@Mycompany.com
phone-contact +1-800-123-4567
streetaddress 123 Anystreet st. Anytown,AnyWhere 
destination-profile Noc101 format full-txt
destination-profile full-text-destination email-addr person@company.com
destination-profile full-text-destination message-level 5 
destination-profile Noc101 alert-group Configuration
alert-group Configuration user-def-cmd show ip route
transport email mail-server 192.0.2.10 priority 1
transport http use-vrf Blue
commit
enable

その他の関連資料
Call Home の実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「イベント トリガー」（P.6-26）

• 「メッセージ フォーマット」（P.6-28）

• 「syslog アラート通知の例（フル テキスト フォーマット）」（P.6-31）

• 「syslog アラート通知の例（XML フォーマット）」（P.6-34）

• 「関連資料」（P.6-38）

• 「規格」（P.6-38）

• 「MIB」（P.6-38）

イベント トリガー

表 6-4 に、イベント トリガーおよび対応する Call Home メッセージの重大度を示します。

表 6-4 イベント トリガー

アラート グ
ループ イベント名 説明

Call 
Home の
重大度

Configuration PERIODIC_CONFIGURATION 定期的コンフィギュレーション アップデート メッ

セージ

2

Diagnostic DIAGNOSTIC_MAJOR_ALERT GOLD が生成したメジャー アラート 7
DIAGNOSTIC_MINOR_ALERT GOLD が生成したマイナー アラート 4
DIAGNOSTIC_NORMAL_ALERT Call Home が生成した通常の診断アラート 2
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その他の関連資料
Environmental 
および 
CISCO_TAC

FAN_FAILURE 冷却ファンの故障 5
POWER_SUPPLY_ALERT 電源モジュールに関する警告の発生 6
POWER_SUPPLY_FAILURE 電源モジュールの故障 6
POWER_SUPPLY_SHUTDOWN 電源モジュールのシャットダウン 6
TEMPERATURE_ALARM 温度センサの障害 6
TEMPERATURE_MAJOR_ALARM 温度が動作メジャーしきい値を超えたことを示す温度

センサの表示

6

TEMPERATURE_MINOR_ALARM 温度が動作マイナーしきい値を超えたことを示す温度

センサの表示

4

Inventory およ

び 
CISCO_TAC

COLD_BOOT スイッチの起動およびリセットによるコールド ブート 
シーケンス

2

HARDWARE_INSERTION シャーシへの新しいハードウェア コンポーネントの追

加

2

HARDWARE_REMOVAL シャーシからのハードウェアの取り外し 2
PERIODIC_INVENTORY 定期的インベントリ メッセージの作成 2

License LICENSE_VIOLATION 使用中の機能にライセンスがなく、猶予期間を経てオ

フになった場合

6

Line module 
Hardware およ

び 
CISCO_TAC

LINEmodule_FAILURE モジュールの動作障害 7

Supervisor 
Hardware およ

び 
CISCO_TAC

CMP_FAILURE CMP モジュールの動作障害 5
SUP_FAILURE スーパーバイザ モジュールの動作障害 7

Syslog-group-
port

PORT_FAILURE ポート ファシリティに対応する syslog メッセージの

生成

6

SYSLOG_ALERT syslog アラート メッセージの生成 5

System および 
CISCO_TAC

SW_CRASH ステートレス リスタートによるソフトウェア プロセ

ス障害、つまりサービスの停止 スーパーバイザ モ
ジュールおよびライン カードでのプロセス クラッ

シュに対するメッセージの送信

5

SW_SYSTEM_INCONSISTENT ソフトウェアまたはファイル システムにおける不整合

の検出

5

Test および 
CISCO_TAC

TEST ユーザが作成したテストの発生 2

表 6-4 イベント トリガー（続き）

アラート グ
ループ イベント名 説明

Call 
Home の
重大度
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その他の関連資料
メッセージ フォーマット

Call Home がサポートするメッセージ フォーマットは、次のとおりです。

• 「ショート テキスト メッセージ フォーマット」

• 「すべてのフル テキストおよび XML メッセージに共通するフィールド」

• 「フル テキストおよび XML メッセージのアラート グループ メッセージに固有のフィールド」

• 「対応型および予防型イベント メッセージに挿入されるフィールド」

• 「インベントリ イベント メッセージに挿入されるフィールド」

• 「ユーザが作成したテスト メッセージに挿入されるフィールド」

表 6-5 で、すべてのメッセージ タイプに共通するショート テキスト フォーマット オプションについて

説明します。

表 6-6 で、フル テキストまたは XML メッセージに共通するイベント メッセージ フィールドの 初の

セットについて説明します。

表 6-5 ショート テキスト メッセージ フォーマット

データ項目 説明

Device identification 設定されているデバイス名

Date/time stamp トリガー イベントのタイムスタンプ

Error isolation message トリガー イベントの英語による簡単な説明

Alarm urgency level システム メッセージに適用されるようなエラー レベル

表 6-6 すべてのフル テキストおよび XML メッセージに共通するフィールド

データ項目

（プレーン テキスト

および XML）
説明

（プレーン テキストおよび XML）
XML タグ

（XML のみ）

Time stamp ISO の時刻表記で表した日付およびタイムスタンプ

YYYY-MM-DD HH:MM:SS GMT+HH:MM

/aml/header/time

Message name メッセージ名。具体的なイベント名については表 6-4 を参照 /aml/header/name
Message type reactive（対応型）、proactive（予防型）などのメッセージ タイプの

名前

/aml/header/type

Message group syslog など、アラート グループの名前 /aml/header/group
Severity level メッセージの重大度（「Call Home のメッセージ緊急度」（P.6-5）を

参照）

/aml/header/level

Source ID ルーティング製品タイプ（Catalyst 6500 シリーズ スイッチなど） /aml/header/source
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その他の関連資料
Device ID メッセージを生成したエンド デバイスの固有デバイス識別情報

（UDI）。メッセージがデバイス固有ではない場合は、このフィールド

を空にしておきます。フォーマットは type@Sid@serial です。

• type はバックプレーン IDPROM から取得した製品モデル番号で

す。

• @ は区切り文字です。

• Sid は C で、シリアル ID をシャーシ シリアル 番号として特定し

ます。

• serial は、Sid フィールドで特定された番号です。

例：WS-C6509@C@12345678

/aml/ header/deviceId

Customer ID サポート サービスの契約情報またはその他の ID に任意で使用する、

ユーザ側で設定可能なフィールド

/aml/ header/customerID

Contract ID サポート サービスの契約情報またはその他の ID に任意で使用する、

ユーザ側で設定可能なフィールド

/aml/ header /contractId

Site ID シスコが指定したサイト ID またはその他、代替サポート サービスで

意味のあるデータに使用する、ユーザ側で設定可能なフィールド

/aml/ header/siteId

Server ID デバイスから発生するメッセージの場合、これはデバイスの UDI です。

フォーマットは type@Sid@serial です。

• type はバックプレーン IDPROM から取得した製品モデル番号で

す。

• @ は区切り文字です。

• Sid は C で、シリアル ID をシャーシ シリアル 番号として特定し

ます。

• serial は、Sid フィールドで特定された番号です。

例：WS-C6509@C@12345678

/aml/header/serverId

Message description エラーを記述するショート テキスト /aml/body/msgDesc
Device name イベントが発生したノード（デバイスのホスト名） /aml/body/sysName
Contact name イベントが発生したノードに関連する問題の連絡となる担当者名 /aml/body/sysContact
Contact e-mail この装置の連絡先として指定された担当者の E メール アドレス /aml/body/sysContactEmail
Contact phone 
number

この装置の連絡先として指定された担当者の電話番号 /aml/body/sysContactPhoneN
umber

Street address この装置に関連する RMA 部品の出荷先住所を任意で指定するフィー

ルド

/aml/body/sysStreetAddress

Model name デバイスのモデル名（製品ファミリ名の一部としての特定モデル） /aml/body/chassis/name
Serial number 装置のシャーシ シリアル番号 /aml/body/chassis/serialNo
Chassis part number シャーシ上部のアセンブリ番号 /aml/body/chassis/partNo

表 6-6 すべてのフル テキストおよび XML メッセージに共通するフィールド（続き）

データ項目

（プレーン テキスト

および XML）
説明

（プレーン テキストおよび XML）
XML タグ

（XML のみ）
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その他の関連資料
表 6-7 に、フル テキストおよび XML に対するアラート グループ メッセージに固有のフィールドを示

します。1 つのアラート グループに対して複数の CLI コマンドが実行される場合は、これらのフィー

ルドが繰り返されることがあります。

表 6-8 で、フル テキストまたは XML に対応する、対応型および予防型イベント メッセージ フォー

マットについて説明します。

表 6-9 で、フル テキストまたは XML に対応する、インベントリ イベント メッセージ フォーマットに

ついて説明します。

表 6-7 フル テキストおよび XML メッセージのアラート グループ メッセージに固有のフィールド

データ項目

（プレーン テキスト

および XML）
説明

（プレーン テキストおよび XML）
XML タグ

（XML のみ）

Command output 
name

発行された CLI コマンドの正確な名前 /aml/attachments/attachment/na
me

Attachment type 特定のコマンド出力 /aml/attachments/attachment/typ
e

MIME type プレーン テキストまたは符号化タイプのどちらか。 /aml/attachments/attachment/mi
me

Command output 
text

自動的に実行されたコマンドの出力（「Call Home のアラート グ
ループ」（P.6-3）を参照）

/aml/attachments/attachment/atd
ata

表 6-8 対応型および予防型イベント メッセージに挿入されるフィールド

データ項目

（プレーン テキスト

および XML）
説明

（プレーン テキストおよび XML）
XML タグ

（XML のみ）

Chassis hardware 
version

シャーシのハードウェア バージョン /aml/body/chassis/hwVersion

Supervisor module 
software version

上位レベルのソフトウェア バージョン /aml/body/chassis/swVersion

Affected FRU name イベント メッセージを生成している 関連 FRU 名 /aml/body/fru/name
Affected FRU serial 
number

関連 FRU のシリアル番号 /aml/body/fru/serialNo

Affected FRU part 
number

関連 FRU の部品番号 /aml/body/fru/partNo

FRU slot イベント メッセージを生成している FRU のスロット番号 /aml/body/fru/slot
FRU hardware 
version

関連 FRU のハードウェア バージョン /aml/body/fru/hwVersion

FRU software 
version

関連 FRU 上で動作しているソフトウェア バージョン（複数可） /aml/body/fru/swVersion
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その他の関連資料
表 6-10 で、フル テキストまたは XML に対応する、ユーザ作成テスト メッセージのフォーマットにつ

いて説明します。

syslog アラート通知の例（フル テキスト フォーマット）

フル テキスト フォーマットを使用した syslog port アラート グループ通知の例を示します。

Severity Level:5
Series:Nexus7000
Switch Priority:0
Device Id:N7K-C7010@C@TXX12345678
Server Id:N7K-C7010@C@TXX12345678
Time of Event:2008-01-17 16:31:33 GMT+0000 Message Name:
Message Type:syslog
System Name:dc3-test
Contact Name:Jay Tester
Contact Email:contact@example.com
Contact Phone:+91-80-1234-5678
Street Address:#1 Any Street

表 6-9 インベントリ イベント メッセージに挿入されるフィールド

データ項目

（プレーン テキスト

および XML）
説明

（プレーン テキストおよび XML）
XML タグ

（XML のみ）

Chassis hardware 
version

シャーシのハードウェア バージョン /aml/body/chassis/hwVersion

Supervisor module 
software version

上位レベルのソフトウェア バージョン /aml/body/chassis/swVersion

FRU name イベント メッセージを生成している 関連 FRU 名 /aml/body/fru/name
FRU s/n FRU のシリアル番号 /aml/body/fru/serialNo
FRU part number FRU の部品番号 /aml/body/fru/partNo
FRU slot FRU のスロット番号 /aml/body/fru/slot
FRU hardware 
version

FRU のハードウェア バージョン /aml/body/fru/hwVersion

FRU software 
version

FRU 上で動作しているソフトウェア バージョン（複数可） /aml/body/fru/swVersion

表 6-10 ユーザが作成したテスト メッセージに挿入されるフィールド

データ項目

（プレーン テキスト

および XML）
説明

（プレーン テキストおよび XML）
XML タグ

（XML のみ）

Process ID 固有のプロセス ID /aml/body/process/id
Process state プロセスの状態（running（実行中）、halted（停止）など） /aml/body/process/processSt

ate
Process exception 例外または原因コード /aml/body/process/exception
6-31
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

 



 

第 6 章      Smart Call Home の設定

その他の関連資料
Event Description:SYSLOG_ALERT 2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: 
Error (0x20) while communicating with component MTS_SAP_ELTM 
opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT: Ethernet3/1)

syslog_facility:ETHPORT
start chassis information:
Affected Chassis:N7K-C7010
Affected Chassis Serial Number:TXX12345678 Affected Chassis Hardware Version:0.405 
Affected Chassis Software Version:4.1(1) Affected Chassis Part No:73-10900-04 end chassis 
information:
start attachment

name:show logging logfile | tail -n 200
type:text
data:
2008 Jan 17 10:57:51 dc3-test %SYSLOG-1-SYSTEM_MSG : Logging logfile (messages) 

cleared by user
2008 Jan 17 10:57:53 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 

/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 10:58:35 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 

/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 10:59:00 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: setsockopt IP_TOS 16: 

Invalid argument: - sshd[14484]
2008 Jan 17 10:59:05 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 

/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 12:11:18 dc3-test %SYSMGR-STANDBY-5-SUBPROC_TERMINATED: "System Manager 

(gsync controller)" (PID 12000) has finished with error code 
SYSMGR_EXITCODE_GSYNCFAILED_NONFATAL (12).

2008 Jan 17 16:28:03 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console

2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message 
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 

2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 3504) 
hasn't caught signal 9 (no core).

2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message 
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero. 

2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 23210) 
hasn't caught signal 9 (no core).

2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message 
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero. 

2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 23294) 
hasn't caught signal 9 (no core).

2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is 
becoming active (pre-start phase).

2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: This supervisor is 
becoming active.

2008 Jan 17 16:29:26 dc3-test %USER-3-SYSTEM_MSG: crdcfg_get_srvinfo: mts_send failed 
- device_test

2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %NETSTACK-3-IP_UNK_MSG_MAJOR:  netstack [4336]  
Unrecognized message from MRIB. Major type 1807

2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2  - 

ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 10  - 

ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:ipv6 only defined - 

ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:bindv6 only defined - 

ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2  - 

ntpd[19045]
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その他の関連資料
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0  - 
ntpd[19045]

2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0  - 
ntpd[19045]

2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET:  netstack [4336]  HA client 
filter recovery failed (0)

2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET:  netstack [4336]  HA client 
filter recovery failed (0)

2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing - 
dcos-xinetd[19072]

2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 
dcos-xinetd[19072]

2008 Jan 17 16:29:31 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 
dcos-xinetd[19073]

2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing - 
dcos-xinetd[19079]

2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 
dcos-xinetd[19079]

2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing - 

dcos-xinetd[19105]
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 

dcos-xinetd[19105]
2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 2 present but 

all AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 3 present but 

all AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:38 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SUP_FAILURE
2008 Jan 17 16:29:46 dc3-test vsh[19166]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 

<more> return code <14>
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23810]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 

<more> return code <14>
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23803]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 

<more> return code <14>
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23818]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 

<more> return code <14>
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message 

Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 4820) 

hasn't caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message 

Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24239) 

hasn't caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message 

Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24401) 

hasn't caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SW_CRASH alert for service: eltm 
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message 

Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24407) 

hasn't caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24532]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 

<more> return code <14>
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24548]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 

<more> return code <14>
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24535]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 

<more> return code <14>
2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %NETSTACK-3-INTERNAL_ERROR:  netstack [4336]  (null)
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2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error (0x20) while 
communicating with component MTS_SAP_ELTM opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP 
(for:RID_PORT: Ethernet3/1) end attachment start attachment

name:show vdc membership
type:text
data:

vdc_id: 1 vdc_name: dc3-test interfaces:
Ethernet3/1           Ethernet3/2           Ethernet3/3           
Ethernet3/4           Ethernet3/5           Ethernet3/6           
Ethernet3/7           Ethernet3/8           Ethernet3/9           
Ethernet3/10          Ethernet3/11          Ethernet3/12          
Ethernet3/13          Ethernet3/14          Ethernet3/15          
Ethernet3/16          Ethernet3/17          Ethernet3/18          
Ethernet3/19          Ethernet3/20          Ethernet3/21          
Ethernet3/22          Ethernet3/23          Ethernet3/24          
Ethernet3/25          Ethernet3/26          Ethernet3/27          
Ethernet3/28          Ethernet3/29          Ethernet3/30          
Ethernet3/31          Ethernet3/32          Ethernet3/33          
Ethernet3/34          Ethernet3/35          Ethernet3/36          
Ethernet3/37          Ethernet3/38          Ethernet3/39          
Ethernet3/40          Ethernet3/41          Ethernet3/42          
Ethernet3/43          Ethernet3/44          Ethernet3/45          
Ethernet3/46          Ethernet3/47          Ethernet3/48          

vdc_id: 2 vdc_name: dc3-aaa interfaces:

vdc_id: 3 vdc_name: dc3-rbac interfaces:

vdc_id: 4 vdc_name: dc3-call interfaces:

end attachment
start attachment

name:show vdc current-vdc
type:text
data:
Current vdc is 1 - dc3-test

end attachment
start attachment

name:show license usage
type:text
data:
Feature                      Ins  Lic   Status Expiry Date Comments
                                 Count
--------------------------------------------------------------------------------
LAN_ADVANCED_SERVICES_PKG     Yes   -   In use Never       -
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG   Yes   -   Unused Never       -
--------------------------------------------------------------------------------

end attachment

syslog アラート通知の例（XML フォーマット）

XML フォーマットを使用した syslog port アラート グループ通知の例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap-env:Header>
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<aml-session:Session xmlns:aml-session="http://www.cisco.com/2004/01/aml-session" 
soap-env:mustUnderstand="true" 
soap-env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
<aml-session:To>http://tools.cisco.com/neddce/services/DDCEService</aml-session:To>
<aml-session:Path>
<aml-session:Via>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:Via>
</aml-session:Path>
<aml-session:From>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:From>
<aml-session:MessageId>1004:TXX12345678:478F82E6</aml-session:MessageId>
</aml-session:Session>
</soap-env:Header>
<soap-env:Body>
<aml-block:Block xmlns:aml-block="http://www.cisco.com/2004/01/aml-block">
<aml-block:Header>
<aml-block:Type>http://www.cisco.com/2005/05/callhome/syslog</aml-block:Type>
<aml-block:CreationDate>2008-01-17 16:31:33 GMT+0000</aml-block:CreationDate> 
<aml-block:Builder> <aml-block:Name>DC3</aml-block:Name>
<aml-block:Version>4.1</aml-block:Version>
</aml-block:Builder>
<aml-block:BlockGroup>
<aml-block:GroupId>1005:TXX12345678:478F82E6</aml-block:GroupId>
<aml-block:Number>0</aml-block:Number>
<aml-block:IsLast>true</aml-block:IsLast>
<aml-block:IsPrimary>true</aml-block:IsPrimary>
<aml-block:WaitForPrimary>false</aml-block:WaitForPrimary>
</aml-block:BlockGroup>
<aml-block:Severity>5</aml-block:Severity>
</aml-block:Header>
<aml-block:Content>
<ch:CallHome xmlns:ch="http://www.cisco.com/2005/05/callhome" version="1.0">
<ch:EventTime>2008-01-17 16:31:33 GMT+0000</ch:EventTime> 
<ch:MessageDescription>SYSLOG_ALERT 2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: 
Error (0x20) while communicating with component MTS_SAP_ELTM 
opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT: Ethernet3/1) </ch:MessageDescription> 
<ch:Event> <ch:Type>syslog</ch:Type> <ch:SubType></ch:SubType> <ch:Brand>Cisco</ch:Brand> 
<ch:Series>Nexus7000</ch:Series> </ch:Event> <ch:CustomerData> <ch:UserData> 
<ch:Email>contact@example.com</ch:Email>
</ch:UserData>
<ch:ContractData>
<ch:DeviceId>N7K-C7010@C@TXX12345678</ch:DeviceId>
</ch:ContractData>
<ch:SystemInfo>
<ch:Name>dc3-test</ch:Name>
<ch:Contact>Jay Tester</ch:Contact> <ch:ContactEmail>contact@example.com</ch:ContactEmail>
<ch:ContactPhoneNumber>+91-80-1234-5678</ch:ContactPhoneNumber>
<ch:StreetAddress>#1, Any Street</ch:StreetAddress> </ch:SystemInfo> </ch:CustomerData> 
<ch:Device> <rme:Chassis xmlns:rme="http://www.cisco.com/rme/4.1">
<rme:Model>N7K-C7010</rme:Model>
<rme:HardwareVersion>0.405</rme:HardwareVersion>
<rme:SerialNumber>TXX12345678</rme:SerialNumber>
</rme:Chassis>
</ch:Device>
</ch:CallHome>
</aml-block:Content>
<aml-block:Attachments>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show logging logfile | tail -n 200</aml-block:Name> <aml-block:Data 
encoding="plain">
<![CDATA[2008 Jan 17 10:57:51 dc3-test %SYSLOG-1-SYSTEM_MSG : Logging logfile (messages) 
cleared by user
2008 Jan 17 10:57:53 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 10:58:35 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
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2008 Jan 17 10:59:00 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: setsockopt IP_TOS 16: Invalid 
argument: - sshd[14484]
2008 Jan 17 10:59:05 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 12:11:18 dc3-test %SYSMGR-STANDBY-5-SUBPROC_TERMINATED: \"System Manager 
(gsync controller)\" (PID 12000) has finished with error code 
SYSMGR_EXITCODE_GSYNCFAILED_NONFATAL (12).
2008 Jan 17 16:28:03 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from 
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core 
not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 3504) 
hasn&apos;t caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core 
not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 23210) 
hasn&apos;t caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core 
not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 23294) 
hasn&apos;t caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is 
becoming active (pre-start phase).
2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: This supervisor is becoming 
active.
2008 Jan 17 16:29:26 dc3-test %USER-3-SYSTEM_MSG: crdcfg_get_srvinfo: mts_send failed - 
device_test
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %NETSTACK-3-IP_UNK_MSG_MAJOR:  netstack [4336]  Unrecognized 
message from MRIB. Major type 1807
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2  - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 10  - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:ipv6 only defined - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:bindv6 only defined - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2  - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0  - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0  - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET:  netstack [4336]  HA client filter 
recovery failed (0)
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET:  netstack [4336]  HA client filter 
recovery failed (0)
2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing - 
dcos-xinetd[19072]
2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 
dcos-xinetd[19072]
2008 Jan 17 16:29:31 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 
dcos-xinetd[19073]
2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing - 
dcos-xinetd[19079]
2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 
dcos-xinetd[19079]
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing - 
dcos-xinetd[19105]
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing - 
dcos-xinetd[19105]
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2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 2 present but all 
AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 3 present but all 
AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:38 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SUP_FAILURE
2008 Jan 17 16:29:46 dc3-test vsh[19166]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23810]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23803]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23818]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core 
not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 4820) 
hasn&apos;t caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core 
not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24239) 
hasn&apos;t caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core 
not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24401) 
hasn&apos;t caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SW_CRASH alert for service: eltm
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core 
not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero . 
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24407) 
hasn&apos;t caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24532]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24548]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24535]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command 
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %NETSTACK-3-INTERNAL_ERROR:  netstack [4336]  (null)
2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error (0x20) while communicating 
with component MTS_SAP_ELTM opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT: 
Ethernet3/1) ]]> </aml-block:Data> </aml-block:Attachment> <aml-block:Attachment 
type="inline"> <aml-block:Name>show vdc membership</aml-block:Name> <aml-block:Data 
encoding="plain"> <![CDATA[
vdc_id: 1 vdc_name: dc3-test interfaces:

Ethernet3/1           Ethernet3/2           Ethernet3/3           
Ethernet3/4           Ethernet3/5           Ethernet3/6           
Ethernet3/7           Ethernet3/8           Ethernet3/9           
Ethernet3/10          Ethernet3/11          Ethernet3/12          
Ethernet3/13          Ethernet3/14          Ethernet3/15          
Ethernet3/16          Ethernet3/17          Ethernet3/18          
Ethernet3/19          Ethernet3/20          Ethernet3/21          
Ethernet3/22          Ethernet3/23          Ethernet3/24          
Ethernet3/25          Ethernet3/26          Ethernet3/27          
Ethernet3/28          Ethernet3/29          Ethernet3/30          
Ethernet3/31          Ethernet3/32          Ethernet3/33          
Ethernet3/34          Ethernet3/35          Ethernet3/36          
Ethernet3/37          Ethernet3/38          Ethernet3/39          
Ethernet3/40          Ethernet3/41          Ethernet3/42          
Ethernet3/43          Ethernet3/44          Ethernet3/45          
Ethernet3/46          Ethernet3/47          Ethernet3/48          

vdc_id: 2 vdc_name: dc3-aaa interfaces:

vdc_id: 3 vdc_name: dc3-rbac interfaces:
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vdc_id: 4 vdc_name: dc3-call interfaces:

]]>
</aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show vdc current-vdc</aml-block:Name> <aml-block:Data encoding="plain"> 
<![CDATA[Current vdc is 1 - dc3-test ]]> </aml-block:Data> </aml-block:Attachment> 
<aml-block:Attachment type="inline"> <aml-block:Name>show license usage</aml-block:Name> 
<aml-block:Data encoding="plain">
<![CDATA[Feature                      Ins  Lic   Status Expiry Date Comments
                                 Count
--------------------------------------------------------------------------------
LAN_ADVANCED_SERVICES_PKG     Yes   -   In use Never       -
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG   Yes   -   Unused Never       -
--------------------------------------------------------------------------------
]]>
</aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
</aml-block:Attachments>
</aml-block:Block>
</soap-env:Body>
</soap-env:Envelope>

関連資料

規格

MIB

関連項目 マニュアル名

Call Home CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

MIB MIB のリンク

• CISCO-CALLHOME-MIB MIB を見つけてダウンロードするには、次の URL を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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Smart Call Home の機能履歴
表 6-11 に、この機能のリリース履歴を示します。

表 6-11 Smart Call Home の機能履歴

機能名 リリース 機能情報

SMTP サーバ コンフィギュレーション 5.0(2) 複数の SMTP サーバを設定する機能が追加されました。

「E メールの設定」（P.6-19）を参照してください。

Call Home メッセージの HTTP 転送に対する 
VRF サポート

5.0(2) VRF を使用して、HTTP 経由で電子メールおよび他の Call 
Home メッセージを送信できます。「HTTP を使用したメッ

セージ送信のための VRF 設定」（P.6-21）を参照してくだ

さい。

クラッシュ通知 5.0(2) オンライン カードでのプロセス クラッシュに対してメッ

セージが送信されます。「イベント トリガー」（P.6-26）を

参照してください。

宛先プロファイルのコンフィギュレーション 4.1(3) コマンド destination profile http と destination profile 
transport-method は配信できません。「宛先プロファイル

の変更」（P.6-14）を参照してください。
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C H A P T E R 7

ロールバックの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でロールバック機能を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「ロールバックの概要」（P.7-1）

• 「ライセンス要件」（P.7-3）

• 「ロールバックの前提条件」（P.7-3）

• 「注意事項および制約事項」（P.7-3） 

• 「デフォルト設定」（P.7-4）

• 「ロールバックの設定」（P.7-4）

• 「ロールバック コンフィギュレーションの確認」（P.7-7）

• 「ロールバックのコンフィギュレーション例」（P.7-7）

• 「その他の関連資料」（P.7-7）

• 「ロールバックの機能履歴」（P.7-8）

ロールバックの概要 
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ロールバックの概要」（P.7-1）

• 「自動的に生成されるシステム チェックポイント」（P.7-2）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.7-2）

• 「仮想化サポート」（P.7-3）

ロールバックの概要

ロールバック機能を使用すると、Cisco NX-OS コンフィギュレーションのスナップショットまたは

ユーザ チェックポイントを使用して、デバイスをリロードしなくても、いつでもそのコンフィギュ

レーションをデバイスに再適用できます。権限のある管理者であれば、チェックポイントで設定されて

いる機能について専門的な知識がなくても、ロールバック機能を使用して、そのチェックポイント コ
ンフィギュレーションを適用できます。
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ロールバックの概要
Cisco NX-OS は、「自動的に生成されるシステム チェックポイント」（P.7-2）の説明のとおり、システ

ム チェックポイントを自動的に作成します。ユーザまたはシステムのチェックポイントのいずれかを

使用して、ロールバックを実行できます。

いつでも、現在の実行コンフィギュレーションのチェックポイント コピーを作成できます。Cisco 
NX-OS はこのチェックポイントを ASCII ファイルとして保存するので、将来、そのファイルを使用し

て、実行コンフィギュレーションをチェックポイント コンフィギュレーションにロールバックできま

す。複数のチェックポイントを作成すると、実行コンフィギュレーションのさまざまなバージョンを保

存できます。

実行コンフィギュレーションをロールバックするとき、次のロールバック タイプを発生させることが

できます。

• atomic：エラーが発生しなかった場合に限り、ロールバックを実装します。

• best-effort：ロールバックを実装し、エラーがあってもスキップします。

• stop-at-first-failure：エラーが発生した場合は中止されるロールバックを実装します。

デフォルトのロールバック タイプは atomic です。

チェックポイント コンフィギュレーションにロールバック可能になった時点で、現在の実行コンフィ

ギュレーションに適用される変更を確認してから、ロールバック操作にコミットできます。ロールバッ

ク操作時にエラーが発生した場合は、操作を取り消すか、またはエラーを無視してロールバック操作を

続行するかを選択できます。操作を取り消した場合、Cisco NX-OS はエラーが発生するまでに、すで

に適用した変更のリストを提示します。これらの変更は手動で処理する必要があります。

自動的に生成されるシステム チェックポイント

Cisco NX-OS ソフトウェアは、コンフィギュレーション情報が消失しないよう、システム チェックポ

イントを自動的に生成します。システム チェックポイントは次のイベントによって生成されます。

• no feature コマンドで、イネーブルになっている機能をディセーブルにする

• no router bgp コマンドや no ip pim sparse-mode コマンドで、レイヤ 3 プロトコルのインスタン

スを削除する

• 機能のライセンスの有効期限が切れる

これらのイベントのいずれかによってシステム コンフィギュレーションの変更が生じると、この機能

ソフトウェアによって、システム チェックポイントが作成されます。これを使用すると、以前のシス

テム コンフィギュレーションへロールバックできます。

システムで生成されたチェックポイント ファイルの名前は「system-」で始まり、機能名が含まれてい

ます。たとえば、EIGRP 機能を 初にディセーブルにすると、システムは、

system-fm-__inst_1__eigrp という名前のチェックポイントを作成します。

ハイ アベイラビリティ 
checkpoint または checkpoint checkpoint_name コマンドを使用してチェックポイントが作成されると

きは必ず、チェックポイントはスタンバイ ユニットと同期されます。

ロールバックではチェックポイント操作の状況を記憶しています。このためチェックポイント操作が中

断された場合、およびシステムが不整合の状態になった場合には、ロールバック操作を続行する前に、

ロールバックでチェックポイント操作（スタンバイ ユニットへのチェックポイントの同期化）を完了

できます。
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ライセンス要件
チェックポイント ファイルは、プロセスのリスタート後またはスーパーバイザのスイッチオーバー後

も引き続き使用できます。プロセスの再起動中またはスーパーバイザのスイッチオーバー中に中断され

た場合でも、操作を続行する前にチェックポイントが正常に完了します。スーパーバイザのスイッチ

オーバーでは、チェックポイントは新しいアクティブ ユニットで完了します。

ロールバック操作中にプロセスの再起動またはスーパーバイザのスイッチオーバーが生じた場合は、再

起動またはスイッチオーバーが完了した後で、ロールバックが以前の状態から再開し、正常に終了しま

す。

仮想化サポート 
Cisco NX-OS は、ユーザがログインした Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）

で、実行コンフィギュレーションのチェックポイントを作成します。VDC ごとにさまざまなチェック

ポイント コピーを作成できます。ある VDC のチェックポイントを別の VDC に適用することはできま

せん。デフォルトでは、Cisco NX-OS はデフォルトの VDC が使用されるようにします。『Cisco Nexus 
7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

チェックポイント ファイルから VDC の作成や削除は行えません。チェックポイントは特定の VDC か
ら作成する必要があります。

ライセンス要件 

ロールバックの前提条件 
VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールしてから、設定する VDC にア

クセスします。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

ロールバック機能を設定するには、network-admin または vdc-admin のユーザ権限が必要です。

注意事項および制約事項 
ロールバックに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• 1 つの VDC で作成できるチェックポイント コピーの 大数は 10 です。

• ある VDC のチェックポイント ファイルを別の VDC に適用することはできません。

• チェックポイント コンフィギュレーションと比較した場合に、実行コンフィギュレーションのグ

ローバル コンフィギュレーション部分に変更がある場合、非デフォルト VDC のチェックポイント 
コンフィギュレーションは適用できません。

• チェックポイント ファイル名の長さは、 大 75 文字です。

• チェックポイントのファイル名の先頭を system にすることはできません。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS ロールバック機能にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco 
NX-OS システム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライ

センス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
• Cisco NX-OS Release 4.2(1) 以降は、チェックポイントのファイル名の先頭を auto にできます。

• Cisco NX-OS Release 4.2(1) 以降は、チェックポイントのファイル名を summary、または 
summary の何らかの省略形にすることもできます。

• 任意の 1 時点で、チェックポイント、ロールバック、または実行コンフィギュレーションからス

タートアップ コンフィギュレーションへのコピーを実行できるのは、1 つの VDC で 1 ユーザだけ

です。

• システムで write erase または reload コマンドを実行すると、チェックポイントが削除されます。

clear checkpoint database コマンドを使用すると、すべてのチェックポイント ファイルを削除で

きます。

• ロールバック中、ハードウェアでプログラムされているレコードを変更しようとすると、NetFlow 
のロールバックは失敗します。

• 異なるソフトウェア バージョン間でのチェックポイントのロールバックはサポートされていませ

んが、ユーザは自己判断でロールバックを実行し、best-effort モードでエラーから回復できます。

• ブートフラッシュでチェックポイントを作成した場合、ロールバックの実行前は実行システム コ
ンフィギュレーションとの違いは実行できず、「変更なし」と報告されます。

• チェックポイントは、VDC に対してローカルなものになります。

• checkpoint および checkpoint checkpoint_name コマンドを使用して作成されたチェックポイント

は、すべての VDC の 1 つのスイッチオーバーに対して存在します。

• デフォルトの VDC で作成されたチェックポイントは、リロードの前に write-erase コマンドを発

行しない限り、リロードに対して存在します。

• copy run start コマンドが、適用可能な VDC およびデフォルト VDC で発行された場合に限り、

デフォルト以外の VDC で作成されたチェックポイントはリロードに対して存在します。

• checkpoint checkpoint_name コマンドを使用して作成されたファイルで、その他の ASCII タイプ

のファイルではない場合に限り、ブートフラッシュ時のファイルへのロールバックがサポートされ

ます。

• チェックポイントの名前は一意にする必要があります。以前に保存したチェックポイントを同じ名

前で上書きすることはできません。

デフォルト設定 
表 7-1 に、ロールバック パラメータのデフォルト設定を示します。

ロールバックの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「チェックポイントの作成」（P.7-5）

• 「ロールバックの実装」（P.7-5）

表 7-1 デフォルトのロールバック パラメータ

パラメータ デフォルト

ロールバック タイプ atomic
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ロールバックの設定
（注） Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

チェックポイントの作成

1 つの VDC で作成できるコンフィギュレーションの 大チェックポイント数は 10 です。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. checkpoint {[cp-name] [description descr] | file file-name}

no checkpoint cp-name

2. show checkpoint cp-name [all]

手順の詳細

ロールバックの実装

チェックポイント名またはファイルにロールバックを実装できます。ロールバックを実装する前に、現

在のコンフィギュレーションまたは保存されているコンフィギュレーションを参照しているソースと宛

先のチェックポイント間の差異を表示できます。

自動的に生成されるシステム チェックポイントの詳細については、「自動的に生成されるシステム 
チェックポイント」（P.7-2）を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 checkpoint {[cp-name] [description 
descr] | file file-name}

例:
switch# checkpoint stable

ユーザ チェックポイント名またはファイルのいずれ

かに対して、実行中のコンフィギュレーションの

チェックポイントを作成します。チェックポイント名

には 大 80 文字の任意の英数字を使用できますが、

スペースを含めることはできません。チェックポイン

ト名を指定しなかった場合、Cisco NX-OS はチェッ

クポイント名を user-checkpoint-<number> に設定し

ます。ここで number は 1 ～ 10 の値です。

description には、スペースも含めて 大 80 文字の英

数字を指定できます。

no checkpoint cp-name

例:
switch# no checkpoint stable

checkpoint コマンドの no 形式を使用すると、チェッ

クポイント名を削除できます。

delete コマンドを使用して、チェックポイント ファ

イルを削除できます。

ステップ 2 show checkpoint cp-name [all]

例:
switch# show checkpoint stable

（任意）チェックポイント名の内容を表示します。
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ロールバックの設定
（注） atomic ロールバック中に設定を変更すると、ロールバックは失敗します。

操作の前に 

EXEC モードでデバイスにログインし、正しい VDC に移動します。正しい VDC に移動するには、

switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. show diff rollback-patch {checkpoint src-cp-name | running-config | startup-config | file 
source-file} {checkpoint dest-cp-name | running-config | startup-config | file dest-file}

2. rollback running-config {checkpoint cp-name | file cp-file} [atomic | best-effort | 
stop-at-first-failure]

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 show diff rollback-patch {checkpoint 
src-cp-name | running-config | 
startup-config | file source-file} 
{checkpoint dest-cp-name | 
running-config | startup-config | file 
dest-file}

例:
switch# show diff rollback-patch 
checkpoint stable running-config

ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示しま

す。

ステップ 2 rollback running-config {checkpoint 
cp-name | file cp-file} [atomic | 
best-effort | stop-at-first-failure]

例:
switch# rollback running-config 
checkpoint stable

指定されたチェックポイント名またはファイルへの

ロールバックを作成します。次のロールバック タイ

プを実装できます。

• atomic：エラーが発生しなかった場合に限り、

ロールバックを実装します。

• best-effort：ロールバックを実装し、エラーが

あってもスキップします。

• stop-at-first-failure：エラーが発生した場合は中

止されるロールバックを実装します。

デフォルトは atomic です。

次に、ユーザ チェックポイント名に対するロール

バックを実装する例を示します。
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ロールバック コンフィギュレーションの確認
ロールバック コンフィギュレーションの確認 
ロールバックのコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

すべてのチェックポイント ファイルを削除するには、clear checkpoint database コマンドを使用しま

す。

ロールバックのコンフィギュレーション例
次に、チェックポイント ファイルを作成して、ユーザ チェックポイント名に対する best-effort ロール

バックを実装する例を示します。

checkpoint stable
rollback running-config checkpoint stable best-effort

その他の関連資料
ロールバックの実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.7-8）

• 「規格」（P.7-8）

コマンド 目的

show checkpoint name [all] チェックポイント名の内容を表示します。

show checkpoint all [user | system] 現行の VDC 内のすべてのチェックポイントの内

容を表示します。表示されるチェックポイント

を、ユーザまたはシステムで生成されるチェック

ポイントに限定できます。

show checkpoint summary [user | system] 現在の VDC 内のすべてのチェックポイントのリ

ストを表示します。表示されるチェックポイント

を、ユーザまたはシステムで生成されるチェック

ポイントに限定できます。

show diff rollback-patch {checkpoint 
src-cp-name | running-config | startup-config | 
file source-file} {checkpoint dest-cp-name | 
running-config | startup-config | file dest-file}

ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示

します。

show rollback log [exec | verify] ロールバック ログの内容を表示します。
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ロールバックの機能履歴
関連資料

規格

ロールバックの機能履歴
表 7-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

ロールバック CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』 

コンフィギュレーション ファイル 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration 
Guide, Release 5.x』

VDC 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 7-2 ロールバックの機能履歴

機能名 リリース 機能情報

ロールバック機能 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。

ハイ アベイラビリティ 4.2(1) チェックポイントおよびロールバック動作でハイ アベイラ

ビリティをサポートしました。

「ハイ アベイラビリティ」（P.7-2）を参照してください。

注意事項および制約事項 4.2(1) チェックポイント ファイルの命名規則が変更されました。

ブートフラッシュ時のファイルへのロールバックは、

checkpoint checkpoint_name コマンドを使用して作成され

たファイルだけでサポートされます。

「注意事項および制約事項」（P.7-3）を参照してください。
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ロールバックの機能履歴
システム チェックポイントの自動生成 4.2(1) 機能をディセーブルにしたり、ライセンスを失効したりし

てコンフィギュレーション情報を損失する可能性がある場

合に、ソフトウェアがシステム チェックポイントを自動的

に生成します。

「自動的に生成されるシステム チェックポイント」（P.7-2）
を参照してください。

注意事項および制約事項 4.1(3) ロールバック中、ハードウェアでプログラムされているレ

コードを変更しようとすると、NetFlow のロールバックは

失敗します。

異なるソフトウェア バージョン間でのチェックポイントの

ロールバックはサポートされていません。

「注意事項および制約事項」（P.7-3）を参照してください。

表 7-2 ロールバックの機能履歴 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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ロールバックの機能履歴
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Session Manager の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで Session Manager を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「Session Manager について」（P.8-1）

• 「Session Manager のライセンス要件」（P.8-2）

• 「Session Manager の前提条件」（P.8-2）

• 「注意事項および制約事項」（P.8-2） 

• 「Session Manager の設定」（P.8-3）

• 「Session Manager コンフィギュレーションの確認」（P.8-6）

• 「Session Manager のコンフィギュレーション例」（P.8-6）

• 「その他の関連資料」（P.8-7）

• 「Session Manager 機能の履歴」（P.8-7）

Session Manager について
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Session Manager の概要」（P.8-1）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.8-2）

• 「仮想化サポート」（P.8-2）

Session Manager の概要 
Session Manager では、次のフェーズを使用して、バッチ モードでコンフィギュレーションの変更を実

行できます。

• コンフィギュレーション セッション：Session Manager モードで実行するコマンドのリストを作成

します。

• 検証：コンフィギュレーションの基本的なセマンティクス検査を行います。Cisco NX-OS は、コ

ンフィギュレーションのどこかでセマンティクス検査が失敗した場合に、エラーを返します。

• 確認：既存のハードウェアおよびソフトウェアのコンフィギュレーションおよびリソースに基づい

て、コンフィギュレーション全体を確認します。Cisco NX-OS は、コンフィギュレーションがこ

の確認フェーズで合格しなかった場合に、エラーを返します。
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Session Manager のライセンス要件
• コミット：Cisco NX-OS はコンフィギュレーション全体を確認して、デバイスに対する変更を実

行します。エラーが発生した場合、Cisco NX-OS は元のコンフィギュレーションに戻ります。

• 打ち切り：実行しないでコンフィギュレーションの変更を破棄します。

任意で、変更をコミットしないでコンフィギュレーション セッションを終了できます。また、コン

フィギュレーション セッションを保存することもできます。

ハイ アベイラビリティ 
Session Manager セッションは、スーパーバイザのスイッチオーバー後も引き続き使用できます。セッ

ションはソフトウェア リロード後までは維持されません。

仮想化サポート 
デフォルトでは、Cisco NX-OS はデフォルトの VDC が使用されるようにします。『Cisco Nexus 7000 
Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

Session Manager のライセンス要件 

Session Manager の前提条件 
VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールしてから、設定する VDC にア

クセスします。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

使用する予定の Session Manager コマンドをサポートする権限があることを確認してください。

注意事項および制約事項 
Session Manager に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• Session Manager がサポートするのは、ACL および QoS 機能だけです。

• 1 つの VDC で作成できるコンフィギュレーション セッションの 大数は 32 です。

• アクティブ セッションの進行中に In-service Software Upgrade（ISSU; インサービス ソフトウェ

ア アップグレード）を実行することはできません。セッションをコミットして保存するか、また

は打ち切ってから ISSU を実行する必要があります。

• 設定できるコマンドは、1 つの VDC のすべてのセッションで 大 20,000 です。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS Session Manager にライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco 
NX-OS システム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライ

センス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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Session Manager の設定
• 複数のコンフィギュレーション セッションまたはコンフィギュレーション ターミナル モードで、

コンフィギュレーション コマンドを同時に実行することはできません。パラレル コンフィギュ

レーション（1 つのコンフィギュレーション セッションと 1 つのコンフィギュレーション ターミ

ナルのようなもの）は、コンフィギュレーション セッションで確認または検証が失敗する原因に

なることがあります。

• コンフィギュレーション セッションであるインターフェイスを設定中に、そのインターフェイス

をリロードすると、そのときにインターフェイスがデバイス上になくても Session Manager コマン

ドを受け取ることができます。

Session Manager の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「セッションの作成」（P.8-3）

• 「セッションでの ACL の設定」（P.8-4）

• 「セッションの確認」（P.8-5）

• 「セッションのコミット」（P.8-5）

• 「セッションの保存」（P.8-6）

• 「セッションの廃棄」（P.8-6）

（注） Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

セッションの作成

作成できるコンフィギュレーション セッションの 大数は 32 です。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. configure session name

2. show configuration session [name]

3. save location
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Session Manager の設定
手順の詳細

セッションでの ACL の設定

コンフィギュレーション セッション内で ACL を設定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. configure session name

2. ip access-list name

3. permit protocol source destination

4. interface interface-type number

5. ip access-group name {in | out}

6. show configuration session [name]

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 configure session name

例:
switch# configure session myACLs 
switch(config-s)#

コンフィギュレーション セッションを作成し、セッ

ション コンフィギュレーション モードを開始します。

名前には任意の英数字ストリングを使用できます。

ステップ 2 show configuration session [name]

例:
switch(config-s)# show configuration 
session myACLs

（任意）セッションの内容を表示します。

ステップ 3 save location

例:
switch(config-s)# save 
bootflash:sessions/myACLs

（任意）セッションをファイルに保存します。保管場

所には bootflash:、slot0:、または volatile: を指定で

きます。

コマンド 目的

ステップ 1 configure session name

例:
switch# configure session myacls 
switch(config-s)#

コンフィギュレーション セッションを作成し、セッ

ション コンフィギュレーション モードを開始します。

名前には任意の英数字ストリングを使用できます。

ステップ 2 ip access-list name

例:
switch(config-s)# ip access-list acl1
switch(config-s-acl)#

ACL を作成し、その ACL のコンフィギュレーション 
モードを開始します。
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Session Manager の設定
セッションの確認

セッション モードで次のコマンドを使用して、セッションを確認します。

セッションのコミット

セッション モードで次のコマンドを使用して、セッションをコミットします。

ステップ 3 permit protocol source destination

例:
switch(config-s-acl)# permit tcp any any

（任意）ACL に許可文を追加します。

ステップ 4 interface interface-type number

例:
switch(config-s-acl)# interface e 2/1
switch(config-s-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 5 ip access-group name {in | out}

例:
switch(config-s-if)# ip access-group 
acl1 in

アクセス グループを適用するトラフィックの方向を

指定します。

ステップ 6 show configuration session [name]

例:
switch(config-s)# show configuration 
session myacls

（任意）セッションの内容を表示します。

コマンド 目的

コマンド 目的

verify [verbose]

例:
switch(config-s)# verify

既存のハードウェアおよびソフトウェアのコンフィ

ギュレーションおよびリソースに基づいて、コンフィ

ギュレーション全体を確認します。Cisco NX-OS は、

コンフィギュレーションがこの確認で合格しなかった

場合に、エラーを返します。

コマンド 目的

commit [verbose]

例:
switch(config-s)# commit

現在のセッションで行われたコンフィギュレーション

の変更を検証し、有効な変更をデバイスに適用します。

検証に失敗した場合、Cisco NX-OS は元のコンフィ

ギュレーションに戻ります。
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Session Manager コンフィギュレーションの確認
セッションの保存

セッション モードで次のコマンドを使用して、セッションを保存します。

セッションの廃棄

セッション モードで次のコマンドを使用して、セッションを廃棄します。

Session Manager コンフィギュレーションの確認 
Session Manager のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

Session Manager のコンフィギュレーション例
Session Manager を使用して ACL コンフィギュレーションを作成し、コミットする例を示します。

switch# configure session ACL_tcp_in
Config Session started, Session ID is 1
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config-s)# ip access-list ACL1
switch(config-s-acl)# permit tcp any any
switch(config)# interface e 7/1
switch(config-if)# ip access-group ACL1 in
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# config session ACL_tcp_in
Config Session started, Session ID is 1
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config-s)# verify

コマンド 目的

save location

例:
switch(config-s)# save 
bootflash:sessions/myACLs

（任意）セッションをファイルに保存します。保管場所

には bootflash:、slot0:、または volatile: を指定できま

す。

コマンド 目的

abort 

例:
switch(config-s)# abort
switch#

コマンドを適用しないで、コンフィギュレーション 
セッションを廃棄します。

コマンド 目的

show configuration session [name] コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します。

show configuration session status [name] コンフィギュレーション セッションの状況を表示しま

す。

show configuration session summary すべてのコンフィギュレーション セッションについて、

要約を表示します。
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その他の関連資料
Verification Successful
switch(config-s)# commit
Commit Successful
switch# 

その他の関連資料
Session Manager の実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.8-7）

• 「規格」（P.8-7）

関連資料

規格

Session Manager 機能の履歴
表 8-1 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

Session Manager CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』 

コンフィギュレーション ファイル 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration 
Guide, Release 5.x』

VDC 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 8-1 Session Manager 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

Session Manager 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。
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Session Manager 機能の履歴
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C H A P T E R 9

スケジューラの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でスケジューラを設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「スケジューラの概要」（P.9-1）

• 「スケジューラのライセンス要件」（P.9-3）

• 「スケジューラの前提条件」（P.9-3）

• 「注意事項および制約事項」（P.9-3）

• 「デフォルト設定」（P.9-4）

• 「スケジューラの設定」（P.9-4）

• 「スケジューラの設定確認」（P.9-13）

• 「スケジューラのコンフィギュレーション例」（P.9-13）

• 「その他の関連資料」（P.9-15）

• 「スケジューラ機能の履歴」（P.9-16）

スケジューラの概要
スケジューラを使用すると、次のようなメンテナンス作業のタイムテーブルを定義し、設定することが

できます。

• QoS（Quality of Service）ポリシーの変更

• データのバックアップ 

• 設定の保存 

ジョブは、定期的な作業を定義する単一または複数のコマンドで構成されています。ジョブは、1 回だ

け、または定期的な間隔でスケジューリングすることができます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「スケジューラの概要」（P.9-2）

• 「リモート ユーザ認証」（P.9-2）

• 「ログ」（P.9-2）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.9-2）

• 「仮想化サポート」（P.9-2）
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スケジューラの概要
スケジューラの概要

スケジューラでは、ジョブと、そのタイムテーブルを次のように定義できます。

• ジョブ：コマンド リストとして定義され、特定のスケジュールに従って実行される定期的なタス

ク。

• スケジュール：ジョブを実行するタイムテーブル 1 つのスケジュールに複数のジョブを割り当てる

ことができます。1 つのスケジュールは、定期的、または 1 回だけ実行するように定義されます。

– 定期モード：ジョブを削除するまで、ジョブの実行が定期的な間隔で繰り返されます。次のタ

イプの定期的な間隔を設定できます。

Daily：ジョブは 1 日 1 回実行されます。

Weekly：ジョブは毎週 1 回実行されます。

Monthly：ジョブは毎月 1 回実行されます。

Delta：ジョブは、指定した時間に開始され、以後、指定した間隔（days:hours:minutes）で実

行されます。

– 1 回限定モード：ジョブは、指定した時間に 1 回だけ実行されます。

リモート ユーザ認証 
ジョブの開始前に、スケジューラはジョブを作成したユーザを認証します。リモート認証で得たユーザ 
クレデンシャルは短時間しか保有されないため、スケジューリングされたジョブをサポートできませ

ん。ジョブを作成するユーザの認証パスワードをローカルで設定する必要があります。これらのパス

ワードは、スケジューラのコンフィギュレーションに含まれ、ローカル設定のユーザとは見なされませ

ん。

ジョブを開始する前に、スケジューラはローカル パスワードとリモート認証サーバに保存されたパス

ワードを照合します。

ログ 
スケジューラはジョブ出力を含むログファイルを管理します。ジョブ出力のサイズがログ ファイルの

サイズより大きい場合、出力内容は切り捨てられます。詳細については、「スケジューラ ログ ファイル 
サイズの定義」（P.9-5）の手順を参照してください。

ハイ アベイラビリティ 
スケジューリングされたジョブは、スーパバイザのスイッチオーバーまたはソフトウェアのリロード後

も使用可能です。

仮想化サポート 
ジョブは、ログインした VDC（Virtual Device Context; 仮想デバイス コンテキスト）で作成されます。

デフォルトでは、Cisco NX-OS はデフォルトの VDC が使用されるようにします。詳細については、

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』 を参照して

ください。
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スケジューラのライセンス要件
スケジューラのライセンス要件 

スケジューラの前提条件 
スケジューラの前提条件は次のとおりです。

• 条件付き機能をイネーブルにしてからでなければ、ジョブでそれらの機能を設定できません。

• ライセンスの必要な機能をジョブで設定するには、各機能の有効なライセンスをインストールして

おく必要があります。

• スケジュールリングされたジョブを設定するには、network-admin または vdc-admin のユーザ権限

が必要です。

注意事項および制約事項 
スケジューラに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• ジョブの実行中に次のいずれかの状況が発生した場合、スケジューラは失敗する可能性があります。

– 機能のライセンスが、その機能を使用するジョブがスケジューリングされている時間に失効し

ている場合。

– 機能が、その機能を使用するジョブがスケジューリングされている時間にディセーブルになっ

ている場合。

– スロットからモジュールを取り外したにもかかわらず、そのスロットを対象にしたジョブがス

ケジューリングされている場合。

• 時刻が設定されているかどうかを確認します。スケジューラはデフォルトのタイムテーブルを適用

しません。スケジュールを作成し、ジョブを割り当てても、時刻を設定しなければ、ジョブは開始

しません。

• インタラクティブまたは中断を伴うコマンド（例：copy bootflash: file ftp: URI、write erase、そ

の他類似のコマンド）が指定されていないことを確認してください。ジョブは非インタラクティブ

方式で実行されます。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS スケジューラにはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS 
システム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方

式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
デフォルト設定 
表 9-1 に、スケジューラのデフォルト設定を示します。

スケジューラの設定 
ここでは、次の内容について説明します。

• 「スケジューラのイネーブル化」（P.9-4）

• 「スケジューラ ログ ファイル サイズの定義」（P.9-5）

• 「リモート ユーザ認証の設定」（P.9-6）

• 「ジョブの定義」（P.9-7）

• 「ジョブの削除」（P.9-8）

• 「タイムテーブルの定義」（P.9-9）

• 「スケジューラ ログ ファイルの消去」（P.9-11）

• 「スケジューラのディセーブル化」（P.9-12）

スケジューラのイネーブル化 
スケジューラの機能をイネーブルにして、ジョブを設定、スケジューリングします。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. feature scheduler 

3. show scheduler config

4. copy running-config startup-config

表 9-1 コマンド スケジューラ パラメータのデフォルト設定

パラメータ デフォルト

スケジューラの状態 ディセーブル

ログ ファイル サイズ 16 KB
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スケジューラの設定
手順の詳細

スケジューラ ログ ファイル サイズの定義 
ジョブ、スケジュール、およびジョブ出力をキャプチャするログ ファイルのサイズを設定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. scheduler logfile size value

3. copy running-config startup-config

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 feature scheduler 

例:
switch(config)# feature scheduler 

現在の VDC でスケジューラをイネーブルにしま

す。

ステップ 3 show scheduler config

例:
switch(config)# show scheduler config
config terminal
  feature scheduler
  scheduler logfile size 16
end

switch(config)# 

（任意）スケジューラ設定を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。
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スケジューラの設定
手順の詳細

 

リモート ユーザ認証の設定

ジョブの設定およびスケジューリングを行うユーザにリモート認証を使用するように、スケジューラを

設定できます。

（注） リモート ユーザは、ジョブを作成および設定する前に、クリア テキスト パスワードを使用して認証す

る必要があります。

（注） show running-config コマンドの出力では、リモート ユーザ パスワードは常に暗号化された状態で表

示されます。コマンドの暗号化オプション（7）は、ASCII デバイス設定をサポートします。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. scheduler aaa-authentication password [0 | 7] password

3. scheduler aaa-authentication username name password [0 | 7] password

4. show running-config | include "scheduler aaa-authentication"

5. copy running-config startup-config

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one 
per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 scheduler logfile size value

例:
switch(config)# scheduler logfile 
size 1024

スケジューラ ログ ファイル サイズをキロバイト（KB）で

定義します。範囲は 16 ～ 1024 です。デフォルト値は 16 
です。

（注） ジョブ出力のサイズがログ ファイルのサイズより

大きい場合、出力内容は切り捨てられます。

ステップ 3 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコ

ピーして、変更を継続的に保存します。
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スケジューラの設定
手順の詳細

ジョブの定義 
ジョブを定義して、ジョブ名とコマンド シーケンスを指定することができます。

注意 一旦ジョブを定義すると、コマンドの変更、削除はできません。ジョブを変更するには、そのジョ

ブを削除して新しいジョブを作成する必要があります。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. scheduler job name string

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 scheduler aaa-authentication password [0 | 
7] password

例:
switch(config)# scheduler 
aaa-authentication password X12y34Z56a

現在ログインしているユーザ用のクリア テキスト 
パスワードを設定します。

ステップ 3 scheduler aaa-authentication username name 
password [0 | 7] password

例:
switch(config)# scheduler 
aaa-authentication username newuser 
password Z98y76X54b

リモート ユーザのクリア テキスト パスワードを

設定します。

ステップ 4 show running-config | include “scheduler 
aaa-authentication”

例:
switch(config)# show running-config | 
include “scheduler aaa-authentication”

（任意）スケジューラのパスワード情報を表示し

ます。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。
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スケジューラの設定
3. command1; [command2;command2;...]

4. show scheduler job [name]

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

ジョブの削除 
スケジューラからジョブを削除できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. no scheduler job name string

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 scheduler job name string

例:
switch(config)# scheduler job name 
backup-cfg
switch(config-job)

ジョブを作成し、ジョブ コンフィギュレーション 
モードを開始します。

backup-cfg という名前のスケジューラ ジョブを

作成する例を示します。

ステップ 3 command1; [command2;command2;...]

例:
switch(config-job)# cli var name timestamp 
$(TIMESTAMP);copy running-config 
bootflash:/$(SWITCHNAME)-cfg.$(timestamp);
copy 
bootflash:/$(SWITCHNAME)-cfg.$(timestamp) 
tftp://1.2.3.4/ vrf management
switch(config-job)# 

特定のジョブに対応するコマンド シーケンスを定

義します。コマンドはセミコロンで区切る必要が

あります。

実行コンフィギュレーションを bootflash 内の

ファイルに保存し、ファイルを bootflash から 
TFTP サーバにコピーするスケジューラ ジョブを

作成する例を示します。ファイル名には、現在の

タイムスタンプとスイッチ名が使用されます。

ステップ 4 show scheduler job [name]

例:
switch(config-job)# show scheduler job

（任意）ジョブ情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config-job)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。
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スケジューラの設定
3. show scheduler job [name]

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

タイムテーブルの定義 
1 つまたは複数のジョブで使用するタイムテーブルをスケジューラで定義できます。

time コマンドで時刻を設定しない場合は、スケジューラは現在の時刻を使用します。たとえば、現在

の時刻が 2008 年 3 月 24 日の 22 時 00 分である場合、ジョブは次のように開始されます。

• スケジューラは、time start 23:00 repeat 4:00:00 コマンドの開始時刻が 2008 年 3 月 24 日 23 時 
00 分であると見なします。

• スケジューラは、time daily 55 コマンドの開始時刻が、毎日 22 時 55 分であると見なします。

• スケジューラは、time weekly 23:00 コマンドの開始時刻が、毎週金曜日の 23 時 00 分であると見

なします。

• スケジューラは、time monthly 23:00 コマンドの開始時刻が、毎月 24 日の 23 時 00 分であると見

なします。

（注） スケジューラは、1 つ前のジョブが完了しない限り、次のジョブを開始しません。たとえば、1 分間隔

で実行するジョブを 22 時 00 分に開始するようジョブをスケジューリングしたが、ジョブを完了するに

は 2 分間必要である場合、ジョブは次のように実行されます。スケジューラは 22 時 00 分に 初のジョ

ブを開始し、22 時 02 分に完了します。次に 1 分間待機し、22 時 03 分に次のジョブを開始します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 no scheduler job name string

例:
switch(config)# no scheduler job name 
configsave
switch(config-job)

特定のジョブおよびそこで定義されたすべてのコ

マンドを削除します。

ステップ 3 show scheduler job [name]

例:
switch(config-job)# show scheduler job name 
configsave

（任意）ジョブ情報を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。
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スケジューラの設定
操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. scheduler schedule name string

3. job name string

4. time daily time

time weekly [[dow:] HH:]MM

time monthly [[dm:] HH:] MM

time start {now repeat repeat-interval | delta-time [repeat repeat-interval]}

5. show scheduler schedule [name]

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one 
per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 scheduler schedule name string

例:
switch(config)# scheduler schedule 
name weekendbackupqos
switch(config-schedule)# 

スケジュールを作成し、スケジュール 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 job name string

例:
switch(config-schedule)# job name 
offpeakZoning

このスケジュールにジョブを関連付けます。1 つのスケ

ジュールに複数のジョブを追加できます。

ステップ 4 time daily time

例:
switch(config-schedule)# time daily 
23:00

ジョブが毎日 HH:MM の形式で指定された時刻に開始す

ることを意味します。

time weekly [[dow:]HH:]MM

例:
switch(config-schedule)# time weekly 
Sun:23:00

ジョブが週の指定された曜日に開始することを意味しま

す。

• 曜日（dow）は次のいずれかの方法で指定されます。

– 曜日を表す整数。たとえば 1 = 日曜日、2 = 月曜

日。

– 曜日の省略形。たとえば Sun = Sunday。

引数全体の 大長は 10 です。
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スケジューラの設定
スケジューラ ログ ファイルの消去 
スケジューラ ログ ファイルを消去できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. clear scheduler logfile

time monthly [[dm:]HH:]MM

例:
switch(config-schedule)# time 
monthly 28:23:00

ジョブが月の特定の日（dm）に開始することを意味しま

す。29、30 または 31 のいずれかを指定した場合、その

ジョブは各月の 終日に開始されます。

time start {now repeat 
repeat-interval | delta-time [repeat 
repeat-interval]}

例:
switch(config-schedule)# time start 
now repeat 48:00

ジョブが定期的に開始することを意味します。

start-time の形式は [[[[yyyy:]mmm:]dd:]HH]:MM です。

• delta-time
スケジュールの設定後、ジョブの開始までの経過時間

を指定します。

• now 
ジョブを今すぐ開始するよう指定します。

• repeat repeat-interval 
ジョブを反復する回数を指定します。

この例では、ただちにジョブが開始され、48 時間間隔で

反復されます。

ステップ 5 show scheduler config

例:
switch(config)# show scheduler 
config

（任意）スケジューラ設定を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップ コンフィギュレーションに

コピーして、変更を継続的に保存します。

コマンドまたはアクション 目的
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スケジューラの設定
手順の詳細

スケジューラのディセーブル化 
スケジューラ機能をディセーブルにできます。

操作の前に 

ジョブを設定およびスケジューリングするには、スケジューラ機能をイネーブルにする必要があります。

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. no feature scheduler 

3. show scheduler config

4. copy running-config startup-config

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one 
per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 clear scheduler logfile

例:
switch(config)# clear scheduler 
logfile

スケジューラ ログ ファイルの消去
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スケジューラの設定確認
手順の詳細

スケジューラの設定確認 
スケジューラの設定情報を表示するには、次のタスクのいずれかを行います。

スケジューラのコンフィギュレーション例
ここでは、次の内容について説明します。

• 「スケジューラ ジョブの作成」（P.9-14）

• 「スケジューラ ジョブのスケジューリング」（P.9-14）

• 「ジョブ スケジュールの表示」（P.9-14）

• 「スケジューラ ジョブの実行結果の表示」（P.9-15）

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 no feature scheduler 

例:
switch(config)# no feature scheduler 

現在の VDC でスケジューラをディセーブルにし

ます。

ステップ 3 show scheduler config

例:
switch(config)# show scheduler config
                      ^
% Invalid command at '^' marker.
switch(config)# 

（任意）スケジューラ設定を表示します。この例

では、スケジューラ機能がディセーブルになって

いるために、コマンドが認識されていません。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

コマンド 目的

show scheduler config スケジューラ設定を表示します。

show scheduler job [name string] 設定されているジョブを表示します。

show scheduler logfile スケジューラ ログ ファイルの内容を表示します。

show scheduler schedule [name string] 設定されているスケジュールを表示します。
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スケジューラのコンフィギュレーション例
スケジューラ ジョブの作成

次に、実行中のコンフィギュレーションを bootflash 内のファイルに保存し、ファイルを bootflash か
ら TFTP サーバにコピーするスケジューラ ジョブを作成する例を示します（ファイル名は、現在のタ

イム スタンプとスイッチ名を使用して作成されます）。

switch# config t
  switch(config)# scheduler job name backup-cfg
    switch(config-job)# cli var name timestamp $(TIMESTAMP);copy running-config 
bootflash:/$(SWITCHNAME)-cfg.$(timestamp);copy bootflash:/$(SWITCHNAME)-cfg.$(timestamp) 
tftp://1.2.3.4/ vrf management
    switch(config-job)# end
  switch(config)# 

スケジューラ ジョブのスケジューリング

次に、backup-cfg という名前のスケジューラ ジョブを、毎日午前 1 時に実行するようスケジューリン

グする例を示します。

switch# config t
  switch(config)# scheduler schedule name daily
    switch(config-if)# job name backup-cfg
    switch(config-if)# time daily 1:00
    switch(config-if)# end
  switch(config)# 

ジョブ スケジュールの表示

次に、ジョブ スケジュールを表示する例を示します。

switch# show scheduler schedule
Schedule Name       : daily
---------------------------
User Name           : admin
Schedule Type       : Run every day at 1 Hrs 00 Mins
Last Execution Time : Fri Jan 2 1:00:00 2009
Last Completion Time: Fri Jan 2 1:00:01 2009
Execution count     : 2
-----------------------------------------------
     Job Name            Last Execution Status
-----------------------------------------------
back-cfg                          Success (0)
switch# 
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その他の関連資料
スケジューラ ジョブの実行結果の表示

次に、スケジューラによって実行されたスケジューラ ジョブの結果を表示する例を示します。

switch# show scheduler logfile
Job Name       : back-cfg                          Job Status: Failed (1)
Schedule Name  : daily                             User Name : admin
Completion time: Fri Jan 1  1:00:01 2009
--------------------------------- Job Output ---------------------------------
`cli var name timestamp 2009-01-01-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/$(HOSTNAME)-cfg.$(timestamp)`
`copy bootflash:/switch-cfg.2009-01-01-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
copy: cannot access file '/bootflash/switch-cfg.2009-01-01-01.00.00'
==============================================================================
Job Name       : back-cfg                          Job Status: Success (0)
Schedule Name  : daily                             User Name : admin
Completion time: Fri Jan 2  1:00:01 2009
--------------------------------- Job Output ---------------------------------
`cli var name timestamp 2009-01-02-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/switch-cfg.2009-01-02-01.00.00`
`copy bootflash:/switch-cfg.2009--01-02-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
Connection to Server Established.
[                         ]         0.50KBTrying to connect to tftp server......
[######                   ]        24.50KB
                                                                              
TFTP put operation was successful
==============================================================================
switch# 

その他の関連資料
スケジューラに関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.9-15）

• 「規格」（P.9-16）

関連資料

関連項目 マニュアル名

スケジューラの CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』 

VDC 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration 
Guide, Release 5.x』
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スケジューラ機能の履歴
規格

スケジューラ機能の履歴
表 9-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 9-2 スケジューラ機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

スケジューラ 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。
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C H A P T E R 10

SNMP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で SNMP 機能を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「SNMP の概要」（P.10-1）

• 「SNMP のライセンス要件」（P.10-6）

• 「SNMP の前提条件」（P.10-7）

• 「注意事項および制約事項」（P.10-7） 

• 「デフォルト設定」（P.10-7）

• 「SNMP の設定」（P.10-7）

• 「SNMP コンフィギュレーションの確認」（P.10-28）

• 「SNMP のコンフィギュレーション例」（P.10-28）

• 「その他の関連資料」（P.10-29）

• 「SNMP 機能の履歴」（P.10-30）

SNMP の概要
Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）は、SNMP マネー

ジャとエージェント間の通信用メッセージ フォーマットを提供する、アプリケーションレイヤ プロト

コルです。SNMP はネットワーク デバイスのモニタリングや管理に使用される、標準化されたフレー

ムワークと共通言語を提供します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「SNMP 機能の概要」（P.10-2）

• 「SNMP 通知」（P.10-2）

• 「SNMPv3」（P.10-2）

• 「SNMP および EEM」（P.10-5）

• 「マルチインスタンス サポート」（P.10-5）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.10-6）

• 「仮想化サポート」（P.10-6）
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SNMP の概要
SNMP 機能の概要

SNMP フレームワークは、3 つの部分からなります。

• SNMP マネージャ：SNMP を使用してネットワーク デバイスの動作を制御およびモニタするため

のシステム。

• SNMP エージェント：管理デバイス内部のソフトウェア コンポーネント。デバイスに関するデー

タを維持し、必要に応じてこれらのデータを管理システムに伝えます。Cisco NX-OS はエージェ

ントおよび MIB をサポートします。SNMP エージェントをイネーブルにするには、マネージャと

エージェント間の関係を定義する必要があります。

• Management Information Base（MIB; 管理情報ベース）：SNMP エージェント上の管理対象オブ

ジェクトのコレクション。

SNMP は RFC 3411 ～ 3418 で定義されています。

Cisco NX-OS は SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 をサポートします。SNMPv1 および 
SNMPv2c はどちらも、コミュニティベースのセキュリティ形式を使用します。

Cisco NX-OS は IPv6 による SNMP をサポートしています。

SNMP 通知

SNMP の重要な機能の 1 つは、SNMP エージェントから通知を作成できるということです。これらの

通知は、SNMP マネージャからの要求送信を必要としません。通知によって、不正なユーザ認証、再

起動、接続の終了、ネイバー ルータとの接続切断、またはその他の重要イベントを示すことができま

す。

Cisco NX-OS はトラップまたは応答要求のどちらかとして SNMP 通知を生成します。トラップは、

エージェントからホスト レシーバ テーブルで指定された SNMP マネージャに送信される、非同期の非

確認応答メッセージです（「VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定」（P.10-13）を参照）。応答要

求は、SNMP エージェントから SNMP マネージャに送信される非同期メッセージで、マネージャは受

信したことを確認応答で伝える必要があります。

トラップは応答要求より信頼性が低くなります。トラップの受信時に、SNMP マネージャが確認応答

を送信しないので、Cisco NX-OS はトラップが受信されたかどうかを判断できないからです。応答要

求を受信した場合、SNMP マネージャは SNMP 応答 Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユ
ニット）を使用して、メッセージを確認します。応答がなかった場合、Cisco NX-OS はもう一度、応

答要求を送信します。

複数のホスト レシーバに通知を送信するように、Cisco NX-OS を設定できます。ホスト レシーバの詳

細については、「SNMP 通知レシーバの設定」（P.10-11）を参照してください。

SNMPv3
SNMPv3 は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバイスへ

のセキュア アクセスを実現します。SNMPv3 が提供するセキュリティ機能は、次のとおりです。

• メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされていないことを保証します。

• 認証：有効な送信元からのメッセージであることを判別します。

• 暗号化：パケット内容のスクランブルによって、不正な送信元で判読できないようにします。
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SNMP の概要
SNMPv3 は、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方を提供します。セキュリティ モデル

は、ユーザおよびユーザに与えられている役割に合わせて設定される認証方式です。セキュリティ レ
ベルは、セキュリティ モデル内で許可されるセキュリティ レベルです。セキュリティ モデルとセキュ

リティ レベルのコンビネーションによって、SNMP パケットを取り扱うときに使用するセキュリティ 
メカニズムが決まります。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「SNMPv1、v2、v3 のセキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル」（P.10-3）

• 「ユーザベースのセキュリティ モデル」（P.10-4）

• 「CLI および SNMP ユーザの同期」（P.10-4）

• 「グループベースの SNMP アクセス」（P.10-5）

SNMPv1、v2、v3 のセキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

セキュリティ レベルによって、SNMP メッセージを開示から保護する必要があるか、メッセージの認

証が必要かどうかが決定されます。セキュリティ モデル内に存在する各種セキュリティ レベルは、次

のとおりです。

• noAuthNoPriv：認証も暗号化も行わないセキュリティ レベル

• authNoPriv：認証は行うが暗号化は行わないセキュリティ レベル

• authPriv：認証と暗号化の両方を行うセキュリティ レベル

SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 という 3 つのセキュリティ モデルを使用できます。セキュリティ レ
ベルと組み合わされたセキュリティ モデルによって、SNMP メッセージの処理時に適用されるセキュ

リティ メカニズムが決まります。

表 10-1 に、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルのコンビネーションの意味を示します。

表 10-1 SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデル レベル 認証 暗号化 動作

v1 noAuthNoPriv コミュニティ ス
トリング

なし コミュニティ ストリングの照合を使

用して認証します。

v2c noAuthNoPriv コミュニティ ス
トリング

なし コミュニティ ストリングの照合を使

用して認証します。

v3 noAuthNoPriv ユーザ名 なし ユーザ名の照合を使用して認証しま

す。

v3 authNoPriv HMAC-MD5 ま
たは HMAC-SHA

なし Hash-Based Message Authentication 
Code（HMAC）Message Digest 5

（MD5）アルゴリズムまたは HMAC 
Secure Hash Algorithm（SHA）に基

づいて認証します。

v3 authPriv HMAC-MD5 ま
たは HMAC-SHA

DES HMAC-MD5 または HMAC-SHA ア
ルゴリズムに基づいて認証します。

Cipher Block Chaining（CBC; 暗号ブ

ロック連鎖）Data Encryption 
Standard（DES ; データ暗号規格）56 
規格に基づいた認証に加え、DES 56 
ビット暗号化を行います。
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SNMP の概要
ユーザベースのセキュリティ モデル

SNMPv3 User-Based Security Model（USM; ユーザベース セキュリティ モデル）は SNMP メッセー

ジレベル セキュリティを参照し、次のサービスを提供します。

• メッセージの完全性：メッセージが不正な方法で変更または破壊されず、データ シーケンスが悪

意なく起こり得る範囲を超えて変更されていないことを保証します。

• メッセージ起点認証：ユーザのために受信したデータの起点として主張されたアイデンティティが

確認されていることを保証します。

• メッセージの機密性：不正な個人、エンティティ、またはプロセスに対して、情報が使用可能に

なったり開示されたりしていないことを保証します。

SNMPv3 で管理操作が許可されるのは、設定ユーザおよび暗号化 SNMP メッセージによる場合だけ

です。

Cisco NX-OS では、SNMPv3 に対応する 2 種類の認証プロトコルを使用します。

• HMAC-MD5-96 認証プロトコル 

• HMAC-SHA-96 認証プロトコル

Cisco NX-OS は、SNMPv3 メッセージ暗号化用プライバシー プロトコルの 1 つとして、Advanced 
Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）を使用し、RFC 3826 に準拠します。

priv オプションで、SNMP セキュリティ暗号化に DES を使用するか、それとも 128 ビット AES 暗号

化を使用するかを選択できます。priv オプションと aes-128 トークンを組み合わせた場合は、このプ

ライバシー パスワードが 128 ビットの AES キーを作成するためのものであることを意味します。AES 
priv パスワードは、8 文字以上の長さにできます。パスフレーズをクリア テキストで指定する場合は、

大文字と小文字を区別して、 大 64 文字の英数字を指定できます。ローカライズしたキーを使用する

場合は、130 文字まで指定できます。

（注） 外部 AAA サーバを使用する SNMPv3 動作の場合は、外部 AAA サーバ上のユーザ コンフィギュレー

ションで、プライバシー プロトコルとして AES を使用する必要があります。

CLI および SNMP ユーザの同期

SNMPv3 のユーザ管理は、Access Authentication and Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティ

ング） サーバ レベルで集中させることができます。この集中ユーザ管理によって、Cisco NX-OS の 
SNMP エージェントは AAA サーバのユーザ認証サービスを活用できます。ユーザ認証が確認される

と、SNMP PDU がさらに処理されます。また、ユーザ グループ名の保管に AAA サーバも使用されま

す。SNMP ではグループ名を使用して、スイッチでローカルに使用できるアクセスおよびロール ポリ

シーを適用します。

ユーザ グループ、ロール、またはパスワードのコンフィギュレーションを変更すると、SNMP と AAA 
の両方について、データベースの同期が図られます。

Cisco NX-OS では次のように、ユーザ設定を同期させます。

• snmp-server user コマンドで指定された認証パスフレーズが CLI ユーザのパスワードになります。

• username コマンドで指定されたパスワードが SNMP ユーザの認証およびプライバシー パスフ

レーズになります。

• SNMP または CLI を使用してユーザを作成または削除すると、SNMP と CLI の両方でユーザが作

成または削除されます。

• ユーザとロール（役割）間のマッピング変更は、SNMP と CLI で同期します。

• CLI から行ったロール変更（削除または変更）は、SNMPと同期します。
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SNMP の概要
（注） パスフレーズまたはパスワードをローカライズしたキーおよび暗号形式で設定した場合、

Cisco NX-OS はユーザ情報（パスワードやロールなど）を同期させません。

Cisco NX-OS はデフォルトで、同期したユーザ コンフィギュレーションを 60 分間維持します。このデ

フォルト値の変更方法については、「AAA 同期時間の変更」（P.10-28）を参照してください。

グループベースの SNMP アクセス

（注） グループが業界全体で使用されている標準的な SNMP 用語なので、この SNMP の項では、ロールのこ

とをグループと言います。

SNMP のアクセス権は、グループ別に編成されます。SNMP の各グループは、CLI でのロールと同様

です。各グループは読み取りアクセス権または読み取りと書き込みアクセス権を指定して定義します。

自分のユーザ名を作成すると、エージェントとの通信を開始し、管理者に自分のロールを設定してもら

い、そのロールに自分を追加してもらうことができます。

SNMP および EEM
Embedded Event Manager（EEM）機能は、SNMP MIB オブジェクトを含むイベントをモニタし、こ

れらのイベントに基づいてアクションを開始します。SNMP 通知の送信もアクションの 1 つです。

EEM は SNMP 通知として、CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB の cEventMgrPolicyEvent を送

信します。

EEM の詳細については、第 13 章「Embedded Event Manager の設定」を参照してください。

マルチインスタンス サポート

デバイスはプロトコル インスタンス、VRF など、論理ネットワーク エンティティのインスタンスを複

数サポートできます。大部分の既存 MIB は、これら複数の論理ネットワーク エンティティを識別でき

ません。たとえば、元々の OSPF-MIB ではデバイス上のプロトコル インスタンスが 1 つであることが

前提になりますが、現在はデバイス上で複数の OSPF インスタンスを設定できます。

SNMPv3 ではコンテキストを使用して、複数のインスタンスを識別します。SNMP コンテキストは管

理情報のコレクションであり、SNMP エージェントを通じてアクセスできます。デバイスは、さまざ

まな論理ネットワーク エンティティの複数のコンテキストをサポートできます。SNMP コンテキスト

によって、SNMP マネージャはさまざまな論理ネットワーク エンティティに対応するデバイス上でサ

ポートされる、MIB モジュールの複数のインスタンスの 1 つにアクセスできます。

Cisco NX-OS は、SNMP コンテキストと論理ネットワーク エンティティ間のマッピングのために、

CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB をサポートします。SNMP コンテキストは VRF、プロトコル イ
ンスタンス、またはトポロジに関連付けることができます。

SNMPv3 は、SNMPv3 PDU の contextName フィールドでコンテキストをサポートします。この 
contextName フィールドを特定のプロトコル インスタンスまたは VRF にマッピングできます。

SNMPv2c の場合は、SNMP-COMMUNITY-MIB の snmpCommunityContextName MIB オブジェクト

を使用して、SNMP コミュニティをコンテキストにマッピングできます（RFC 3584）。さらに 
CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB または CLI を使用すると、この snmpCommunityContextName を
特定のプロトコル インスタンスまたは VRF にマッピングできます。
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SNMP のライセンス要件
SNMP コンテキストを論理ネットワーク エンティティにマッピングする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 SNMPv3 コンテキストを作成します。

ステップ 2 論理ネットワーク エンティティのインスタンスを決定します。

ステップ 3 SNMPv3 コンテキストを論理ネットワーク エンティティにマッピングします。

ステップ 4 任意で、SNMPv3 コンテキストを SNMPv2c コミュニティにマッピングします。

詳細については、「コンテキストとネットワーク エンティティ間のマッピング設定」（P.10-25）を参照

してください。

ハイ アベイラビリティ

Cisco NX-OS は、SNMP のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイ

ザ スイッチオーバー後に、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

仮想化サポート

Cisco NX-OS は、Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）ごとに SNMP インスタ

ンスを 1 つずつサポートします。デフォルトでは、Cisco NX-OS はデフォルトの VDC が使用されるよ

うにします。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration 
Guide, Release 5.x』を参照してください。

SNMP は複数の MIB モジュール インスタンスをサポートし、それらを論理ネットワーク エンティ

ティにマッピングします。詳細については、「マルチインスタンス サポート」（P.10-5）を参照してくだ

さい。

SNMP も VRF を認識します。特定の VRF を使用して、SNMP 通知ホスト レシーバに接続するように 
SNMP を設定できます。通知が発生した VRF に基づいて、SNMP ホスト レシーバへの通知をフィル

タリングするように SNMP を設定することもできます。詳細については、「VRF を使用する SNMP 通
知レシーバの設定」（P.10-13）を参照してください。

SNMP のライセンス要件 

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS SNMP にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS シス

テム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の

詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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SNMP の前提条件
SNMP の前提条件
SNMP の前提条件は、次のとおりです。

• VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールし、所定の VDC を開始す

る必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

注意事項および制約事項
SNMP に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• Cisco NX-OS は一部の SNMP MIB について、読み取り専用アクセスをサポートします。詳細につ

いては次の URL にアクセスして、Cisco NX-OS の MIB サポート リストを参照してください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

デフォルト設定
表 10-2 に、SNMP パラメータのデフォルト設定を示します。

SNMP の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SNMP ユーザの設定」（P.10-8）

• 「SNMP メッセージ暗号化の強制」（P.10-9）

• 「複数のロールに SNMPv3 ユーザを割り当てる場合」（P.10-10）

• 「SNMP コミュニティの作成」（P.10-10）

• 「SNMP 要求のフィルタリング」（P.10-10）

• 「SNMP 通知レシーバの設定」（P.10-11）

• 「SNMP 通知用の発信元 インターフェイスの設定」（P.10-12）

• 「通知ターゲット ユーザの設定」（P.10-12）

• 「VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定」（P.10-13）

• 「帯域内ポートを使用してトラップを送信するための SNMP 設定」（P.10-14）

• 「SNMP 通知のイネーブル」（P.10-16）

• 「インターフェイスに関する linkUp/linkDown 通知のディセーブル」（P.10-23）

• 「インターフェイスの SNMP ifIndex の表示」（P.10-23）

• 「TCP による SNMP のワンタイム認証のイネーブル」（P.10-24）

表 10-2 デフォルトの SNMP パラメータ

パラメータ デフォルト

ライセンス通知 イネーブル
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• 「SNMP スイッチのコンタクト（連絡先）およびロケーション情報の指定」（P.10-24）

• 「コンテキストとネットワーク エンティティ間のマッピング設定」（P.10-25）

• 「SNMP のディセーブル化」（P.10-27）

• 「AAA 同期時間の変更」（P.10-28）

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意してくだ

さい。

SNMP ユーザの設定

SNMP ユーザを設定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. snmp-server user name [auth {md5 | sha} passphrase [auto] [priv [aes-128] passphrase] 
[engineID id] [localizedkey]]

3. show snmp user

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 snmp-server user name [auth {md5 | sha} 
passphrase [auto] [priv [aes-128] 
passphrase] [engineID id] 
[localizedkey]]

例:
switch(config)# snmp-server user Admin 
auth sha abcd1234 priv abcdefgh

認証およびプライバシー パラメータを指定して、

SNMP ユーザを設定します。パスフレーズには 大 
64 の英数字を使用できます。大文字と小文字を区別

します。localizedkey キーワードを使用する場合は、

パスフレーズに大文字と小文字を区別した英数字を 
130 文字まで使用できます。

engineID の形式は、12 桁のコロンで区切った 10 進数

字です。
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SNMP のコンタクトおよびロケーション情報を設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server user Admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh

SNMP メッセージ暗号化の強制

着信要求の認証または暗号化を求めるように、SNMP を設定できます。デフォルトでは、SNMP エー

ジェントは認証および暗号化を行わずに SNMPv3 メッセージを受け付けます。プライバシーを強化す

る場合、Cisco NX-OS は noAuthoNoPriv または authNoPriv の securityLevel パラメータを使用してい

る SNMPv3 PDU に、authorizationError で応答します。

SNMP メッセージの暗号化をユーザに強制するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次

のコマンドを使用します。

SNMP メッセージの暗号化をすべてのユーザに強制するには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで次のコマンドを使用します。

ステップ 3 show snmp user

例:
switch(config-callhome)# show snmp user

（任意）1 つまたは複数の SNMP ユーザに関する情報

を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。

コマンド 目的

コマンド 目的

snmp-server user name enforcePriv

例:
switch(config)# snmp-server user Admin 
enforcePriv

このユーザに SNMP メッセージの暗号化を強制

します。

コマンド 目的

snmp-server globalEnforcePriv

例:
switch(config)# snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに SNMP メッセージの暗号化を

強制します。
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複数のロールに SNMPv3 ユーザを割り当てる場合 
SNMP ユーザの設定後、ユーザに複数のロールを割り当てることができます。

（注） 他のユーザにロールを割り当てることができるのは、network-admin ロールに属しているユーザだけ

です。

SNMP ユーザにロールを割り当てるには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンド

を使用します。

SNMP コミュニティの作成

SNMPv1 または SNMPv2c に対応する SNMP コミュニティを作成できます。

SNMP コミュニティ ストリングを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコ

マンドを使用します。

SNMP 要求のフィルタリング

コミュニティにアクセス リスト（ACL）を割り当てると、SNMP の 着信要求をフィルタできます。割

り当てられた ACL で着信要求パケットが許可されている場合、SNMP は要求を処理します。ACL が
要求を拒否する場合、SNMP は要求をドロップし、システム メッセージを送信します。

ACL は次のパラメータで作成します。

• 発信元 IP アドレス

• 宛先 IP アドレス

• 発信元 ポート

• 宛先ポート

• プロトコル（UDP または TCP）

ACL 作成の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 
5.x』を参照してください。ACL は、UDP および TCP 経由の IPv4 および IPv6 の両方に適用されま

す。

コマンド 目的

snmp-server user name group

例:
switch(config)# snmp-server user Admin 
superuser

この SNMP ユーザを設定済みのユーザ ルールに

関連付けます。

コマンド 目的

snmp-server community name group {ro | rw}

例:
switch(config)# snmp-server community 
public ro 

SNMP コミュニティ ストリングを作成します。
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ACL をコミュニティに割り当てて SNMP 要求をフィルタするには、グローバル コンフィギュレーショ

ン モードで次のコマンドを使用します。

SNMP 通知レシーバの設定

複数のホスト レシーバに対して SNMP 通知を作成するように、Cisco NX-OS を設定できます。

SNMPv1 トラップのホスト レシーバを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次

のコマンドを使用します。

SNMPv2c トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定するには、グローバル コンフィギュレー

ション モードで次のコマンドを使用します。

SNMPv3 トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定するには、グローバル コンフィギュレー

ション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

snmp-server community community-name 
use-acl acl-name

例:
switch(config)# snmp-server community 
public use-acl my_acl_for_public

ACL を SNMP コミュニティに割り当てて SNMP 
要求をフィルタします。

コマンド 目的

snmp-server host ip-address traps version 
1 community [udp_port number]

例:
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 
traps version 1 public

SNMPv1 トラップのホスト レシーバを設定しま

す。ip-address は IPv4 または IPv6 アドレスを使

用できます。community には 大 255 の英数字

を使用できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 
65535 です。

コマンド 目的

snmp-server host ip-address {traps | 
informs} version 2c community [udp_port 
number]

例:
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 
informs version 2c public

SNMPv2c トラップまたは応答要求のホスト レ
シーバを設定します。ip-address は IPv4 または 
IPv6 アドレスを使用できます。community には

大 255 の英数字を使用できます。UDP ポート

番号の範囲は 0 ～ 65535 です。

コマンド 目的

snmp-server host ip-address {traps | 
informs} version 3 {auth | noauth | priv} 
username [udp_port number]

例:
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 
informs version 3 auth NMS

SNMPv3 トラップまたは応答要求のホスト レ
シーバを設定します。ip-address は IPv4 または 
IPv6 アドレスを使用できます。username には

大 255 の英数字を使用できます。UDP ポート番

号の範囲は 0 ～ 65535 です。
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（注） SNMP マネージャは SNMPv3 メッセージを認証して解読するために、Cisco NX-OS デバイスの 
SNMP エンジン ID に基づいてユーザ クレデンシャル（authKey/PrivKey）を調べる必要があります。

SNMP 通知用の発信元 インターフェイスの設定

特定のインターフェイスを通知用の発信元 インターフェイスとして使用するよう、SNMP を設定でき

ます。これは、次のように設定できます。

• すべての通知が、すべての SNMP 通知レシーバへ送信される。

• すべての通知が、特定の SNMP 通知レシーバへ送信される。このコンフィギュレーションは、グ

ローバル発信元インターフェイスのコンフィギュレーションよりも優先されます。

発信元インターフェイスでホスト レシーバを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モー

ドで次のコマンドを使用します。

すべての SNMP 通知を送信するよう発信元インターフェイスを設定するには、グローバル コンフィ

ギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

設定されている発信元インターフェイスの情報を表示するには、show snmp source-interface コマン

ドを使用します。

通知ターゲット ユーザの設定

通知ホスト レシーバに SNMPv3 応答要求通知を送信するには、デバイス上で通知ターゲット ユーザを

設定する必要があります。

Cisco NX-OS は通知ターゲット ユーザのクレデンシャルを使用して、設定された通知ホスト レシーバ

への SNMPv3 応答要求通知メッセージを暗号化します。

コマンド 目的

snmp-server host ip-address 
source-interface if-type if-number 
[udp_port number]

例:
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 
source-interface ethernet 2/1

SNMPv2c トラップまたは応答要求のホスト レ
シーバを設定します。ip-address は IPv4 または 
IPv6 アドレスを使用できます。サポートされて

いるインターフェイス タイプを調べるには、? を
使用します。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 
65535 です。

このコンフィギュレーションは、グローバル発信

元インターフェイスのコンフィギュレーションよ

りも優先されます。

コマンド 目的

snmp-server source-interface {traps | 
informs} if-type if-number

例:
switch(config)# snmp-server 
source-interface traps ethernet 2/1

SNMPv2c トラップまたは応答要求を送信するよ

う発信元インターフェイスを設定します。サポー

トされているインターフェイス タイプを調べる

には、? を使用します。
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（注） 受信した応答要求 PDU を認証して解読する場合、Cisco NX-OS で設定されているのと同じ、応答要求

を認証して解読するユーザ クレデンシャルが通知ホスト レシーバに必要です。

通知ターゲット ユーザを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを

使用します。

VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定

SNMP 通知レシーバの VRF 到達可能性およびフィルタリング オプションを設定すると、SNMP に
よって CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB の cExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。

（注） VRF 到達可能性またはフィルタリング オプションを設定する前に、ホストを設定する必要があります。

設定された VRF を使用してホスト レシーバに接続するように Cisco NX-OS を設定できます。

ホスト レシーバへの通知の送信に使用する VRF を設定するには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

snmp-server user name [auth {md5 | sha} 
passphrase [auto] [priv [aes-128] 
passphrase] [engineID id]

例:
switch(config)# snmp-server user NMS auth 
sha abcd1234 priv abcdefgh engineID 
00:00:00:63:00:01:00:10:20:15:10:03

通知ホスト レシーバのエンジン ID を指定して、

通知ターゲット ユーザを設定します。engineID 
の形式は、12 桁のコロンで区切った 10 進数字で

す。

コマンド 目的

snmp-server host ip-address use-vrf 
vrf_name [udp_port number]

例:
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 
use-vrf Blue

特定の VRF を使用してホスト レシーバと通信す

るように SNMP を設定します。ip-address は 
IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。VRF 
名には 大 255 の英数字を使用できます。UDP 
ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。このコマ

ンドによって、

CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の 
ExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されま

す。

no snmp-server host ip-address use-vrf 
vrf_name [udp_port number]

例:
switch(config)# no snmp-server host 
192.0.2.1 use-vrf Blue

設定済みホストの VRF 到達可能性情報を削除し、

CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の 
ExtSnmpTargetVrfTable からエントリを削除しま

す。

ip-address は IPv4 または IPv6 アドレスを使用で

きます。

ホスト設定は削除されません。
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通知が発生した VRF に基づいて、通知をフィルタリングするように Cisco NX-OS を設定できます。

設定された VRF に基づいて通知をフィルタリングするには、グローバル コンフィギュレーション モー

ドで次のコマンドを使用します。

帯域内ポートを使用してトラップを送信するための SNMP 設定

帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう SNMP を設定できます。このようにするには、（グ

ローバルまたはホスト レベルで）発信元インターフェイスを設定し、トラップを送信するための VRF 
を設定します。

手順の概要

1. config t

2. snmp-server source-interface traps if-type if-number

3. show snmp source-interface

4. snmp-server host ip-address use-vrf vrf_name [udp_port number]

5. show snmp host

6. copy running-config startup-config

コマンド 目的

snmp-server host ip-address filter-vrf 
vrf_name [udp_port number]

例:
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 
filter-vrf Red

設定された VRF に基づいて、通知ホスト レシー

バへの通知をフィルタリングします。ip-address 
は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

VRF 名には 大 255 の英数字を使用できます。

UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。

このコマンドによって、

CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の 
ExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されま

す。

no snmp-server host ip-address filter-vrf 
vrf_name 

例:
switch(config)# no snmp-server host 
192.0.2.1 filter-vrf Red

設定済みホストの VRF フィルタ情報を削除し、

CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の 
ExtSnmpTargetVrfTable からエントリを削除しま

す。

ip-address は IPv4 または IPv6 アドレスを使用で

きます。このコマンドによってホスト設定は削除

されません。
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手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 snmp-server source-interface traps 
if-type if-number

例:
switch(config)# snmp-server 
source-interface traps ethernet 1/2

SNMP トラップを送信するための発信元インターフェ

イスをグローバルに設定します。サポートされている

インターフェイス タイプを調べるには、? を使用しま

す。

グローバル レベルまたはホスト レベルで発信元イン

ターフェイスを設定できます。発信元インターフェイ

スをグローバルに設定すると、新しいホスト コン

フィギュレーションはグローバルなコンフィギュレー

ションを使用してトラップを送信します。

（注） 発信元インターフェイスをホスト レベルで設

定するには、snmp-server host ip-address 
source-interface if-type if-number コマンドを

使用します。

ステップ 3 show snmp source-interface

例:
switch(config)# show snmp 
source-interface

（任意）設定した発信元インターフェイスの情報を表

示します。

ステップ 4 snmp-server host ip-address use-vrf 
vrf_name [udp_port number]

例:
switch(config)# snmp-server host 
171.71.48.164 use_vrf default

特定の VRF を使用してホスト レシーバと通信するよ

うに SNMP を設定します。ip-address は IPv4 または 
IPv6 アドレスを使用できます。VRF 名には 大 255 
の英数字を使用できます。UDP ポート番号の範囲は 
0 ～ 65535 です。このコマンドによって、

CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の 
ExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。

（注） デフォルトでは、SNMP は管理 VRF を使用し

てトラップを送信します。管理 VRF を使用し

ない場合は、このコマンドを使用して対象の 
VRF を指定する必要があります。

ステップ 5 show snmp host

例:
switch(config)# show snmp host

（任意）設定した SNMP ホストの情報を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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次に、グローバルに設定した帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう SNMP を設定する例を

示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server source-interface traps ethernet 1/2
switch(config)# show snmp source-interface
-------------------------------------------------------------------
Notification                     source-interface
-------------------------------------------------------------------
trap                            Ethernet1/2

inform                                 -
-------------------------------------------------------------------

switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 use_vrf default
switch(config)# show snmp host
-------------------------------------------------------------------
Host                            Port Version  Level  Type   SecName
-------------------------------------------------------------------
171.71.48.164                    162  v2c      noauth trap   public

Use VRF: default

Source interface: Ethernet 1/2
-------------------------------------------------------------------

SNMP 通知のイネーブル

通知をイネーブルまたはディセーブルにできます。通知の名前を指定しなかった場合、Cisco NX-OS 
はすべての通知をイネーブルにします。

表 10-3 に、Cisco NX-OS MIB に関する通知をイネーブルにする、コマンドを示します。

（注） snmp-server enable traps コマンドを使用すると、設定されている通知ホスト サーバに応じて、ト

ラップおよび応答要求の両方がイネーブルになります。

表 10-3 SNMP 通知のイネーブル  

MIB 関連コマンド

すべての通知 snmp-server enable traps
CISCO-AAA-SERVER-MIB snmp-server enable traps aaa

snmp-server enable traps aaa server-state-change
CISCO-BGP4-MIB snmp-server enable traps bgp
CISCO-STP-BRIDGE-MIB snmp-server enable traps bridge

snmp-server enable traps bridge newroot
snmp-server enable traps bridge topologychange

CISCO-CALLHOME-MIB snmp-server enable traps callhome
snmp-server enable traps callhome event-notify
snmp-server enable traps callhome smtp-send-fail
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SNMP の設定
CISCO-CFS-MIB snmp-server enable traps cfs
snmp-server enable traps cfs merge-failure
snmp-server enable traps cfs state-change-notif

CISCO-CONFIG-MAN-MIB snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps config ccmCLIRunningConfigChanged

CISCO-EIGRP-MIB snmp-server enable traps eigrp [tag]

ENTITY-MIB、
CISCO-ENTITY-SENSOR-
MIB

snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps entity entity_fan_status_change
snmp-server enable traps entity entity_mib_change
snmp-server enable traps entity entity_module_inserted
snmp-server enable traps entity entity_module_removed
snmp-server enable traps entity entity_module_status_change
snmp-server enable traps entity entity_power_out_change
snmp-server enable traps entity entity_power_status_change
snmp-server enable traps entity entity_unrecognised_module

CISCO-FEATURE-
CONTROL-MIB

snmp-server enable traps feature-control
snmp-server enable traps feature-control 
FeatureOpStatusChange

CISCO-HSRP-MIB snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps hsrp state-change

CISCO-LICENSE-MGR-MIB snmp-server enable traps license
snmp-server enable traps license notify-license-expiry
snmp-server enable traps license notify-license-expiry-warning
snmp-server enable traps license notify-licensefile-missing
snmp-server enable traps license notify-no-license-for-feature

IF-MIB snmp-server enable traps link
snmp-server enable traps link IETF-extended-linkDown
snmp-server enable traps link IETF-extended-linkUp
snmp-server enable traps link cisco-extended-linkDown
snmp-server enable traps link cisco-extended-linkUp
snmp-server enable traps link linkDown
snmp-server enable traps link Up

OSPF-MIB、
OSPF-TRAP-MIB

snmp-server enable traps ospf [tag]
snmp-server enable traps ospf lsa
snmp-server enable traps ospf rate-limit rate

CISCO-PORT-SECURITY-
MIB

snmp-server enable traps port-security
snmp-server enable traps port-security 
access-secure-mac-violation
snmp-server enable traps port-security 
trunk-secure-mac-violation

CISCO-RF-MIB snmp-server enable traps rf
snmp-server enable traps rf redundancy_framework

表 10-3 SNMP 通知のイネーブル（続き） 

MIB 関連コマンド
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SNMP の設定
ライセンス通知は、デフォルトでイネーブルです。その他の通知はすべて、デフォルトでディセーブル

です。

指定した通知をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを

使用します。

CISCO-RMON-MIB snmp-server enable traps rmon
snmp-server enable traps rmon fallingAlarm
snmp-server enable traps rmon hcFallingAlarm
snmp-server enable traps rmon hcRisingAlarm
snmp-server enable traps rmon risingAlarm

SNMPv2-MIB snmp-server enable traps snmp
snmp-server enable traps snmp authentication

CISCO-STPX-MIB snmp-server enable traps stpx
snmp-server enable traps stpx inconsistency
snmp-server enable traps stpx loop-inconsistency
snmp-server enable traps stpx root-inconsistency

CISCO-SYSTEM-EXT-MIB sysmgr
sysmgr cseFailSwCoreNotifyExtended

UPGRADE-MIB upgrade
upgrade UpgradeJobStatusNotify
upgrade UpgradeOpNotifyOnCompletion

ZONE-MIB zone
zone default-zone-behavior-change
zone merge-failure
zone merge-success
zone request-reject1
zone unsupp-mem

表 10-3 SNMP 通知のイネーブル（続き） 

MIB 関連コマンド

コマンド 目的

snmp-server enable traps 

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 

すべての SNMP 通知をイネーブルにします。

snmp-server enable traps aaa 
[server-state-change] 

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
aaa

AAA SNMP 通知をイネーブルにします。任意

で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• server-state-change：AAA サーバの状態変

化通知をイネーブルにします。

snmp-server enable traps bgp 

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
bgp

BGP SNMP 通知をイネーブルにします。
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SNMP の設定
snmp-server enable traps bridge
[newroot]
[topologychange] 

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
bridge

STP ブリッジ SNMP 通知をイネーブルにします。

任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• newroot：STP の新しいルート ブリッジ通知

をイネーブルにします。

• topologychange：STP ブリッジのトポロジ

変更通知をイネーブルにします。

snmp-server enable traps callhome 
[event-notify]
[smtp-send-fail]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
callhome

Call Home 通知をイネーブルにします。任意で、

次の特定の通知をイネーブルにします。

• event-notify：Call Home の外部イベント通

知をイネーブルにします。

• smtp-send-fail：Simple Mail Transfer 
Protocol（SMTP; 簡易メール転送プロトコ

ル）メッセージの送信失敗通知をイネーブル

にします。

snmp-server enable traps cfs
[merge-failure]
[state-change-notif]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
cfs

Cisco Fabric Services（CFS）の通知をイネーブ

ルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブ

ルにします。

• merge-failure：CFS のマージ失敗通知をイ

ネーブルにします。

• state-change-notif：CFS の状態変化通知を

イネーブルにします。

snmp-server enable traps config 
[ccmCLIRunningConfigChanged]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
config

コンフィギュレーションの変更に対して SNMP 
通知をイネーブルにします。

• ccmCLIRunningConfigChanged：実行中

または起動時のコンフィギュレーションで、

コンフィギュレーションの変更に対して 
SNMP 通知をイネーブルにします。

snmp-server enable traps eigrp [tag]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
eigrp

CISCO-EIGRP-MIB SNMP 通知をイネーブルに

します。

コマンド 目的
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SNMP の設定
snmp-server enable traps entity 
[entity_fan_status_change]
[entity_mib_change]
[entity_module_inserted]
[entity_module_removed]
[entity_module_status_change]
[entity_power_out_change]
[entity_power_status_change]
[entity_unrecognised_module]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
entity

ENTITY-MIB SNMP 通知をイネーブルにします。

任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• entity_fan_status_change：エンティティ 
ファンの状態変化通知をイネーブルにします。

• entity_mib_change：エンティティ MIB 変
更通知をイネーブルにします。

• entity_module_inserted：エンティティ モ
ジュール挿入通知をイネーブルにします。

• entity_module_removed：エンティティ モ
ジュール削除通知をイネーブルにします。

• entity_module_status_change：エンティ

ティ モジュール ステータス変更通知をイ

ネーブルにします。

• entity_power_out_change：エンティティの

出力パワー変更通知をイネーブルにします。

• entity_power_status_change：エンティ

ティのパワー ステータス変更通知をイネー

ブルにします。

• entity_unrecognised_module：エンティ

ティの未確認モジュール通知をイネーブルに

します。

snmp-server enable traps feature-control 
[FeatureOpStatusChange]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
feature-control

機能制御 SNMP 通知をイネーブルにします。任

意で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• FeatureOpStatusChange：機能操作の状態

変化通知をイネーブルにします。

snmp-server enable traps hsrp 
[state-change]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
hsrp

CISCO-HSRP-MIB SNMP 通知をイネーブルに

します。任意で、次の特定の通知をイネーブルに

します。

• state-change：HSRP の状態変化通知をイ

ネーブルにします。

snmp-server enable traps license 
[notify-license-expiry] 
[notify-license-expiry-warning] 
[notify-licensefile-missing] 
[notify-no-license-for-feature]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
license

ライセンス SNMP 通知をイネーブルにします。

任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• notify-license-expiry：ライセンス失効通知

をイネーブルにします。

• notify-license-expiry-warning：ライセンス

失効の警告通知をイネーブルにします。

• notify-licensefile-missing：ライセンス ファ

イル不明通知をイネーブルにします。

• notify-no-license-for-feature：
no-license-installed-for-feature 通知をイネー

ブルにします。

コマンド 目的
10-20
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x



 

第 10 章      SNMP の設定
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snmp-server enable traps link 
[IETF-extended-linkDown] 
[IETF-extended-linkUp] 
[cisco-extended-linkDown] 
[cisco-extended-linkUp]
[linkDown]
[linkUp]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
link 

IF-MIB リンク通知をイネーブルにします。任意

で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• IETF-extended-linkDown：Internet 
Engineering Task Force（IETF; インター

ネット技術特別調査委員会）の拡張リンク 
ステート ダウン通知をイネーブルにします。

• IETF-extended-linkUp：IETF の拡張リンク 
ステート アップ通知をイネーブルにします。

• cisco-extended-linkDown：Cisco 拡張リンク 
ステート ダウン通知をイネーブルにします。

• cisco-extended-linkUp：Cisco 拡張リンク 
ステート アップ通知をイネーブルにします。

• linkDown：IETF リンク ステート ダウン通

知をイネーブルにします。

• linkUp：IETF リンク ステート アップ通知

をイネーブルにします。

snmp-server enable traps ospf [tag]
[lsa]
[rate-limit rate]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
ospf

Open Shortest Path First（OSPF）通知をイネー

ブルにします。任意で、次の特定の通知をイネー

ブルにします。

• lsa：OSPF LSA 通知をイネーブルにします。

• rate-limit rate：OSPF のレート制限通知を

イネーブルにします。値の範囲は 2 ～ 60 秒
です。デフォルト値は 10 秒です。

snmp-server enable traps port-security
[access-secure-mac-violation] 
[trunk-secure-mac-violation]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
port-security

ポート セキュリティ SNMP 通知をイネーブルに

します。任意で、次の特定の通知をイネーブルに

します。

• access-secure-mac-violation：セキュアな 
Machine Access Control（MAC）違反通知

をイネーブルにします。

• trunk-secure-mac-violation：仮想 LAN
（VLAN）のセキュア MAC 違反通知をイ

ネーブルにします。

snmp-server enable traps rf 
[redundancy-framework]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps rf

Redundancy Framework（RF; 冗長フレームワー

ク）SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、

次の特定の通知をイネーブルにします。

• redundancy-framework：RF スーパーバイ

ザ スイッチオーバー MIB 通知をイネーブル

にします。

コマンド 目的
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snmp-server enable traps rmon
[fallingAlarm]
[hcFallingAlarm]
[hcRisingAlarm]
[risingAlarm]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
rmon

リモート モニタリング（RMON）SNMP 通知を

イネーブルにします。任意で、次の特定の通知を

イネーブルにします。

• fallingAlarm：RMON 下限アラーム通知を

イネーブルにします。

• hcFallingAlarm：RMON high-capacity 下
限アラーム通知をイネーブルにします。

• hcRisingAlarm：RMON high-capacity 上限

アラーム通知をイネーブルにします。

• risingAlarm：RMON 上限アラーム通知を

イネーブルにします。

snmp-server enable traps snmp 
[authentication]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
snmp

一般的な SNMP 通知をイネーブルにします。任

意で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• authentication：SNMP 認証通知をイネーブ

ルにします。

snmp-server enable traps stpx 
[inconsistency]
[loop-inconsistency]
[root-inconsistency] 

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
stpx

STPX MIB 通知をイネーブルにします。任意で、

次の特定の通知をイネーブルにします。

• inconsistency：SNMP STPX MIB 不一致

アップデート通知をイネーブルにします。

• loop-inconsistency：SNMP STPX MIB ルー

プ不一致アップデート通知をイネーブルにし

ます。

• root-inconsistency：SNMP STPX MIB ルー

ト不一致アップデート通知をイネーブルにし

ます。

snmp-server enable traps sysmgr 
[cseFailSwCoreNotifyExtended]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
sysmgr

ソフトウェア変更通知をイネーブルにします。任

意で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• cseFailSwCoreNotifyExtended：ソフト

ウェア コア通知をイネーブルにします。

コマンド 目的
10-22
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x



 

第 10 章      SNMP の設定

SNMP の設定
インターフェイスに関する linkUp/linkDown 通知のディセーブル

個々のインターフェイスに関する linkUp および linkDown 通知をディセーブルにできます。これによ

り、フラッピング インターフェイス（アップとダウン間の移行を繰り返しているインターフェイス）

に関する通知を制限できます。

インターフェイスに関する linkUp/linkDown 通知をディセーブルにするには、インターフェイス コン

フィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

インターフェイスの SNMP ifIndex の表示

SNMP ifIndex は、関連するインターフェイス情報をリンクするために複数の SNMP MIB にわたって

使用されます。ifIndex は、NetFlow がインターフェイスの情報を収集する際にも使用されます。

インターフェイスの SNMP ifIndex 値を表示するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

snmp-server enable traps upgrade 
[UpgradeJobStatusNotify]
[UpgradeOpNotifyOnCompletion]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
upgrade

アップグレード通知をイネーブルにします。任意

で、次の特定の通知をイネーブルにします。

• UpgradeJobStatusNotify：アップグレード 
ジョブ ステータス通知をイネーブルにしま

す。

• UpgradeOpNotifyOnCompletion：アップ

グレード グローバル ステータス通知をイ

ネーブルにします。

snmp-server enable traps zone 
[default-zone-behavior-change]
[merge-failure]
[merge-success]
[request-reject1]
[unsupp-mem]

例:
switch(config)# snmp-server enable traps 
zone

デフォルト ゾーン変更通知をイネーブルにしま

す。任意で、次の特定の通知をイネーブルにしま

す。

• default-zone-behavior-change：デフォルト 
ゾーン動作変更通知をイネーブルにします。

• merge-failure：マージ失敗通知をイネーブ

ルにします。

• merge-success：マージ成功通知をイネーブ

ルにします。

• request-reject1：要求拒否通知をイネーブル

にします。

• unsupp-mem：未サポート メンバ通知をイ

ネーブルにします。

コマンド 目的

コマンド 目的

no snmp trap link-status 

例:
switch(config-if)# no snmp trap link-status

インターフェイスの SNMP リンクステート ト
ラップをディセーブルにします。このコマンド

は、デフォルトでイネーブルになっています。
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SNMP の設定
TCP による SNMP のワンタイム認証のイネーブル

TCP セッションでの 1 回限りの SNMP 認証をイネーブルにできます。

TCP による SNMP のワンタイム認証をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで次のコマンドを使用します。

SNMP スイッチのコンタクト（連絡先）およびロケーション情報の指定

32 文字までの長さで（スペースを含まない）デバイスのコンタクト情報とデバイスのロケーションを

指定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. snmp-server contact name

3. snmp-server location name

4. show snmp

5. copy running-config startup-config

コマンド 目的

show interface snmp-ifindex

例:
switch# show interface snmp-ifindex | grep 
-i Eth12/1
Eth12/1         441974784  (0x1a580000)

すべてのインターフェイスについて、IF-MIB か
ら永続的な SNMP ifIndex 値を表示します。| 
キーワードと grep キーワードを使用すると、出

力で特定のインターフェイスを検索できます。

コマンド 目的

snmp-server tcp-session [auth]

例:
switch(config)# snmp-server tcp-session

TCP セッションでの 1 回限りの SNMP 認証をイ

ネーブルにします。デフォルトはディセーブルで

す。
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SNMP の設定
手順の詳細

SNMP のコンタクトおよびロケーション情報を設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp contact Admin
switch(config)# snmp location Lab-7

コンテキストとネットワーク エンティティ間のマッピング設定

プロトコル インスタンス、VRF などの論理ネットワーク エンティティに対する SNMP コンテキスト

のマッピングを設定できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

論理ネットワーク エンティティのインスタンスを決定します。VRF およびプロトコル インスタスの詳

細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』ま

たは『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』を参照し

てください。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 snmp-server contact name

例:
switch(config)# snmp-server contact 
Admin

SNMP コンタクト名として sysContact を設定します。

ステップ 3 snmp-server location name

例:
switch(config)# snmp-server location 
Lab-7

SNMP ロケーションとして sysLocation を設定します。

ステップ 4 show snmp

例:
switch(config)# show snmp

（任意）1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する

情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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SNMP の設定
手順の概要

1. config t

2. snmp-server context context-name [instance instance-name] [vrf vrf-name] [topology 
topology-name]

3. snmp-server mib community-map community-name context context-name

4. show snmp context

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

VRF red を SNMPv2c のパブリック コミュニティ ストリングにマッピングする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# vrf context red
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# snmp-server context public1 vrf red
switch(config)# snmp-server mib community-map public context public1

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 snmp-server context context-name 
[instance instance-name] [vrf vrf-name] 
[topology topology-name]

例:
switch(config)# snmp-server context 
public1 vrf red

SNMP コンテキストをプロトコル インスタンス、

VRF、またはトポロジにマッピングします。名前には

大 32 の英数字を使用できます。

ステップ 3 snmp-server mib community-map 
community-name context context-name

例:
switch(config)# snmp-server mib 
community-map public context public1

（任意）SNMPv2c コミュニティを SNMP コンテキス

トにマッピングします。名前には 大 32 の英数字を

使用できます。

ステップ 4 show snmp context

例:
switch(config)# show snmp context

（任意）1 つまたは複数の SNMP コンテキストに関す

る情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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SNMP の設定
OSPF インスタンス Enterprise を同じ SNMPv2c パブリック コミュニティ ストリングにマッピングす

る例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# feature ospf
switch(config)# router ospf Enterprise
switch(config-router)# exit
switch(config)# snmp-server context public1 instance Enterprise
switch(config)# snmp-server mib community-map public context public1

SNMP コンテキストと論理ネットワーク エンティティ間のマッピングを削除するには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

SNMP のディセーブル化

デバイス上で SNMP をディセーブルにすることができます。

SNMP をディセーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用

します。

コマンド 目的

no snmp-server context context-name 
[instance instance-name] [vrf vrf-name] 
[topology topology-name]

例:
switch(config)# no snmp-server context 
public1 

SNMP コンテキストとプロトコル インスタンス、

VRF、またはトポロジ間のマッピングを削除し

ます。名前には 大 32 の英数字を使用できます。

（注） コンテキスト マッピングを削除する目的

で、インスタンス、VRF、またはトポロ

ジを入力しないでください。instance、
vrf、または topology キーワードを使用

すると、コンテキストとゼロ長ストリン

グ間のマッピングが設定されます。

コマンド 目的

no snmp-server protocol enable

例:
switch(config)# no snmp-server protocol 
enable

SNMP をディセーブルにします。このコマンド

は、デフォルトでイネーブルになっています。
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SNMP コンフィギュレーションの確認
AAA 同期時間の変更

同期したユーザ コンフィギュレーションを Cisco NX-OS に維持させる時間の長さを変更できます。

AAA 同期時間を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用し

ます。

SNMP コンフィギュレーションの確認
SNMP のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

SNMP のコンフィギュレーション例
次に、Blue VRF を使用して、ある通知ホスト レシーバに Cisco linkUp または Down 通知を送信する

よう Cisco NX-OS を設定し、Admin と NMS という 2 つの SNMP ユーザを定義する例を示します。

config t
snmp-server contact Admin@company.com 
snmp-server user Admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh
snmp-server user NMS auth sha abcd1234 priv abcdefgh engineID 

00:00:00:63:00:01:00:22:32:15:10:03

コマンド 目的

snmp-server aaa-user cache-timeout seconds

例:
switch(config)# snmp-server aaa-user 
cache-timeout 1200.

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ コン

フィギュレーションを維持する時間を設定しま

す。値の範囲は 1 ～ 86400 秒です。デフォルト

値は 3600 です。

コマンド 目的

show interface snmp-ifindex すべてのインターフェイスについて（IF-MIB か
ら）SNMP の ifIndex 値を表示します。

show running-config snmp [all] SNMP の実行コンフィギュレーションを表示し

ます。

show snmp SNMP ステータスを表示します。

show snmp community SNMP コミュニティ ストリングを表示します。

show snmp context SNMP コンテキスト マッピングを表示します。

show snmp engineID SNMP engineID を表示します。

show snmp group SNMP ロールを表示します。

show snmp host 設定した SNMP ホストの情報を表示します。

show snmp session SNMP セッションを表示します。

show snmp source-interface 設定した発信元インターフェイスの情報を表示し

ます。

show snmp trap SNMP 通知がイネーブルなのかディセーブルな

のかを表示します。

show snmp user SNMPv3 ユーザを表示します。
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その他の関連資料
snmp-server host 192.0.2.1 informs version 3 auth NMS
snmp-server host 192.0.2.1 use-vrf Blue
snmp-server enable traps link cisco

次に、ホスト レベルで設定された帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう、SNMP を設定す

る例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 version 2c public
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 source-interface ethernet 1/2
switch(config)# show snmp host
-------------------------------------------------------------------
Host                            Port Version  Level  Type   SecName
-------------------------------------------------------------------
171.71.48.164                    162  v2c      noauth trap   public

Source interface: Ethernet 1/2
-------------------------------------------------------------------

switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 use_vrf default
switch(config)# show snmp host
-------------------------------------------------------------------
Host                            Port Version  Level  Type   SecName
-------------------------------------------------------------------
171.71.48.164                    162  v2c      noauth trap   public

Use VRF: default

Source interface: Ethernet 1/2
-------------------------------------------------------------------

その他の関連資料
SNMP の実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.10-29）

• 「規格」（P.10-30）

• 「MIB」（P.10-30）

関連資料

関連項目 マニュアル名

SNMP CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

MIB http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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SNMP 機能の履歴
規格

MIB

SNMP 機能の履歴 
表 10-4 に、この機能のリリース履歴を示します。

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

MIB MIB のリンク

• SNMP-COMMUNITY-MIB

• SNMP-FRAMEWORK-MIB

• SNMP-NOTIFICATION-MIB

• SNMP-TARGET-MIB

• SNMPv2-MIB

MIB を見つけてダウンロードするには、次の URL を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

表 10-4 SNMP 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

SNMP 通知 5.0(2) snmp-server enable traps コマンドが更新されました。

「SNMP 通知のイネーブル」（P.10-16）を参照してください。

IPv6 サポート 4.2(1) IPv6 SNMP ホストの設定がサポートされました。

ACL を使用したコミュニティでの SNMP 要求

フィルタ

4.2(1) ACL を SNMP コミュニティに割り当てて SNMP 要求を

フィルタします。「SNMP 要求のフィルタリング」

（P.10-10）を参照してください。

SNMP 通知レシーバ用インターフェイスの使用 4.2(1) インターフェイスを SNMP 通知用の発信元インターフェイ

スとして機能するよう指定する機能のサポートが追加され

ました。「SNMP 通知レシーバの設定」（P.10-11）を参照

してください。

SNMP AAA 同期 4.0(3) 同期したユーザ設定のタイムアウトを変更する機能が追加

されました。「AAA 同期時間の変更」（P.10-28）を参照し

てください。

SNMP プロトコル 4.0(3) SNMP プロトコルをディセーブルにする機能を追加 
「SNMP のディセーブル化」（P.10-27）を参照してください。
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C H A P T E R 11

RMON の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で RMON 機能を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「RMON の概要」（P.11-1）

• 「RMON のライセンス要件」（P.11-3）

• 「RMON の前提条件」（P.11-3）

• 「注意事項および制約事項」（P.11-3） 

• 「デフォルト設定」（P.11-3）

• 「RMON の設定」（P.11-4）

• 「RMON コンフィギュレーションの確認」（P.11-7）

• 「RMON のコンフィギュレーション例」（P.11-7）

• 「関連資料」（P.11-7）

• 「その他の関連資料」（P.11-7）

• 「RMON 機能の履歴」（P.11-8）

RMON の概要
RMON は、各種ネットワーク エージェントおよびコンソール システムがネットワーク モニタリング 
データを交換できるようにする、Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管

理プロトコル）Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）の標準モ

ニタリング仕様です。Cisco NX-OS は Cisco NX-OS デバイスをモニタできるように、RMON アラー

ム、イベント、およびログをサポートします。

RMON アラームは、指定されたインターバルで特定の Management Information Base（MIB; 管理情報

ベース）オブジェクトをモニタし、指定されたしきい値になるとアラームを発生させ、次のしきい値で

アラームをリセットします。RMON イベントでアラームを使用すると、RMON アラームの発生時に、

ログ エントリまたは SNMP 通知を生成できます。

RMON はデフォルトでディセーブルであり、Cisco NX-OS ではイベントもアラームも設定されませ

ん。RMON アラームおよびイベントを設定するには、CLI または SNMP 互換ネットワーク管理ステー

ションを使用します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「RMON アラーム」（P.11-2）

• 「RMON イベント」（P.11-2）
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RMON の概要
• 「ハイ アベイラビリティ」（P.11-2）

• 「仮想化サポート」（P.11-3）

RMON アラーム

SNMP INTEGER タイプとして解決される MIB オブジェクトであれば、任意の MIB オブジェクトにア

ラームを設定できます。指定するオブジェクトは、標準のドット付き表記で表した既存の SNMP MIB 
オブジェクトでなければなりません（たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 は ifInOctets.14 を表します）。

アラームを作成する場合は、次のパラメータを指定します。

• モニタする MIB オブジェクト。

• サンプリング インターバル：MIB オブジェクトのサンプル値を収集するために Cisco NX-OS が使

用するインターバル。

• サンプル タイプ：絶対サンプルでは、MIB オブジェクト値の現在のスナップショットを使用しま

す。デルタ サンプルでは、2 つの連続するサンプルを使用し、その差を計算します。

• 上限しきい値：Cisco NX-OS が上限アラームを発生させるか、下限アラームをリセットする値。

• 下限しきい値：Cisco NX-OS が下限アラームを発生させるか、上限アラームをリセットする値。

• イベント：アラーム（上限または下限）発生時に Cisco NX-OS が開始するアクション。

（注） 64 ビット整数 MIB オブジェクトにアラームを設定するには、hcalarms オプションを使用します。

たとえば、エラー カウンタ MIB オブジェクトにデルタ タイプの上限アラームを設定できます。エラー 
カウンタ デルタがこの値を超えると、SNMP 通知を送信するイベントを発生させ、上限アラーム イベ

ントを記録できます。この上限アラームは、エラー カウンタのデルタ サンプルが下限しきい値を下回

らないかぎり、再び発生することはありません。

（注） 下限しきい値は上限しきい値未満でなければなりません。

RMON イベント

RMON アラームごとに特定のイベントを関連付けることができます。RMON がサポートするイベント 
タイプは、次のとおりです。

• SNMP 通知：関連付けられたアラームの発生時に、SNMP risingAlarm または fallingAlarm 通知を

送信します。

• ログ：関連付けられたアラームの発生時に、RMON ログ テーブルにエントリを追加します。

• 両方：関連付けられたアラームの発生時に、SNMP 通知を送信し、RMON ログ テーブルにエント

リを追加します。

下限アラームと上限アラームとで異なるイベントを指定できます。

ハイ アベイラビリティ

Cisco NX-OS は、RMON のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイ

ザ スイッチオーバー後に、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。
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RMON のライセンス要件
仮想化サポート

Cisco NX-OS は、Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）ごとに RMON インス

タンスを 1 つずつサポートします。デフォルトでは、Cisco NX-OS はデフォルトの VDC が使用される

ようにします。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 
5.x』を参照してください。

RMON は Virtual Routing and Forwarding（VRF）を認識します。特定の VRF を使用して RMON 
SMTP サーバに接続するように RMON を設定できます。

RMON のライセンス要件 

RMON の前提条件
RMON の前提条件は、次のとおりです。

VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールし、所定の VDC を開始する必

要があります（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 
5.x』を参照）。

注意事項および制約事項
RMON に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• SNMP 通知イベント タイプを使用するには、SNMP ユーザおよび通知レシーバを設定する必要が

あります。

• RMON アラームを設定できるのは、整数として解決される MIB オブジェクトに限られます。

デフォルト設定
表 11-1 に、RMON パラメータのデフォルト設定を示します。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS RMON にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS シス

テム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の

詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

表 11-1 デフォルトの RMON パラメータ

パラメータ デフォルト

アラーム 未設定

イベント 未設定
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RMON の設定
RMON の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「RMON アラームの設定」（P.11-4）

• 「RMON イベントの設定」（P.11-6）

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意してくだ

さい。

RMON アラームの設定

RMON アラームは、整数ベースのあらゆる SNMP MIB オブジェクトに設定できます。

任意で次のパラメータを指定できます。

• 上限または下限しきい値が指定限度を超えた場合に発生させるイベント番号。

• アラームのオーナー。

操作の前に 

SNMP ユーザを設定し、SNMP 通知をイネーブルにしてあることを確認します（「SNMP の設定」

（P.10-7）を参照）。

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. rmon alarm index mib-object sample-interval {absolute | delta} rising-threshold value 
[event-index] falling-threshold value [event-index] [owner name]

または

rmon hcalarm index mib-object sample-interval {absolute | delta} rising-threshold-high value 
rising-threshold-low value [event-index] falling-threshold-high value falling-threshold-low 
value [event-index] [owner name] [storagetype type]

3. show rmon [alarms | hcalarms]

4. copy running-config startup-config
11-4
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x



 

第 11 章      RMON の設定

RMON の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 rmon alarm index mib-object 
sample-interval {absolute | delta} 
rising-threshold value [event-index] 
falling-threshold value [event-index] 
[owner name]

例:
switch(config)# rmon alarm 20 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 2900 delta 
rising-threshold 1500 1 
falling-threshold 0 owner test

RMON アラームを作成します。値の範囲は 
-2147483647 ～ 2147483647 です。オーナー名は任意

の英数字ストリングにできます。

rmon hcalarm index mib-object 
sample-interval {absolute | delta} 
rising-threshold-high value 
rising-threshold-low value [event-index] 
falling-threshold-high value 
falling-threshold-low value 
[event-index] [owner name] [storagetype 
type]

例:
switch(config)# rmon alarm 20 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.16777216 2900 delta 
rising-threshold-high 15 
rising-threshold-low 151 
falling-threshold-high 0 
falling-threshold-low 0 owner test

RMON 大容量アラームを作成します。値の範囲は 
-2147483647 ～ 2147483647 です。オーナー名は任意

の英数字ストリングにできます。

ストレージ タイプの範囲は 1 ～ 5 です。

ステップ 3 show rmon {alarms | hcalarms}

例:
switch(config)# show rmon alarms

（任意）RMON アラームまたは大容量アラームに関す

る情報を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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RMON の設定
RMON イベントの設定

RMON アラームと関連付ける RMON イベントを設定できます。複数の RMON アラームで同じイベン

トを再使用できます。

操作の前に 

SNMP ユーザを設定し、SNMP 通知をイネーブルにしてあることを確認します（「SNMP の設定」

（P.10-7）を参照）。

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. rmon event index [description string] [log] [trap] [owner name]

3. show rmon events

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 rmon event index [description string] 
[log] [trap] [owner name]

例:
switch(config)# rmon event 1 trap

RMON イベントを設定します。説明のストリングお

よびオーナー名には、任意の英数字を使用できます。

ステップ 3 show rmon events

例:
switch(config)# show rmon events

（任意）RMON イベントに関する情報を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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RMON コンフィギュレーションの確認
RMON コンフィギュレーションの確認
RMON のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

RMON のコンフィギュレーション例
ifInOctets.14 にデルタ上限アラームを作成し、このアラームに通知イベントを関連付ける方法の例を

示します。

config t
 rmon alarm 20 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 2900 delta rising-threshold 1500 1 falling-threshold 

0 owner test
 rmon event 1 trap

関連資料
次の関連項目を参照してください。

• 「SNMP の設定」（P.10-1）

その他の関連資料
RMON の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.11-7）

• 「規格」（P.11-8）

• 「MIB」（P.11-8）

関連資料

コマンド 目的

show rmon alarms RMON アラーム情報を表示します。

show rmon events RMON イベント情報を表示します。

show rmon hcalarms RMON hcalarm 情報を表示します。

show rmon logs RMON ログ情報を表示します。

関連項目 マニュアル名

RMON CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』
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RMON 機能の履歴
規格

MIB

RMON 機能の履歴
表 11-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

MIB MIB のリンク

• RMON-MIB MIB を見つけてダウンロードするには、次の URL を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

表 11-2 RMON 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

RMON 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。
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C H A P T E R 12

オンライン診断機能の設定

この章では、デバイス上で Generic Online Diagnostics（GOLD; 汎用オンライン診断）機能を設定する

方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「オンライン診断機能に関する情報」（P.12-1）

• 「オンライン診断機能のライセンス要件」（P.12-5）

• 「オンライン診断機能の前提条件」（P.12-5）

• 「注意事項および制約事項」（P.12-5）

• 「デフォルト設定」（P.12-5）

• 「オンライン診断機能の設定」（P.12-6）

• 「オンライン診断のコンフィギュレーションの確認」（P.12-11）

• 「オンライン診断のコンフィギュレーション例」（P.12-12）

• 「その他の関連資料」（P.12-12）

• 「オンライン診断機能の履歴」（P.12-13）

（注） この章で扱うコマンドの詳細な構文および使用方法については、

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference, Release 5.x』を参照してく

ださい。

オンライン診断機能に関する情報
オンライン診断機能を使用すると、ハードウェアおよび内部データ パスが設計どおりに動作している

かどうかを確認し、障害を迅速に分離できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「オンライン診断機能の概要」（P.12-2）

• 「起動診断」（P.12-2）

• 「ランタイムまたはヘルス モニタリング診断」（P.12-3）

• 「オンデマンド診断」（P.12-4） 

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.12-4）

• 「仮想化サポート」（P.12-5）
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オンライン診断機能に関する情報
オンライン診断機能の概要

オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブ ネットワークに接続したまま、デバイスの

ハードウェア機能をテストして確認できます。

オンライン診断機能には、さまざまなハードウェア コンポーネントを検査し、データ パスと制御信号

を確認するテストが組み込まれています。中断を伴うオンライン診断テスト（破壊モードのループバッ

ク テストなど）、および中断を伴わないオンライン診断テスト（ASIC レジスタ検査など）は、起動時、

ライン モジュールの Online Insertion and Removal（OIR; 活性挿抜）時、およびシステム リセット時

に実行されます。中断を伴わないオンライン診断テストは、バックグラウンド ヘルス モニタリングの

一部として実行され、これらのテストはオンデマンドで実行できます。

オンライン診断は、起動、ランタイムまたはヘルスモニタリング診断、およびオンデマンド診断に分類

されます。起動診断は起動時に、ヘルスモニタリング テストはバックグラウンドで、オンデマンド診

断はアクティブ ネットワークにデバイスが接続されたときに 1 回だけ、またはユーザが指定した間隔

で実行されます。

起動診断 
起動診断は起動中に実行され、Cisco NX-OS がモジュールをオンラインにする前に、障害ハードウェ

アが検出されます。たとえば、デバイスに障害モジュールを搭載した場合、起動診断でモジュールがテ

ストされ、デバイスがそのモジュールをトラフィックの転送に使用しないうちに、モジュールがオフラ

インにされます。

起動診断では、スーパーバイザとモジュール ハードウェア間、およびすべての ASIC のデータ パスと

制御パス間の接続も検査されます。表 12-1 で、スーパーバイザの起動診断テストについて説明します。

（注） モジュールでは、テスト ID 1 を使用し、非破壊モードの起動テストとして EOBCPortLoopback テスト

が実行されます。

起動診断テストはエラーを Onboard Failure Logging（OBFL）および syslog に記録し、診断の LED 表
示（オン、オフ、合格、失敗）を開始します。

起動診断テストをバイパスするように Cisco NX-OS を設定することも、またはすべての起動診断テス

トを実行するように設定することもできます。「起動診断レベルの設定」（P.12-6）を参照してくださ

い。

表 12-1 起動診断

テスト ID 診断テスト 説明

1 ManagementPortLoopback 中断を伴うテスト、非オンデマンド型テスト

モジュールの管理ポートでループバックをテスト

2 EOBCPortLoopback 中断を伴うテスト、非オンデマンド型テスト

イーサネット帯域外 
4 USB 中断を伴わないテスト

モジュールにおける USB コントローラの初期化を検査

5 CryptoDevice 中断を伴わないテスト

モジュールにおける Cisco Trusted Security（CTS）デ

バイスの初期化を検査
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オンライン診断機能に関する情報
ランタイムまたはヘルス モニタリング診断

ランタイム診断はヘルス モニタリング（HM）診断ともいいます。これらの診断テストによって、アク

ティブ デバイスの状態に関する情報が得られます。ランタイム ハードウェア エラー、メモリ エラー、

ハードウェア モジュールの経時的劣化、ソフトウェア障害、およびリソース不足が検出されます。

アクティブ ネットワーク トラフィックを処理するデバイスの状態を確認するヘルス モニタリング診断

テストは、中断を伴わず、バックグラウンドで実行されます。ヘルス モニタリング テストはイネーブ

ルまたはディセーブルにできます。また、ランタイム インターバルの変更が可能です。表 12-2 で、ヘ

ルス モニタリング診断テストについて説明し、スーパーバイザ用のテスト ID を示します。

表 12-2 非破壊モードのスーパーバイザ用ヘルス モニタリング診断

テスト 
ID 診断テスト

デフォルト

のインター

バル

デフォル

ト設定 説明

 3 ASICRegisterCheck 20 秒 active モジュール上の ASIC のレジスタをス

クラッチするための読み取りと書き込

みアクセス権を確認します。

 5  PortLoopback 15 分 active システム内のすべてのモジュール上の

すべてのポートを介した接続を確認し

ます。

 6  NVRAM 30 秒 active スーパーバイザの NVRAM ブロックの

健全性を確認します。

 7 RealTimeClock 5 分 active スーパーバイザ上のリアルタイム ク
ロックが時を刻んでいるかどうかを確

認します。

 8 PrimaryBootROM 30 分 active スーパーバイザ上のプライマリ ブート 
デバイスの完全性を確認します。

 9 SecondaryBootROM 30 分 active スーパーバイザ上のセカンダリ ブート 
デバイスの完全性を確認します。

10 CompactFlash 30 分 active 内蔵コンパクト フラッシュ デバイスに

アクセスできるかどうかを確認します。

11 ExternalCompactFlash 30 分 active 外部コンパクト フラッシュ デバイスに

アクセスできるかどうかを確認します。

12 PwrMgmtBus 30 秒 active スタンバイの電源管理制御バスを確認

します。

13 SpineControlBus 30 秒 active スタンバイ スパイン モジュール制御バ

スの使用可能性を確認します。

14 SystemMgmtBus 30 秒 active スタンバイ システム管理バスの使用可

能性を確認します。

15 StatusBus 30 秒 active スーパーバイザ、モジュール、および

ファブリック カードに対するステータ

ス バイパスによって送信されるステー

タスを確認します。

16 StandbyFabricLoopback 60 秒 active スパイン カードのクロスバーに対する

スタンバイ スーパーバイザの接続を確

認します。
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オンライン診断機能に関する情報
表 12-3 で、モジュールのヘルス モニタリング診断テストについて説明します。

オンデマンド診断 
オンデマンド テストは、障害の場所を特定するのに役立ちます。通常は、次のような状況で必要です。

• 障害の分離など、発生したイベントに対処する場合。

• リソース使用限度の超過などのイベントの発生が予測される場合。

すべてのヘルス モニタリング テストをオンデマンドで実行できます。

即時実行するオンデマンド診断テストをスケジューリングできます。詳細については、「オンデマンド

診断テストの開始または中止」（P.12-9）を参照してください。

ヘルス モニタリング テストのデフォルト インターバルも変更可能です。詳細については、「診断テス

トのアクティブ化」（P.12-7）を参照してください。

ハイ アベイラビリティ

ハイ アベイラビリティの重要な要素は、アクティブ ネットワークでデバイスが動作しているときに、

ハードウェア障害を検出して対策を取ることです。ハイ アベイラビリティのオンライン診断では、

ハードウェア障害を検出して、ハイ アベイラビリティ ソフトウェア コンポーネントに伝え、スイッチ

オーバーが決定されるようにします。

Cisco NX-OS は、オンライン診断のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスー

パーバイザ スイッチオーバー後に、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

表 12-3 非破壊モードのモジュール用ヘルス モニタリング診断

テスト 
ID 診断テスト

デフォルト

のインター

バル

デフォル

ト設定 説明

 2 ASICRegisterCheck 1 分 active モジュール上の ASIC のレジスタをスク

ラッチするための読み取りと書き込みアク

セス権を確認します。

3 PrimaryBootROM 30 分 active モジュール上のプライマリ ブート デバイ

スの完全性を確認します。

 4 SecondaryBootROM 30 分 active モジュール上のセカンダリ ブート デバイ

スの完全性を確認します。

5 PortLoopback1

1. 32 ポート 10 Gbps イーサネットモジュールおよび 48 ポート 1 G オプション イーサネット モジュールでサポート
されている PortLoopback テスト。

15 分 active スーパーバイザ モジュールからモジュー

ル上の ADMIN DOWN ステートの物理

ポートへのパケット パスをテストします。

6 RewriteEngineLoopback 60 秒 active Rewrite Engine ASIC デバイスまでのすべ

てのポートについて、非破壊モードのルー

プバック テストを実行します。
12-4
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x



 

第 12 章      オンライン診断機能の設定

オンライン診断機能のライセンス要件
仮想化サポート

Cisco NX-OS は、Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）ごとにオンライン診断

インスタンスを 1 つずつサポートします。デフォルトでは、Cisco NX-OS はデフォルトの VDC が使用

されるようにします。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。

オンライン診断機能は Virtual Routing and Forwarding（VRF）を認識します。特定の VRF を使用して

オンライン診断 SMTP サーバに接続するようにオンライン診断機能を設定できます。

オンライン診断機能のライセンス要件 

オンライン診断機能の前提条件
オンライン診断機能の前提条件は、次のとおりです。

• VDC を設定する場合は、Advanced services ライセンスをインストールしてから、設定する VDC 
にアクセスします。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

注意事項および制約事項
中断を伴うオンライン診断テストをオンデマンド方式で実行することはできません。

デフォルト設定
表 12-4 に、オンライン診断パラメータのデフォルト設定を示します。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS オンライン診断機能にライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco 
NX-OS システム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライ

センス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

表 12-4 デフォルトのオンライン診断パラメータ

パラメータ デフォルト

起動診断レベル complete

中断を伴わないテスト active
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オンライン診断機能の設定
オンライン診断機能の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「起動診断レベルの設定」（P.12-6）

• 「診断テストのアクティブ化」（P.12-7）

• 「診断テストを非アクティブとして設定する場合」（P.12-9）

• 「オンデマンド診断テストの開始または中止」（P.12-9）

• 「診断結果の消去」（P.12-10）

• 「診断結果のシミュレーション」（P.12-11）

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意してくだ

さい。

起動診断レベルの設定

一連のすべてのテストを実行するように起動診断機能を設定することも、またはモジュールが短時間で

起動するように、すべての起動診断テストをバイパスするように設定することもできます。

（注） 起動時のオンライン診断レベルは complete に設定することを推奨します。起動時オンライン診断テス

トのバイパスは推奨できません。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. diagnostic bootup level [complete | bypass]

3. show diagnostic bootup level

4. copy running-config startup-config
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オンライン診断機能の設定
手順の詳細

診断テストのアクティブ化

診断テストをアクティブに設定し、任意でテストの実行間隔（時間、分、秒単位）を変更できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. diagnostic monitor interval module slot test [test-id | name | all] hour hour min minutes second 
sec 

3. diagnostic monitor module slot test [test-id | name | all] 

4. show diagnostic content module {slot | all}

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End 
with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 diagnostic bootup level [complete | bypass]

例:
switch(config)# diagnostic bootup level complete

デバイスの起動に続いて診断テストが開始されるよう

に、起動診断レベルを設定します。

• complete：すべての起動診断テストを実行します。

complete がデフォルトです。

• bypass：起動診断テストをまったく実行しません。

ステップ 3 show diagnostic bootup level

例:
switch(config)# show diagnostic bootup level

（任意）デバイスに現在設定されている起動診断レベル

（bypass または complete）を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップ 
コンフィギュレーションにコピーします。
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オンライン診断機能の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End 
with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 diagnostic monitor interval module slot test 
[test-id | name | all] hour hour min minutes 
second sec

例:
switch(config)# diagnostic monitor interval 
module 6 test 3 hour 1 min 0 sec 0

（任意）指定されたテストを実行するインターバルを設

定します。インターバルを設定しなかった場合は、過去

に設定されたインターバルまたはデフォルトのインター

バルでテストが実行されます。

引数の範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1 ～ 10

• test-id：範囲は 1 ～ 14

• name： 大 32 の英数字を使用できます。大文字と

小文字を区別します。

• hour：範囲は 0 ～ 23 時間

• minute：範囲は 0 ～ 59 分

• second：範囲は 0 ～ 59 秒
ステップ 3 diagnostic monitor module slot test [test-id | 

name | all] 

例:
switch(config)# diagnostic monitor interval 
module 6 test 3 

指定されたテストをアクティブにします。

引数の範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1 ～ 10

• test-id：範囲は 1 ～ 14

• name： 大 32 の英数字を使用できます。大文字と

小文字を区別します。

ステップ 4 show diagnostic content module {slot | all}

例:
switch(config)# show diagnostic content module 6

（任意）診断テストおよび対応するアトリビュートの情

報を表示します。
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オンライン診断機能の設定
診断テストを非アクティブとして設定する場合

診断テストを非アクティブとして設定できます。非アクティブにしたテストでは、現在の設定が維持さ

れますが、スケジュール上のインターバルではテストは実行されません。

グローバル コンフィギュレーション モードで診断テストを非アクティブとして設定するには、次のコ

マンドを使用します。

オンデマンド診断テストの開始または中止

オンデマンド診断テストを開始または中止できます。任意で、このテストを繰り返す回数の変更や、テ

ストが失敗した場合のアクションの変更を行えます。

スケジューリングされたネットワーク メンテナンス期間内に、破壊モードの診断テストを開始する場

合は、手動での開始に限定することを推奨します。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. diagnostic ondemand iteration number

2. diagnostic ondemand action-on-failure {continue failure-count num-fails | stop}

3. diagnostic start module slot test [test-id | name | all | non-disruptive] [port port-number | all] 

4. diagnostic stop module slot test [test-id | name | all]

5. show diagnostic status module slot

コマンド 目的

no diagnostic monitor module slot test 
[test-id | name | all] 

例:
switch(config)# no diagnostic monitor 
interval module 6 test 3 

指定されたテストを非アクティブにします。

引数の範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1 ～ 10

• test-id：範囲は 1 ～ 14

• name： 大 32 の英数字を使用できます。大

文字と小文字を区別します。
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オンライン診断機能の設定
手順の詳細

診断結果の消去

診断テスト結果を消去できます。

診断テストの結果を消去するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 diagnostic ondemand iteration number 

例:
switch# diagnostic ondemand iteration 5

（任意）オンデマンド テストの実行回数を設定します。

範囲は 1 ～ 999 です。デフォルト値は 1 です。

ステップ 2 diagnostic ondemand action-on-failure {continue 
failure-count num-fails | stop}

例:
switch# diagnostic ondemand action-on-failure 
stop

（任意）オンデマンド テストが失敗した場合のアクショ

ンを設定します。num-fails の範囲は 1 ～ 999 です。デ

フォルト値は 1 です。

ステップ 3 diagnostic start module slot test [test-id | name 
| all | non-disruptive] [port port-number | all]

例:
switch# diagnostic start module 6 test all 

モジュール上で 1 つまたは複数の診断テストを開始しま

す。モジュール スロットの範囲は 1 ～ 10 です。test-id 
の範囲は 1 ～ 14 です。テスト名は大文字と小文字を区

別し、 大 32 の英数字を使用できます。ポート範囲は 
1 ～ 48 です。

ステップ 4 diagnostic stop module slot test [test-id | name 
| all] 

例:
switch# diagnostic stop module 6 test all 

モジュール上で 1 つまたは複数の診断テストを中止しま

す。モジュール スロットの範囲は 1 ～ 10 です。test-id 
の範囲は 1 ～ 14 です。テスト名は大文字と小文字を区

別し、 大 32 の英数字を使用できます。

ステップ 5 show diagnostic status module slot

例:
switch# show diagnostic status module 6 

（任意）診断テストがスケジューリングされていること

を確認します。

コマンド 目的

diagnostic clear result module [slot | all] 
test {test-id | all}

例:
switch# diagnostic clear result module 2 
test all

指定されたテストのテスト結果を消去します。

引数の範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1 ～ 10

• test-id：範囲は 1 ～ 14
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オンライン診断のコンフィギュレーションの確認
診断結果のシミュレーション

診断テスト結果のシミュレーションが可能です。

診断テストの結果をシミュレーションするには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

シミュレーションした診断テストの結果を消去するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

オンライン診断のコンフィギュレーションの確認
オンライン診断のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド 目的

diagnostic test simulation module slot test 
test-id {fail | random-fail | success} 
[port number | all]

例:
switch# diagnostic test simulation module 2 
test 2 fail

テスト結果のシミュレーションを行います。

test-id の範囲は 1 ～ 14 です。ポート範囲は 1 ～ 
48 です。

コマンド 目的

diagnostic test simulation module slot test 
test-id clear 

例:
switch# diagnostic test simulation module 2 
test 2 clear

シミュレーションしたテスト結果を消去します。

test-id の範囲は 1 ～ 14 です。

コマンド 目的

show diagnostic bootup level 起動診断に関する情報を表示します。

show diagnostic content module {slot | all} モジュールの診断テスト内容に関する情報を表示

します。

show diagnostic description module slot test 
[test-name | all]

診断テストの説明を表示します。

show diagnostic events [error | info] 診断イベントをエラーおよび情報イベント タイ

プ別に表示します。

show diagnostic ondemand setting オンデマンド診断に関する情報を表示します。

show diagnostic results module slot [test 
[test-name | all]] [detail]

診断結果に関する情報を表示します。

show diagnostic simulation module slot シミュレーションした診断テストに関する情報を

表示します。

show diagnostic status module slot モジュールのすべてのテストについて、テスト状

況を表示します。
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オンライン診断のコンフィギュレーション例
オンライン診断のコンフィギュレーション例
この例は、モジュール 6 ですべてのオンデマンド テストを開始する方法を示しています。

diagnostic start module 6 test all

この例は、モジュール 6 でテストテスト 2 をアクティブにして、テスト インターバルを設定する方法

を示しています。

conf t

diagnostic monitor module 6 test 2

diagnostic monitor interval module 6 test 2 hour 3 min 30 sec 0

その他の関連資料
オンライン診断の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.12-12）

• 「規格」（P.12-13）

関連資料

show hardware capacity [eobc | 
fabric-utilization | forwarding | interface | 
module | power]

ハードウェアの機能、およびシステムによる現在

のハードウェア使用率の情報を表示します。

show module オンライン診断テストの状況を含むモジュール情

報を表示します。

コマンド 目的

関連項目 マニュアル名

オンライン診断 CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』
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オンライン診断機能の履歴
規格

オンライン診断機能の履歴 
表 12-5 に、この機能のリリース履歴を示します。

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 12-5 オンライン診断機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

オンライン診断（GOLD） 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。

更新された GOLD テスト 4.2(1) PortLoopback、StatusBus、および 
StandbyFabricLoopback テストのサポートが追加されまし

た。

オンライン診断（GOLD） 4.0(q) 機能が導入されました。
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オンライン診断機能の履歴
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C H A P T E R 13

Embedded Event Manager の設定

この章では、Embedded Event Manager（EEM）を設定して Cisco NX-OS デバイス上のクリティカル 
イベントを検出し、対処する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「EEM の概要」（P.13-1）

• 「EEM のライセンス要件」（P.13-6）

• 「EEM の前提条件」（P.13-6）

• 「注意事項および制約事項」（P.13-6）

• 「デフォルト設定」（P.13-7）

• 「EEM の設定」（P.13-7）

• 「EEM コンフィギュレーションの確認」（P.13-18）

• 「EEM のコンフィギュレーション例」（P.13-19）

• 「その他の関連資料」（P.13-19）

• 「EEM 機能の履歴」（P.13-20）

EEM の概要 
EEM はデバイス上で発生するイベントをモニタし、設定に基づいて各イベントの回復またはトラブル

シューティングのためのアクションを実行します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「EEM の概要」（P.13-2）

• 「ポリシー」（P.13-2）

• 「イベント文」（P.13-3）

• 「アクション文」（P.13-4）

• 「VSH スクリプト ポリシー」（P.13-5）

• 「環境変数」（P.13-5）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.13-6）

• 「仮想化サポート」（P.13-6）
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EEM の概要
EEM の概要

EEM は次の 3 種類の主要コンポーネントからなります。

• イベント文：別の Cisco NX-OS コンポーネントからモニタし、アクション、回避策、または通知

が必要になる可能性のあるイベント。

• アクション文：E メールの送信、インターフェイスのディセーブル化など、イベントから回復する

ために EEM が実行できるアクション。

• ポリシー：イベントのトラブルシューティングまたはイベントからの回復を目的とした 1 つまたは

複数のアクションとペアになったイベント。

ポリシー

EEM ポリシーは、イベント文および 1 つまたは複数のアクション文からなります。イベント文では、

探すイベントとともに、イベントのフィルタリング特性を定義します。アクション文では、イベントの

発生時に EEM が実行するアクションを定義します。

図 13-1 に、EEM ポリシーの基本的な 2 種類の文を示します。

図 13-1 EEM ポリシー文 

EEM ポリシーを設定するには、CLI または VSH スクリプトを使用します。

EEM からデバイス全体のポリシー管理ビューが得られます。スーパーバイザ上で EEM ポリシーを設

定すると、EEM がイベント タイプに基づいて、正しいモジュールにポリシーをプッシュします。EEM 
はモジュール上でローカルに、またはスーパーバイザ上で（デフォルトのオプション）、発生したイベ

ントに対応するアクションを実行します。

EEM はスーパーバイザ上でイベント ログを維持します。

Cisco NX-OS には、設定済みのさまざまなシステム ポリシーがあります。これらのシステム ポリシー

では、デバイスに関連する多数の一般的なイベントおよびアクションが定義されています。システム 
ポリシー名は、2 個の下線記号（__）から始まります。

使用するネットワークに合わせてユーザ ポリシーを作成できます。ユーザ ポリシーを作成すると、そ

のポリシーと同じイベントに関連するシステム ポリシー アクションが EEM によって発生したあと、

ユーザ ポリシーで指定したアクションが行われます。ユーザ ポリシーを設定する場合には、「CLI によ

るユーザ ポリシーの定義」（P.13-8）を参照してください。

一部のシステム ポリシーは上書きすることもできます。設定した上書き変更がシステム ポリシーの代

わりになります。イベントまたはアクションの上書きが可能です。

EEM 
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EEM の概要
設定済みのシステム ポリシーを表示して、上書き可能なポリシーを判断するには、show event 
manager system-policy コマンドを使用します。

上書きポリシーを設定する場合は、「ポリシーの上書き」（P.13-15）を参照してください。

（注）  show running-config eem コマンドを使用して、各ポリシーのコンフィギュレーションを確認してく

ださい。イベント文が指定されていて、アクション文が指定されていない上書きポリシーを設定した場

合、アクションは開始されません。また、障害も通知されません。

（注） 上書きポリシーには、必ずイベント文を指定します。上書きポリシーにイベント文が含まれていない

と、システム ポリシーで可能性のあるイベントがすべて上書きされます。

イベント文

イベントは、回避、通知など、何らかのアクションが必要なデバイス アクティビティです。これらの

イベントは通常、インターフェイスやファンの誤動作といったデバイスの障害に関連します。

EEM ではイベント フィルタを定義して、クリティカル イベントまたは指定された時間内で繰り返し発

生したイベントだけが関連付けられたアクションのトリガーになるようにします。
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EEM の概要
図 13-2 に、EEM が処理するイベントを示します。

図 13-2 EEM の概要

イベント文では、ポリシー実行のトリガーになるイベントを指定します。設定できるイベント文は、1 
つのポリシーに 1 つだけです。

EEM はイベント文に基づいてポリシーをスケジューリングし、実行します。EEM はイベントおよびア

クション コマンドを検証し、定義に従ってコマンドを実行します。

（注） 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、event-default アクショ

ン文を許可して EEM ポリシーを設定する必要があります。

アクション文

アクション文では、ポリシーによって実行されるアクションを記述します。各ポリシーに複数のアク

ション文を設定できます。ポリシーにアクションを関連付けなかった場合、EEM はイベント観察を続

けますが、アクションは実行されません。

EEM がアクション文でサポートするアクションは、次のとおりです。

• CLI コマンドの実行

• カウンタのアップデート 

Event Manager

System_switchover
File_system_events
HAP_reset
OIR
fanabsent
fanbad
tempsensor
module_failure
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EEM の概要
• 例外の記録

• モジュールの強制的シャットダウン

• デバイスのリロード

• 電力のバジェット超過による特定モジュールのシャットダウン

• syslog メッセージの生成

• Call Home イベントの生成

• SNMP 通知の生成

• システム ポリシー用デフォルト アクションの使用

（注） 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのアクション

を許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、match 文で CLI コマンドを照合する

場合、EEM ポリシーに event-default アクション文を追加する必要があります。この文がないと、

EEM では CLI コマンドを実行できません。

（注） ユーザ ポリシーまたは上書きポリシーの中に、相互に否定したり、関連付けられたシステム ポリシー

に悪影響を与えるようなアクション文がないかどうかを確認してください。

VSH スクリプト ポリシー

テキスト エディタを使用し、VHS スクリプトでポリシーを作成することもできます。このようなポリ

シーにも、他のポリシーと同様、イベント文およびアクション文（複数可）を使用します。また、これ

らのポリシーでシステム ポリシーを補うことも上書きすることもできます。スクリプト ポリシーの作

成後、そのポリシーをデバイスにコピーしてアクティブにします。スクリプト ポリシーを設定する場

合は、「VSH スクリプトによるポリシーの定義」（P.13-14）を参照してください。

環境変数

すべてのポリシーに使用できる、EEM の環境変数を定義できます。環境変数は、複数のポリシーで使

用できる共通の値を設定する場合に便利です。たとえば、外部 E メール サーバの IP アドレスに対応す

る環境変数を作成できます。

パラメータ置換フォーマットを使用することによって、アクション文で環境変数を使用できます。

例 13-1 に、「EEM action」というリセット理由を指定し、モジュール 1 を強制的にシャットダウンす

るアクション文の例を示します。

例 13-1 アクション文

switch (config-eem-policy)# action 1.0 forceshut module 1 reset-reson “EEM action.”

シャットダウンの理由に default-reason という環境変数を定義すると、例 13-2 のように、リセット理

由を環境変数に置き換えることができます。

例 13-2 環境変数を使用するアクション文

switch (config-eem-policy)# action 1.0 foreshut module 1 reset-reason $default-reason
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EEM のライセンス要件
この環境変数は、任意のポリシーで再利用できます。環境変数の詳細については、「環境変数の定義」

（P.13-7）を参照してください

ハイ アベイラビリティ

Cisco NX-OS は、EEM のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ 
スイッチオーバー後に、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

仮想化サポート

ログインした Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）で、EEM を設定します。デ

フォルトでは、Cisco NX-OS はデフォルトの VDC が使用されるようにします。モジュールベースのイ

ベントに対応するポリシーを設定する場合は、この VDC を使用する必要があります。

すべての VDC ですべてのアクションまたはイベントを確認できるわけではありません。ポリシーを設

定するには、network-admin または vdc-admin の権限が必要です。

VDC の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。

EEM のライセンス要件 

EEM の前提条件
EEM の前提条件は、次のとおりです。

• EEM を設定するには、network-admin または vdc-admin のユーザ権限が必要です。

注意事項および制約事項
EEM に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• 設定可能な EEM ポリシーの 大数は 500 です。

• ユーザ ポリシーまたは上書きポリシー内のアクション ステートメントが、相互に否定したり、関

連付けられたシステム ポリシーに悪影響を与えるようなことがないようにする必要があります。

• 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのアク

ションを許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、match 文で CLI コマンド

を照合する場合、EEM ポリシーに event-default アクション文を追加する必要があります。この文

がないと、EEM では CLI コマンドを実行できません。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS EEM にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS システ

ム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
• イベント文が指定されていて、アクション文が指定されていない上書きポリシーを設定した場合、

アクションは開始されません。また、障害も通知されません。

• 上書きポリシーにイベント文が含まれていないと、システム ポリシーで可能性のあるイベントが

すべて上書きされます。

デフォルト設定
表 13-1 に、EEM パラメータのデフォルト設定を示します。

EEM の設定
システム ポリシーに基づいて実行されるアクションを含むポリシーを作成できます。システム ポリ

シーに関する情報を表示するには、show event manager system-policy コマンドを使用します。シス

テム ポリシーの詳細については、「Embedded Event Manager システム イベントおよびコンフィギュ

レーション例」を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「環境変数の定義」（P.13-7）

• 「CLI によるユーザ ポリシーの定義」（P.13-8）

• 「VSH スクリプトによるポリシーの定義」（P.13-14）

• 「VSH スクリプト ポリシーの登録およびアクティブ化」（P.13-14）

• 「ポリシーの上書き」（P.13-15）

• 「メモリのしきい値の設定」（P.13-17）

環境変数の定義

EEM ポリシーでパラメータとして機能する変数を定義できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. event manager environment variable-name variable-value

3. show event manager environment

4. copy running-config startup-config

表 13-1 デフォルトの EEM パラメータ

パラメータ デフォルト

システム ポリシー Active
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EEM の設定
手順の詳細

CLI によるユーザ ポリシーの定義

CLI を使用して、デバイスにユーザ ポリシーを定義できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「イベント文の設定」（P.13-10）

• 「アクション文の設定」（P.13-12）

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. event manager applet applet-name

3. description policy-description

4. event event-statement

5. action number[.number2] action-statement
（アクション文が複数の場合はステップ 5 を繰り返します）

6. show event manager policy-state name [module module-id]

7. copy running-config startup-config

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 event manager environment variable-name 
variable-value

例:
switch(config)# event manager 
environment emailto “admin@anyplace.com”

EEM 用の環境変数を作成します。variable-name は大

文字と小文字を区別し、 大 29 の英数字を使用でき

ます。variable-value には 大 39 文字の英数字を引

用符で囲んで使用できます。

ステップ 3 show event manager environment 

例:
switch(config-applet)# show event 
manager environment 

（任意）設定した環境変数に関する情報を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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EEM の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 event manager applet applet-name

例:
switch(config)# event manager applet 
monitorShutdown
switch(config-applet)#

EEM にアプレットを登録し、アプレット コンフィ

ギュレーション モードを開始します。applet-name は
大文字と小文字を区別し、 大 29 の英数字を使用で

きます。

ステップ 3 description policy-description

例:
switch(config-applet)# description 
“Monitors interface shutdown.”

（任意）ポリシーの説明になるストリングを設定しま

す。string には 大 80 文字の英数字を使用できます。

ストリングは引用符で囲みます。

ステップ 4 event event-statement

例:
switch(config-applet)# event cli match 
“shutdown”

ポリシーのイベント文を設定します。「イベント文の

設定」（P.13-10）を参照してください。

ステップ 5 action number[.number2] action-statement

例:
switch(config-applet)# action 1.0 cli 
show interface e 3/1

ポリシーのアクション文を設定します。「アクション

文の設定」（P.13-12）を参照してください。

アクション文が複数の場合は、ステップ 5 を繰り返し

ます。

ステップ 6 show event manager policy-state name 
[module module-id]

例:
switch(config-applet)# show event 
manager policy-state monitorShutdown

（任意）設定したポリシーの状態に関する情報を表示

します。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
13-9
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

 



 

第 13 章      Embedded Event Manager の設定

EEM の設定
イベント文の設定

イベント文を設定するには、EEM コンフィギュレーション モードで次のいずれかのコマンドを使用し

ます。

コマンド 目的

event cli match expression [count repeats | 
time seconds]

例:
switch(config-applet)# event cli match 
“shutdown”

正規表現と一致するコマンドが入力された場合

に、イベントを発生させます。repeats の範囲は 
0 ～ 65000 です。time の範囲は 0 ～ 4294967295 
秒です。0 は無制限を示します。

event counter name counter entry-val entry 
entry-op {eq | ge | gt | le | lt |ne} 
[exit-val exit exit-op {eq | ge | gt | le | 
lt |ne}] 

例:
switch(config-applet)# event counter name 
mycounter entry-val 20 gt

カウンタが、開始演算子に基づいて開始のしきい

値を超えた場合にイベントを発生させます。イベ

ントはただちにリセットされます。任意で、カウ

ンタが終了のしきい値を超えたあとでリセットさ

れるように、イベントを設定できます。counter 
name は大文字と小文字を区別し、 大 28 の英

数字を使用できます。entry および exit の値の範

囲は 0 ～ 2147483647 です。

event fanabsent [fan number] time seconds

例:
switch(config-applet)# event fanabsent time 
300

秒数で設定された時間を超えて、ファンがデバイ

スから取り外されている場合に、イベントを発生

させます。number の範囲はモジュールに依存し

ます。repeats の範囲は 10 ～ 64000 です。

event fanbad [fan number] time seconds

例:
switch(config-applet)# event fanbad time 
3000

秒数で設定された時間を超えて、ファンが故障状

態の場合に、イベントを発生させます。number 
の範囲はモジュールに依存します。repeats の範

囲は 10 ～ 64000 です。

event gold module {slot | all} test 
test-name [severity {major | minor | 
moderate}] testing-type {bootup | 
monitoring | ondemand | scheduled} 
consecutive-failure count

例:
switch(config-applet)# event gold module 2 
test ASICRegisterCheck testing-type 
ondemand consecutive-failure 2

名前で指定されたオンライン診断テストが、設定

された回数だけ連続して、設定された重大度で失

敗した場合に、イベントを発生させます。slot の
範囲は 1 ～ 10 です。test-name は設定されたオ

ンライン診断テストの名前です。count の範囲は 
1 ～ 1000 です。

event memory {critical | minor | severe}

例:
switch(config-applet)# event memory 
critical

メモリのしきい値を超えた場合にイベントを発生

させます。「メモリのしきい値の設定」（P.13-17）
も参照してください。

event module-failure type failure-type 
module {slot | all} count repeats [time 
seconds]

例:
switch(config-applet)# event module-failure 
type lc-failed module 3 count 1

モジュールが設定された障害タイプになった場合

に、イベントを発生させます。障害タイプについ

ては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System 
Management Command Reference, Release 5.x』
を参照してください。

repeats の範囲は 0 ～ 4294967295 です。seconds 
の範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。0 は無制限を

示します。
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EEM の設定
event module status {online | offline | 
any} module {all | module-num}

例:
switch(config-applet)# event module status 
offline module all

指定したモジュールが選択された状態になったと

きにイベントを発生させます。

event oir {fan | module | powersupply} 
{anyoir | insert | remove} [number]

例:
switch(config-applet)# event oir fan remove 
4

設定されたデバイス構成要素（ファン、モジュー

ル、または電源モジュール）がデバイスに取り付

けられた場合、またはデバイスから取り外された

場合に、イベントを発生させます。任意で、ファ

ン、モジュール、または電源モジュールの具体的

な番号を設定できます。number の範囲は次のと

おりです。

• ファン番号：モジュール依存

• モジュール番号：デバイス依存

• 電源モジュール番号：範囲は 1 ～ 3
event policy-default count repeats [time 
seconds]

例:
switch(config-applet)# event policy-default 
count 3

システム ポリシーで設定されているイベントを

使用します。このオプションは、ポリシーを上書

きする場合に使用します。

repeats の範囲は 1 ～ 65000 です。seconds の範

囲は 0 ～ 4294967295 秒です。0 は無制限を示し

ます。

event poweroverbudget

例:
switch(config-applet)# event 
poweroverbudget

電力バジェットが設定された電源モジュールの容

量を超えた場合に、イベントを発生させます。

event snmp oid oid get-type {exact | next} 
entry-op {eq | ge | gt | le | lt |ne} 
entry-val entry [exit-comb {and | or}] 
exit-op {eq | ge | gt | le | lt |ne} 
exit-val exit exit-time time 
polling-interval interval

例:
switch(config-applet)# event snmp oid 
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 get-type next 
entry-op lt 300 entry-val 0 exit-op eq 400 
exit-time 30 polling-interval 300

SNMP OID が、開始演算子に基づいて開始のし

きい値を超えた場合にイベントを発生させます。

イベントはただちにリセットされます。または任

意で、カウンタが終了のしきい値を超えたあとで

リセットされるように、イベントを設定できま

す。OID はドット付き 10 進表記です。entry およ

び exit の値の範囲は 0 ～ 18446744073709551615 
です。time の範囲は 0 ～ 2147483647 秒です。

interval の範囲は 1 ～ 2147483647 秒です。

event storm-control

例:
switch(config-applet)# event storm-control

ポート上のトラフィックが設定されたストーム制

御しきい値を超えた場合に、イベントを発生させ

ます。

event sysmgr memory [module module-num] 
major major-percent minor minor-percent 
clear clear-percent

例:
switch(config-applet)# event sysmgr memory 
minor 80

指定したシステム マネージャのメモリのしきい

値を超えた場合にイベントを発生させます。パー

センテージの範囲は 1 ～ 99 です。

コマンド 目的
13-11
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

 



 

第 13 章      Embedded Event Manager の設定

EEM の設定
アクション文の設定

アクション文を設定するには、EEM コンフィギュレーション モードで次のいずれかのコマンドを使用

します。

event sysmgr switchover count count time 
interval

例:
switch(config-applet)# event sysmgr 
switchover count 10 time 1000

指定した switchover count が、指定した time 
interval を超えた場合にイベントを発生させま

す。switchover count の範囲は 1 ～ 65000 です。

time interval の範囲は 0 ～ 2147483647 です。

event temperature [module slot] [sensor 
number] threshold {any | major | minor}

例:
switch(config-applet)# event temperature 
module 2 threshold any

温度センサが設定されたしきい値を超えた場合に、

イベントを発生させます。sensor の範囲は 1 ～ 18 
です。

event track object-number state {any | down 
| up}

例:
switch(config-applet)# event track 1 state 
down 

トラッキング対象オブジェクトが設定された状態

になった場合に、イベントを発生させます。

object-number の範囲は 1 ～ 500 です。

コマンド 目的

コマンド 目的

action number[.number2] cli command1 
[command2...] [local]

例:
switch(config-applet)# action 1.0 cli “show 
interface e 3/1“

設定された CLI コマンドを実行します。任意で、

イベントが発生したモジュール上でコマンドを実

行できます。アクション ラベルのフォーマット

は number1.number2 です。

number は 16 桁までの任意の数値にできます。

number2 の範囲は 0 ～ 9 です。

action number[.number2] counter name 
counter value val op {dec | inc | nop | 
set}

例:
switch(config-applet)# action 2.0 counter 
name mycounter value 20 op inc

設定された値および操作でカウンタを変更しま

す。アクション ラベルのフォーマットは 
number1.number2 です。

number は 16 桁までの任意の数値にできます。

number2 の範囲は 0 ～ 9 です。

counter name は大文字と小文字を区別し、 大 
28 の英数字を使用できます。val には 0 ～ 
2147483647 の整数または置換パラメータを指定

できます。

action number[.number2] event-default

例:
switch(config-applet)# action 1.0 
event-default

関連付けられたイベントのデフォルト アクショ

ンを実行します。アクション ラベルのフォー

マットは number1.number2 です。

number は 16 桁までの任意の数値にできます。

number2 の範囲は 0 ～ 9 です。
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EEM の設定
（注） 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのアクション

を許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、match 文で CLI コマンドを照合する

場合、EEM ポリシーに event-default アクション文を追加する必要があります。この文がないと、

EEM では CLI コマンドを実行できません。terminal event-manager bypass コマンドを使用して、

CLI での すべての EEM ポリシーを、CLI コマンドの実行と一致させることができます。

action number[.number2] forceshut [module 
slot | xbar xbar-number] reset-reason 
seconds

例:
switch(config-applet)# action 1.0 forceshut 
module 2 reset-reason “flapping links”

モジュール、クロスバー、またはシステム全体を

強制的にシャットダウンします。アクション ラ
ベルのフォーマットは number1.number2 です。

number は 16 桁までの任意の数値にできます。

number2 の範囲は 0 ～ 9 です。

リセット理由は、引用符で囲んだ 大 80 文字の

英数字ストリングです。

action number[.number2] overbudgetshut 
[module slot [- slot]]

例:
switch(config-applet)# action 1.0 
overbudgetshut module 3-5

電力バジェット超過の問題により、1 つまたは複

数のモジュールまたはシステム全体を強制的に

シャットダウンします。

number は 16 桁までの任意の数値にできます。

number2 の範囲は 0 ～ 9 です。

action number[.number2] policy-default

例:
switch(config-applet)# action 1.0 
policy-default

上書きしているポリシーのデフォルト アクショ

ンを実行します。アクション ラベルのフォー

マットは number1.number2 です。

number は 16 桁までの任意の数値にできます。

number2 の範囲は 0 ～ 9 です。

action number[.number2] reload [module slot 
[- slot]]

例:
switch(config-applet)# action 1.0 reload 
module 3-5

1 つまたは複数のモジュールまたはシステム全体

を強制的にリロードします。

number は 16 桁までの任意の数値にできます。

number2 の範囲は 0 ～ 9 です。

action number[.number2] snmp-trap 
{[intdata1 data [intdata2 data] [strdata 
string]}

例:
switch(config-applet)# action 1.0 snmp-trap 
strdata “temperature problem”

設定されたデータを使用して SNMP トラップを

送信します。number は 16 桁までの任意の数値

にできます。number2 の範囲は 0 ～ 9 です。

data 引数には、 大 80 桁の任意の数を指定でき

ます。string には 大 80 文字の英数字を使用で

きます。

action number[.number2] syslog [priority 
prio-val] msg error-message

例:
switch(config-applet)# action 1.0 syslog 
priority notifications msg “cpu high”

設定されたプライオリティで、カスタマイズした 
syslog メッセージを送信します。number は 16 
桁までの任意の数値にできます。number2 の範

囲は 0 ～ 9 です。

error-message には 大 80 文字の英数字を引用

符で囲んで使用できます。

コマンド 目的
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EEM の設定
VSH スクリプトによるポリシーの定義

VSH スクリプトを使用してポリシーを定義できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

管理者の権限でログインしていることを確認します。

スクリプト名がスクリプト ファイル名と同じ名前であることを確認します。

手順の詳細

ステップ 1 テキスト エディタで、ポリシーを定義するコマンド リストを指定します。

ステップ 2 テキスト ファイルに名前をつけて保存します。

ステップ 3 ファイルを次のシステム ディレクトリにコピーします。

bootflash://eem/user_script_policies

VSH スクリプト ポリシーの登録およびアクティブ化

VSH スクリプトで定義したポリシーを登録してアクティブにできます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. event manager policy policy-script

3. show event manager policy name

4. copy running-config startup-config
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EEM の設定
手順の詳細

ポリシーの上書き 
システム ポリシーは上書き可能です。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. show event manager policy-state system-policy

3. event manager applet applet-name override system-policy

4. description policy-description

5. event event-statement

6. action number action-statement
（アクション文が複数ある場合はステップ 6 を繰り返します）

7. show event manager policy-state name

8. copy running-config startup-config

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 event manager policy policy-script

例:
switch(config)# event manager policy 
moduleScript

EEM スクリプト ポリシーを登録してアクティブにし

ます。policy-script は大文字と小文字を区別し、 大 
29 の英数字を使用できます。

ステップ 3 show event manager policy name

例:
switch(config-applet)# show event 
manager policy moduleScript

（任意）設定したポリシーに関する情報を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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EEM の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 show event manager policy-state 
system-policy

例:
switch(config-applet)# show event 
manager policy-state __ethpm_link_flap 
Policy __ethpm_link_flap
  Cfg count : 5
  Cfg time interval : 10.000000 
(seconds)
    Hash default, Count 0

（任意）上書きするシステム ポリシーの情報をしきい

値を含めて表示します。システム ポリシー名を突き

止めるには、show event manager system-policy コ
マンドを使用します。システム ポリシーの詳細につ

いては、「Embedded Event Manager システム イベン

トおよびコンフィギュレーション例」を参照してくだ

さい。

ステップ 3 event manager applet applet-name 
override system-policy

例:
switch(config)# event manager applet 
ethport override __ethpm_link_flap
switch(config-applet)#

システム ポリシーを上書きし、アプレット コンフィ

ギュレーション モードを開始します。applet-name は
大文字と小文字を区別し、 大 29 の英数字を使用で

きます。system-policy は、既存のシステム ポリシー

の 1 つにする必要があります。

ステップ 4 description policy-description

例:
switch(config-applet)# description 
“Overrides link flap policy.”

（任意）ポリシーの説明になるストリングを設定しま

す。string には 大 80 文字の英数字を使用できます。

ストリングは引用符で囲みます。

ステップ 5 event event-statement

例:
switch(config-applet)# event 
policy-default count 2 time 1000

ポリシーのイベント文を設定します。「イベント文の

設定」（P.13-10）を参照してください。

ステップ 6 action number action-statement

例:
switch(config-applet)# action 1.0 syslog 
priority warnings msg “Link is 
flapping.”

ポリシーのアクション文を設定します。「アクション

文の設定」（P.13-12）を参照してください。

アクション文が複数の場合は、ステップ 6 を繰り返し

ます。

ステップ 7 show event manager policy-state name

例:
switch(config-applet)# show event 
manager policy-state ethport

（任意）設定したポリシーに関する情報を表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
13-16
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x



 

第 13 章      Embedded Event Manager の設定

EEM の設定
メモリのしきい値の設定

イベントを発生させるメモリしきい値を設定し、オペレーション システムがメモリを割り当てられな

い場合にプロセスを終了させるかどうかを設定できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

管理者の権限でログインしていることを確認します。

手順の概要

1. config t

2. system memory-thresholds minor minor severe severe critical critical

3. system memory-thresholds threshold critical no-process-kill

4. show running-config | include "system memory"

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 system memory-thresholds minor minor 
severe severe critical critical

例:
switch(config)# system memory-thresholds 
minor 60 severe 70 critical 80

EEM メモリ イベントを生成するシステム メモリしき

い値を設定します。デフォルト値は次のとおりです。

• minor：70

• severe：80

• critical：90
ステップ 3 system memory-thresholds threshold 

critical no-process-kill

例:
switch(config)# system memory-thresholds 
threshold critical no-process-kill

（任意）メモリを割り当てられない場合もプロセスを

終了しないようにシステムを設定します。デフォルト

値では、 もメモリを消費するプロセスから終了でき

ます。

ステップ 4 show running-config | include “system 
memory”

例:
switch(config-applet)# show 
running-config | include “system memory”

（任意）システム メモリ設定に関する情報を表示しま

す。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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EEM コンフィギュレーションの確認
EEM コンフィギュレーションの確認
EEM のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド 目的

show event manager environment 
[variable-name | all]

イベント マネージャの環境変数に関する情報を

表示します。

show event manager event-types [event | all | 
module slot]

イベント マネージャのイベント タイプに関する

情報を表示します。

show event manager history events [detail] 
[maximum num-events] [severity {catastrophic | 
minor | moderate | severe}]

すべてのポリシーについて、イベント履歴を表示

します。

show event manager policy internal 
[policy-name] [inactive]

設定したポリシーに関する情報を表示します。

show event manager policy-state policy-name しきい値を含め、ポリシーの状態に関する情報を

表示します。

show event manager script system [policy-name 
| all]

スクリプト ポリシーに関する情報を表示します。

show event manager system-policy [all] 定義済みシステム ポリシーに関する情報を表示

します。

show running-config eem EEM の実行コンフィギュレーションに関する情

報を表示します。

show startup-config eem EEM のスタートアップ コンフィギュレーション

に関する情報を表示します。
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EEM のコンフィギュレーション例
EEM のコンフィギュレーション例
モジュール 3 の中断のないアップグレード エラーのしきい値だけを変更することによって、

__lcm_module_failure システム ポリシーを上書きする方法の例を示します。この例では、syslog メッ

セージも送信されます。その他のすべての場合、システム ポリシー __lcm_module_failure の設定値が

適用されます。

event manager applet example2 override __lcm_module_failure
event module-failure type hitless-upgrade-failure module 3 count 2
action 1 syslog priority errors msg module 3 “upgrade is not a hitless upgrade!”
action 2 policy-default

__ethpm_link_flap システム ポリシーを上書きし、インターフェイスをシャットダウンする方法の例を

示します。

event manager applet ethport override __ethpm_link_flap
  event policy-default count 2 time 1000
  action 1 cli conf t
  action 2 cli int et1/1
  action 3 cli no shut

CLI コマンドの実行を許可し、ユーザがデバイスでコンフィギュレーション モードを開始すると 
SNMP 通知を送る EEM ポリシーを作成する例を示します。

event manager applet TEST
  event cli match "conf t"
  action 1.0 snmp-trap strdata "Confiiguration change"
  action 2.0 event-default

（注） EEM ポリシーに default-event アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM では 
CLI コマンドを実行できません。

その他の関連資料
EEM の実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.13-20）

• 「規格」（P.13-20）
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EEM 機能の履歴
関連資料

規格

EEM 機能の履歴
表 13-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

EEM コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 13-2 EEM 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

EEM 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。

EEM 4.2(1) リリース 4.1 から変更ありません。

メモリしきい値の設定 4.1(3) メモリしきい値に関して設定の項を追加

「メモリのしきい値の設定」（P.13-17）を参照してください。
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C H A P T E R 14

OBFL の設定

この章では、Cisco NX-OS で Onboard Failure Logging（OBFL）機能を設定する方法について説明し

ます。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「OBFL の概要」（P.14-1）

• 「OBFL のライセンス要件」（P.14-2）

• 「OBFL の前提条件」（P.14-2）

• 「注意事項および制約事項」（P.14-2） 

• 「デフォルト設定」（P.14-3）

• 「OBFL の設定」（P.14-3）

• 「OBFL コンフィギュレーションの確認」（P.14-6）

• 「OBFL のコンフィギュレーション例」（P.14-7）

• 「その他の関連資料」（P.14-7）

• 「OBFL 機能の履歴」（P.14-8）

OBFL の概要
ここでは、次の内容について説明します。

• 「OBFL の概要」（P.14-1）

• 「仮想化サポート」（P.14-2）

OBFL の概要

Cisco NX-OS には永続ストレージに障害データを記録する機能があるので、あとから記録されたデー

タを取得して表示し、分析できます。この OBFL 機能は、障害および環境情報をモジュールの不揮発

性メモリに保管します。この情報は、障害モジュールの分析に役立ちます。

OBFL が保管するデータは、次のとおりです。

• 初の電源投入時刻

• モジュールのシャーシ スロット番号

• モジュールの初期温度
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OBFL のライセンス要件
• ファームウェア、BIOS、FPGA、および ASIC のバージョン

• モジュールのシリアル番号

• クラッシュのスタック トレース

• CPU hog 情報

• メモリ リーク情報

• ソフトウェア エラー メッセージ

• ハードウェア例外ログ

• 環境履歴

• OBFL 固有の履歴情報

• ASIC 割り込みおよびエラー統計の履歴

• ASIC レジスタ ダンプ

OBFL は Cisco NX-OS クラッシュが発生した場合に、カーネル トレースを保管します。

仮想化サポート

OBFL 情報を設定して表示するには、デフォルト Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテ

キスト）を使用する必要があります。VDC の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 
Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

OBFL のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

OBFL の前提条件
VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールし、所定の VDC を開始する必

要があります（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 
5.x』を参照）。

network-admin ユーザ権限で、デフォルト VDC にログインする必要があります。

注意事項および制約事項
OBFL に関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• OBFL はデフォルトでイネーブルです。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS OBFL にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS システ

ム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
• OBFL フラッシュがサポートする書き込みおよび消去の回数には制限があります。イネーブルにす

るロギング数が多いほど、この書き込みおよび消去回数に早く達してしまいます。

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意してくだ

さい。

デフォルト設定
表 14-1 に、OBFL パラメータのデフォルト設定を示します。

OBFL の設定
Cisco NX-OS デバイス上で OBFL 機能を設定できます。

操作の前に

グローバル コンフィギュレーション モードになっていることを確認します。

手順の概要

1. hw-module logging onboard

2. hw-module logging onboard environmental-history

3. hw-module logging onboard error-stats

4. hw-module logging onboard interrupt-stats

5. hw-module logging onboard module slot

6. hw-module logging onboard module obfl-log

7. show logging onboard

8. copy running-config startup-config

表 14-1 デフォルトのOBFL パラメータ

パラメータ デフォルト

OBFL すべての機能がイネーブル
14-3
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x

 



 

第 14 章      OBFL の設定

OBFL の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with 
CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 1 hw-module logging onboard

例:
switch(config)# hw-module logging onboard
    Module:  7   Enabling  ... was successful.
    Module: 10   Enabling  ... was successful.
    Module: 12   Enabling  ... was successful.

すべての OBFL 機能をイネーブ

ルにします。

ステップ 2 hw-module logging onboard environmental-history

例:
switch(config)# hw-module logging onboard 
environmental-history
    Module:  7   Enabling environmental-history ... was 
successful.
    Module: 10   Enabling environmental-history ... was 
successful.
    Module: 12   Enabling environmental-history ... was 
successful.

OBFL 環境履歴をイネーブルに

します。

ステップ 3 hw-module logging onboard error-stats

例:
switch(config)# hw-module logging onboard error-stats
    Module:  7   Enabling error-stats ... was successful.
    Module: 10   Enabling error-stats ... was successful.
    Module: 12   Enabling error-stats ... was successful.

OBFL エラー統計をイネーブル

にします。

ステップ 4 hw-module logging onboard interrupt-stats

例:
switch(config)# hw-module logging onboard interrupt-stats
    Module:  7   Enabling interrupt-stats ... was 
successful.
    Module: 10   Enabling interrupt-stats ... was 
successful.
    Module: 12   Enabling interrupt-stats ... was 
successful.

OBFL 割り込み統計をイネーブ

ルにします。

ステップ 5 hw-module logging onboard module slot 

例:
switch(config)# hw-module logging onboard module 7
    Module:  7   Enabling  ... was successful.

モジュールの OBFL 情報をイ

ネーブルにします。

ステップ 6 hw-module logging onboard obfl-log

例:
switch(config)# hw-module logging onboard obfl-log
    Module:  7   Enabling obfl-log ... was successful.
    Module: 10   Enabling obfl-log ... was successful.
    Module: 12   Enabling obfl-log ... was successful.

ブート時間、デバイス バージョ

ン、および OBFL 履歴をイネー

ブルにします。
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OBFL の設定
ステップ 7 show logging onboard

例:
switch(config)# show logging onboard
----------------------------
OBFL Status
----------------------------
    Switch OBFL Log:                                    
Enabled

    Module:  7 OBFL Log: Enabled
    cpu-hog Enabled
    environmental-history Enabled
    error-stats Enabled
    exception-log 
.
.
.

Fri Mar 21 19:07:33 2008 (957597 us)
Module 2 SecondaryBootROM test has failed 20 times with 
error BIOS file checksum
 error

 Library could not be opened
 *** /lc/isan/lib/libcrdcfg.so: undefined symbol: 
get_slot_id ***
plog_show_data_type: Error opening library statcl, 
func_name statcl_disp_func

（任意）OBFL に関する情報を表

示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config startup-config

（任意）このコンフィギュレー

ションの変更を保存します。

コマンド 目的
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OBFL コンフィギュレーションの確認
OBFL コンフィギュレーションの確認
OBFL の設定状況を表示するには、show logging onboard status コマンドを使用します。

switch# show logging onboard status
----------------------------
OBFL Status
----------------------------
    Switch OBFL Log:                                    Enabled

    Module:  2 OBFL Log:                                Enabled
    cpu-hog                                             Enabled
    environmental-history                               Enabled
    error-stats                                         Enabled
    exception-log                                       Enabled
    interrupt-stats                                     Enabled
    mem-leak                                            Enabled
    miscellaneous-error                                 Enabled
    obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history)  Enabled
    register-log                                        Enabled
    stack-trace                                         Enabled
    system-health                                       Enabled

    Module:  6 OBFL Log:                                Enabled
    cpu-hog                                             Enabled
    environmental-history                               Enabled
    error-stats                                         Enabled
    exception-log                                       Enabled
    interrupt-stats                                     Enabled
    mem-leak                                            Enabled
    miscellaneous-error                                 Enabled
    obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history)  Enabled
    register-log                                        Enabled
    stack-trace                                         Enabled
    system-health                                       Enabled
    temp Error                                          Enabled

モジュールのフラッシュに保存されている OBFL 情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

show logging onboard boot-uptime ブートおよび動作時間の情報を表示します。

show logging onboard counter-stats すべての ASIC カウンタについて、統計情報を表

示します。

show logging onboard device-version デバイス バージョン情報を表示します。

show logging onboard endtime 指定した終了時刻までの OBFL ログを表示しま

す。

show logging onboard environmental-history 環境履歴を表示します。

show logging onboard error-stats エラー統計情報を表示します。

show logging onboard exception-log 例外ログ情報を表示します。

show logging onboard interrupt-stats 割り込み統計情報を表示します。

show logging onboard kernel-trace カーネル トレース情報を表示します。

show logging onboard module slot 指定したモジュールの OBFL 情報を表示します。

show logging onboard obfl-history 履歴情報を表示します。

show logging onboard obfl-logs ログ情報を表示します。
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OBFL のコンフィギュレーション例
（注） 上記の各 show コマンド オプションの OBFL 情報を消去するには、clear logging onboard コマンドを

使用します。

OBFL のコンフィギュレーション例
モジュール 2 で環境情報について OBFL をイネーブルにする例を示します。

conf t
hw-module logging onboard module 2 environmental-history

その他の関連資料
OBFL の実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.14-7）

• 「規格」（P.14-7）

関連資料

規格

show logging onboard stack-trace カーネル スタック トレース情報を表示します。

show logging onboard starttime 指定した開始時刻からの OBFL ログを表示しま

す。

show logging onboard status OBFL ステータス情報を表示します。

コマンド 目的

関連項目 マニュアル名

OBFL CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

コンフィギュレーション ファイル 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration 
Guide, Release 5.x』

VDC 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—
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OBFL 機能の履歴
OBFL 機能の履歴
表 14-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

表 14-2 OBFL 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

OBFL 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。
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C H A P T E R 15

SPAN の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上のポート間のトラフィックを分析するように イーサネット 
Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「SPAN の概要」（P.15-1）

• 「SPAN のライセンス要件」（P.15-5）

• 「SPAN の前提条件」（P.15-5）

• 「注意事項および制約事項」（P.15-5）

• 「SPAN の設定」（P.15-6）

• 「SPAN コンフィギュレーションの確認」（P.15-15）

• 「SPAN のコンフィギュレーション例」（P.15-15）

• 「その他の関連資料」（P.15-17）

• 「SPAN 機能の履歴」（P.15-18）

SPAN の概要 
SPAN は、外付けアナライザが接続された宛先ポートに SPAN セッション トラフィックを送ることで、

送信元ポート間のすべてのトラフィックを分析します。

ローカル デバイス上で、SPAN セッションでモニタする送信元と宛先を定義できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「SPAN 送信元」（P.15-2）

• 「SPAN 宛先」（P.15-2）

• 「SPAN セッション」（P.15-3）

• 「仮想 SPAN セッション」（P.15-3）

• 「マルチ SPAN セッション」（P.15-4）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.15-4）

• 「仮想化サポート」（P.15-4）
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SPAN の概要
SPAN 送信元

トラフィックをモニタできるインターフェイスを SPAN 送信元と呼びます。送信元では、モニタする

トラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックをコピーするかどうかを指定

します。SPAN 送信元には次のものが含まれます。

• イーサネット ポート

• VLAN：VLAN が SPAN 送信元として指定されている場合、VLAN でサポートされているすべて

のインターフェイスが SPAN 送信元となります。

• リモート SPAN（RSPAN）VLAN

• コントロール プレーン CPU の帯域内インターフェイス：帯域内インターフェイスをモニタできる

のは、デフォルト VDC からに限定されます。すべての VDC からの帯域内トラフィックがモニタ

されます。

（注） 1 つの SPAN セッションに、上述の送信元を組み合わせて使用できます。

送信元ポートの特性

SPAN 送信元ポートには、次の特性があります。

• 送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。

• RSPAN VLAN は、SPAN 送信元としてのみ使用できます。

• スーパーバイザ帯域内インターフェイスを SPAN 送信元として使用する場合、次のパケットがモ

ニタされます。

– スーパーバイザ ハードウェアに着信するすべてのパケット（入力）

– スーパーバイザ ハードウェアによって生成されるすべてのパケット（出力）

SPAN 宛先

SPAN 宛先とは、送信元ポートをモニタするインターフェイスを指します。宛先ポートは SPAN 送信元

からコピーされたトラフィックを受信します。

宛先ポートの特性

SPAN 宛先元ポートには、次の特性があります。

• SPAN セッションの宛先には、アクセス モードまたはトランク モードのイーサネット ポートまた

はポートチャネル インターフェイスが含まれます。

• 宛先ポートとして設定されたポートを送信元ポートとしても設定することはできません。

• 宛先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで設定できます。

• 宛先ポートはスパニング ツリー インスタンスに関与しません。SPAN 出力には Bridge Protocol 
Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）Spanning-Tree Protocol（STP; スパニ

ング ツリー プロトコル）hello パケットが含まれます。

• RSPAN VLAN は、SPAN 宛先として使用できません。
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SPAN の概要
• Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）のサポートとして、パケットを挿入して特

定の TCP パケット ストリームを中断するように SPAN 宛先を設定できます。

• 転送エンジンが IDS の MAC アドレスを学習できるように SPAN 宛先を設定できます。

SPAN セッション

大 18 の SPAN セッションを作成し、送信元と宛先を指定できます。

（注） 同時に実行できる SPAN セッションは 2 つだけです。

図 15-1 に、SPAN の設定を示します。3 つのイーサネット ポート上のパケットが宛先ポート イーサ

ネット 2/5 にコピーされます。コピーされるのは、指定した方向のトラフィックだけです。

図 15-1 SPAN の設定

仮想 SPAN セッション

仮想 SPAN セッションを作成すると、複数の VLAN 送信元をモニタし、複数の宛先ポートでの送信に

関係する VLAN だけを選択できます。たとえば、トランク ポートで SPAN を設定し、さまざまな宛先

ポートでさまざまな VLAN からのトラフィックをモニタできます。

図 15-2 に、仮想 SPAN の設定を示します。仮想 SPAN セッションでは、3 つの VLAN から指定した 3 
つの宛先ポートへトラフィックがコピーされます。各宛先ポートで許可する VLAN を選択することに

よって、そのポートでデバイスが送信するトラフィックを制限できます。図 15-2 では、デバイスは各

宛先ポートで 1 つの VLAN からのパケットを送信します。

（注） 仮想 SPAN セッションでは、パケットが宛先で必要かどうかに関係なく、すべての送信元パケットが

すべての宛先にコピーされます。VLAN トラフィックのフィルタリングは、出力側の宛先ポート レベ

ルで行われます。
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SPAN の概要
図 15-2 仮想 SPAN の設定

仮想 SPAN セッションの設定については、「仮想 SPAN セッションの設定」（P.15-10）を参照してくだ

さい。

マルチ SPAN セッション

大 18 の SPAN セッションを定義できますが、同時に実行できる SPAN セッションは 2 つだけです。

未使用の SPAN セッションをシャットダウンできます。

SPAN セッションのシャットダウンについては、「SPAN セッションのシャットダウンまたは再開」

（P.15-13）を参照してください。

ハイ アベイラビリティ

SPAN 機能はステートレス リスタートおよびステートフル リスタートをサポートします。リブート後

またはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。

ハイ アベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and 
Redundancy Guide, Release 5.x』を参照してください。

仮想化サポート

Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）は、一連のシステム リソースに対応する

論理表現です。SPAN が適用されるのは、コマンドが入力された VDC だけです。

（注） 帯域内インターフェイスをモニタできるのは、デフォルトの VDC からだけです。すべての VDC から

の帯域内トラフィックがモニタされます。

VDCの設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。
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SPAN のライセンス要件
SPAN のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

SPAN の前提条件
SPAN の前提条件は、次のとおりです。

• 各デバイス上で、まず所定の SPAN 設定をサポートするポートを設定する必要があります。詳細

については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』を参

照してください。

注意事項および制約事項
SPAN に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• 表 15-1 に SPAN セッションの上限をまとめます。

• 宛先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで設定できます。

• 1 つのポートを送信元ポートと宛先ポートの両方に設定することはできません。

• 1 つの SPAN セッションに、次の送信元を組み合わせて使用できます。

– サブインターフェイスではないイーサネット ポート。

– VLAN。ポート チャネル サブインターフェイスに割り当て可能です。

– コントロール プレーン CPU への帯域内インターフェイス。

• 宛先ポートはスパニング ツリー インスタンスに関与しません。SPAN 出力には Bridge Protocol 
Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）Spanning-Tree Protocol（STP; スパニ

ング ツリー プロトコル）hello パケットが含まれます。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS SPAN にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS システ

ム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

表 15-1 SPAN セッションの上限

説明 上限

設定済みの SPAN セッション 18

同時に実行される SPAN セッション 2

セッションごとの送信元インターフェイス 128

セッションごとの送信元 VLANS 32

セッションごとの宛先インターフェイス 32
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SPAN の設定
• SPAN セッションに、送信方向または送信および受信方向でモニタされている送信元ポートが含ま

れている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信されなくても、これらのポートを受け

取るパケットが SPAN の宛先ポートに複製される可能性があります。送信元ポートでこの動作が

生じる例の一部を示します。

– フラッディングから生じたトラフィック

– ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック

• 入力と出力の両方が設定されている VLAN SPAN セッションでは、パケットが同じ VLAN 上でス

イッチングされる場合に、宛先ポートから 2 つのパケット（入力側から 1 つ、出力側から 1 つ）が

転送されます。

• VLAN SPAN がモニタするのは、VLAN のレイヤ 2 ポートを出入りするトラフィックだけです。

• 帯域内インターフェイスをモニタできるのは、デフォルトの VDC からだけです。すべての VDC 
からの帯域内トラフィックがモニタされます。

• RSPAN VLAN を設定できるのは、SPAN セッションの送信元として使用する場合に限られます。

• SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。

• 経路選択済みのインターフェイスをモニタするよう SPAN セッションを設定すると、セッション

が両方向に設定されている場合でも、受信されたトラフィックだけがキャプチャされます。この制

限は、レイヤ 2 インターフェイス（およびレイヤ 3 インターフェイスとしての VLAN インター

フェイス）に入り、モニタ セッションの送信元である、経路選択済みの（物理レイヤ 3）インター

フェイスから出るトラフィックだけを対象としています。トラフィックが、経路選択済みの（物理

レイヤ 3）インターフェイスに入り、モニタ セッションの送信元である、別の経路選択済みの（物

理レイヤ 3）インターフェイスから出ると、モニタ セッションの宛先ポートは、両方向のトラ

フィックをキャプチャします。経路選択済みのポートに入るトラフィックが、スイッチ上の IP ア
ドレス（VLAN インターフェイス）に宛先指定されている場合、SPAN セッションは両方向のト

ラフィックをキャプチャします。

SPAN の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SPAN セッションの設定」（P.15-6）

• 「仮想 SPAN セッションの設定」（P.15-10）

• 「RSPAN VLAN の設定」（P.15-12）

• 「SPAN セッションのシャットダウンまたは再開」（P.15-13）

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドと異なる場合があります。

SPAN セッションの設定

SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。デフォルトでは、SPAN セッション

はシャット ステートで作成されます。

送信元にはイーサネット ポート、ポート チャネル、スーパーバイザ帯域内インターフェイス、VLAN、

および RSPAN VLAN を指定できます。SPAN 送信元ではプライベート VLAN（プライマリ、分離、

およびコミュニティ）を指定できます。
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SPAN の設定
1 つの SPAN セッションに、イーサネット ポート、VLAN、コントロール プレーンへの帯域内イン

ターフェイスを組み合わせた送信元を使用できます。イーサネット ポートのサブインターフェイスを、

SPAN セッションの送信元として指定することはできません。

（注） モニタ セッションで、レイヤ 3 ポートチャネル サブインターフェイスを SPAN 送信元として使用する

には、フィルタ VLAN としてサブインターフェイスに IEEE 802.1Q VLAN カプセル化を設定するとき

に入力した vlan ID を指定する必要があります。メイン インターフェイスと SPAN VLAN フィルタを

使用して、サブインターフェイス上の 802.1Q VLAN をフィルタする場合、SPAN には、SPAN の宛先

ポート上のすべてのサブインターフェイスに対するトラフィックが示されます。

SPAN 送信元としてスーパーバイザ帯域内インターフェイスを指定すると、デバイスはスーパーバイザ 
ハードウェアに到達したすべてのパケット（入力）およびスーパーバイザ ハードウェアによって生成

されたすべてのパケット（出力）をモニタします。

宛先ポートには、アクセス モードまたはトランク モードのイーサネット ポートまたはポートチャネル

を指定できます。すべての宛先ポートでモニタ モードをイネーブルにする必要があります。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC を切り替えるには、switchto vdc コマンドを使

用します。

アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートが設定されている必要があります。詳細について

は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

手順の概要

1. config t

2. interface ethernet slot/port[-port]

3. switchport

4. switchport mode [access | trunk | private-vlan]

5. switchport monitor [ingress [learning]]

6. ステップ 2 および 3 を繰り返して、追加の SPAN 宛先でモニタリングを設定します。

7. no monitor session session-number

8. monitor session session-number

9. description description

10. source {interface type | vlan {number | range} [rx | tx | both]

11. ステップ 8 を繰り返して、すべての SPAN 送信元を設定します。

12. filter vlan {number | range}

13. ステップ 10 を繰り返して、すべての送信元 VLAN のフィルタリングを設定します。

14. destination interface type {number | range}

15. ステップ 12 を繰り返して、すべての SPAN 宛先ポートを設定します。

16. no shut

17. show monitor session {all | session-number | range session-range} [brief]

18. copy running-config startup-config
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SPAN の設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 interface ethernet slot/port[-port]

例:
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# 

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲

で、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 3 switchport

例:
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# 

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲で

スイッチポート パラメータを設定します。

ステップ 4 switchport mode [access | trunk | 
private-vlan]

例:
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# 

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲で

スイッチポート モードを設定します。

• access

• trunk

• private-vlan
ステップ 5 switchport monitor [ingress [learning]]

例:
switch(config-if)# switchport monitor

SPAN 宛先としてスイッチポート インターフェイス

を設定します。

• ingress
SPAN 宛先ポートで、IDS を使用するネット

ワークなどで特定の TCP パケット ストリームを

中断するパケットを挿入できるようにします。

• ingress learning
SPAN 宛先ポートで、パケットを挿入して IDS 
アドレスなどの MAC アドレスを学習できるよ

うにします。

ステップ 6 （任意）ステップ 2 および 3 を繰り返して、追加

の SPAN 宛先でモニタリングを設定します。

—

ステップ 7 no monitor session session-number

例:
switch(config)# no monitor session 3

指定した SPAN セッションのコンフィギュレーショ

ンを消去します。新しいセッション コンフィギュ

レーションは、既存のセッション コンフィギュ

レーションに追加されます。

ステップ 8 monitor session session-number

例:
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# 

モニタ コンフィギュレーション モードを開始しま

す。新しいセッション コンフィギュレーションは、

既存のセッション コンフィギュレーションに追加

されます。デフォルトでは、セッションはシャット 
ステートで作成されます。

ステップ 9 description description

例:
switch(config-monitor)# description 
my_span_session_3

セッションの説明を設定します。デフォルトでは、

説明は定義されません。説明には 大 32 の英数字

を使用できます。
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SPAN の設定
ステップ 10 source {interface type | vlan 
{1-3967,4048-4093}} [rx | tx | both]

例 1:
switch(config-monitor)# source interface 
ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx

例 2:
switch(config-monitor)# source interface 
port-channel 2

例 3:
switch(config-monitor)# source interface 
sup-eth 0 both

例 4:
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 
tx

送信元およびパケットをコピーするトラフィックの

方向を設定します。イーサネット ポート範囲、

ポート チャネル、帯域内インターフェイス、また

は VLAN 範囲を入力できます。

送信元は 1 つ設定することも、またはカンマで区

切った一連のエントリとして、または番号の範囲と

して、複数設定することもできます。 大 128 の
インターフェイスを指定できます。VLAN の範囲

は 1 ～ 3967 または 4048 ～ 4093 です。

コピーするトラフィックの方向は、受信（rx）、送

信（tx）、または両方（both）を設定できます。方

向のデフォルトは both です。

（注） 帯域内インターフェイスをモニタできるの

は、デフォルトの VDC からだけです。す

べての VDC からの帯域内トラフィックが

モニタされます。

ステップ 11 （任意）ステップ 8 を繰り返して、すべての 
SPAN 送信元を設定します。

—

ステップ 12 filter vlan {number | range}

例:
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7

設定された送信元から選択する VLAN を設定しま

す。VLAN は 1 つ設定することも、またはカンマ

で区切った一連のエントリとして、または番号の範

囲として、複数設定することもできます。VLAN 
の範囲は 1 ～ 3967 または 4048 ～ 4093 です。

ステップ 13 （任意）ステップ 10 を繰り返して、すべての送

信元 VLAN のフィルタリングを設定します。

—

ステップ 14 destination interface type {number | 
range}

例:
switch(config-monitor)# destination 
interface ethernet 2/5, ethernet 3/7

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛

先は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った

一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。 大 128 のインター

フェイスを指定できます。

（注） SPAN 宛先ポートは、アクセス ポートまた

はトランク ポートのどちらかにする必要が

あります。

ステップ 15 （任意）ステップ 12 を繰り返して、すべての 
SPAN 宛先ポートを設定します。

—

ステップ 16 no shut

例:
switch(config-monitor)# no shut

SPAN セッションをイネーブルにします。デフォル

トでは、セッションはシャット ステートで作成さ

れます。

（注） 同時に実行できる SPAN セッションは 2 つ
だけです。

コマンド 目的
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SPAN の設定
仮想 SPAN セッションの設定

仮想 SPAN セッションを設定すると、送信元ポート、VLAN、および RSPAN VLAN からローカル デ
バイス上の宛先ポートへのパケットをコピーできます。デフォルトでは、SPAN セッションはシャット 
ステートで作成されます。

送信元には、ポート、VLAN または RSPAN VLAN を指定できます。

宛先ポートにはイーサネット ポートを指定できます。各宛先ポートで許可する VLAN を選択すること

によって、そのポートでデバイスが送信するトラフィックを制限できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します（または switchto vdc コマンドを使用します）。

トランク モードで宛先ポートが設定されています。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 
Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

switchport monitor コマンドを使用して、SPAN セッションをモニタする宛先ポートが設定されてい

ます。

手順の概要

1. config t

2. no monitor session session-number

3. monitor session session-number

4. source {interface type | vlan} {number | range} [rx | tx | both]

5. ステップ 4 を繰り返して、すべての仮想 SPAN VLAN 送信元を設定します。

6. destination interface type {number | range}

7. ステップ 6 を繰り返して、すべての仮想 SPAN 宛先ポートを設定します。

8. no shut

9. show monitor session {all | session-number | range session-range} [brief]

10. interface ethernet slot/port[-port]

11. switchport trunk allowed vlan {{number | range} | add {number | range} | except {number | 
range} | remove {number | range} | all | none}

12. ステップ 10 および 11 を繰り返して、各宛先ポートで許可する VLAN を設定します。

ステップ 17 show monitor session {all | session-number 
| range session-range} [brief]

例:
switch(config-monitor)# show monitor 
session 3

（任意）SPAN コンフィギュレーションを表示しま

す。

ステップ 18 copy running-config startup-config

例:
switch(config-monitor)# copy 
running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンド 目的
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SPAN の設定
13. show interface ethernet slot/port[-port] trunk

14. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 no monitor session session-number

例:
switch(config)# no monitor session 3

指定した SPAN セッションのコンフィギュレーショ

ンを消去します。新しいセッション コンフィギュ

レーションは、既存のセッション コンフィギュ

レーションに追加されます。

ステップ 3 monitor session session-number

例:
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# 

モニタ コンフィギュレーション モードを開始しま

す。新しいセッション コンフィギュレーションは、

既存のセッション コンフィギュレーションに追加

されます。

ステップ 4 source {interface type | vlan} {number | 
range} [rx | tx | both]

例:
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 
tx

送信元およびパケットをコピーするトラフィックの

方向を設定します。送信元は 1 つ設定することも、

またはカンマで区切った一連のエントリとして、ま

たは番号の範囲として、複数設定することもできま

す。 大 128 のインターフェイスを指定できます。

VLAN の範囲は 1 ～ 3967 または 4048 ～ 4093 で
す。

コピーするトラフィックの方向は、受信（rx）、送

信（tx）、または両方（both）を設定できます。方

向のデフォルトは both です。

ステップ 5 （任意）ステップ 4 を繰り返して、すべての仮想 
SPAN 送信元 VLAN を設定します。

—

ステップ 6 destination interface type {number | 
range}

例:
switch(config-monitor)# destination 
interface ethernet 2/5, ethernet 3/7

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。イ

ンターフェイスは 1 つ設定することも、またはカン

マで区切った一連のエントリとして、または番号の

範囲として、複数設定することもできます。設定可

能な範囲は 1 ～ 128 です。

（注） 宛先ポートをトランク ポートとして設定し

ます。詳細については、『Cisco Nexus 7000 
Series NX-OS Interfaces Configuration 
Guide, Release 5.x』を参照してください。

ステップ 7 （任意）ステップ 6 を繰り返して、すべての仮想 
SPAN 宛先ポートを設定します。

—

ステップ 8 no shut

例:
switch(config-monitor)# no shut

SPAN セッションをイネーブルにします。デフォル

トでは、セッションはシャット ステートで作成さ

れます。

（注） 同時に実行できる SPAN セッションは 2 つ
だけです。
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SPAN の設定
RSPAN VLAN の設定

RSPAN VLAN を SPAN セッション送信元として指定できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します（または switchto vdc コマンドを使用します）。

手順の概要

1. config t

2. vlan vlan

3. remote-span

4. exit

ステップ 9 show monitor session {all | session-number 
| range session-range} [brief]

例:
switch(config-monitor)# show monitor 
session 3

（任意）仮想 SPAN コンフィギュレーションを表示

します。

ステップ 10 interface ethernet slot/port[-port]

例:
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# 

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲

で、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 11 switchport trunk allowed vlan {{number | 
range} | add {number | range} | except 
{number | range} | remove {number | range} 
| all | none}

例:
switch(config-if)# switchport trunk 
allowed vlan 3-5

インターフェイスで許可する VLAN の範囲を設定

します。既存の VLAN に対して追加または削除す

る、指定した以外のすべての VLAN を選択する、

すべての VLAN を選択する、またはすべての 
VLAN を選択しないでおくことができます。デ

フォルトでは、インターフェイス上ですべての 
VLAN が許可されます。

VLAN は 1 つ設定することも、またはカンマで区

切った一連のエントリとして、または番号の範囲と

して、複数設定することもできます。VLAN の範

囲は 1 ～ 3967 または 4048 ～ 4093 です。

ステップ 12 （任意）ステップ 10 および 11 を繰り返して、各

宛先ポートで許可する VLAN を設定します。

—

ステップ 13 show interface ethernet slot/port[-port] 
trunk

例:
switch(config-if)# show interface ethernet 
2/5 trunk

（任意）選択したスロットおよびポートまたはポー

ト範囲に対応するインターフェイス トランキング 
コンフィギュレーションを表示します。

ステップ 14 copy running-config startup-config

例:
switch(config-if)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンド 目的
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SPAN の設定
5. show vlan

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

SPAN セッションのシャットダウンまたは再開

SPAN セッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断することがで

きます。同時に実行できる SPAN セッションは 2 つだけなので、セッションの 1 つをシャットダウン

してハードウェア リソースを解放することによって、別のセッションが使用できるようになります。

デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。

SPAN セッションを再開（イネーブルに）すると、送信元から宛先へのパケットのコピーを再開できま

す。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの SPAN セッションをイネーブルにするには、

そのセッションを一度シャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要があります。

SPAN セッションのシャット ステートおよびイネーブル ステートは、グローバルまたはモニタ コン

フィギュレーション モードのどちらのコマンドでも設定できます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します（または switchto vdc コマンドを使用します）。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 vlan vlan

例:
switch(config)# vlan 901
switch(config-vlan)#

指定した VLAN の VLAN 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 remote-span

例:
switch(config-vlan)# remote-span

VLAN を RSPAN VLAN として設定します。

ステップ 4 exit

例:
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

VLAN コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 5 show vlan

例:
switch(config)# show vlan

（任意）VLAN コンフィギュレーションを表示しま

す。RSPAN VLAN が一覧表示されます。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。
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SPAN の設定
手順の概要

1. config t

2. monitor session {session-range | all} shut

3. no monitor session {session-range | all} shut

4. monitor session session-number

5. shut

6. no shut

7. show monitor

8. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 monitor session {session-range | all} shut

例:
switch(config)# monitor session 3 shut

指定の SPAN セッションをシャットダウンします。

セッションの範囲は 1 ～ 18 です。デフォルトでは、

セッションはシャット ステートで作成されます。

同時に実行できるセッションは 2 つだけです。

ステップ 3 no monitor session {session-range | all} 
shut

例:
switch(config)# no monitor session 3 shut

指定の SPAN セッションを再開（イネーブルに）し

ます。セッションの範囲は 1 ～ 18 です。デフォル

トでは、セッションはシャット ステートで作成さ

れます。同時に実行できるセッションは 2 つだけで

す。

（注） モニタ セッションがイネーブルで動作状況

がダウンの場合、セッションをイネーブル

にするには、 初に monitor session shut 
コマンドを指定してから、no monitor 
session shut コマンドを続ける必要があり

ます。

ステップ 4 monitor session session-number

例:
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# 

モニタ コンフィギュレーション モードを開始しま

す。新しいセッション コンフィギュレーションは、

既存のセッション コンフィギュレーションに追加

されます。

ステップ 5 shut

例:
switch(config-monitor)# shut

SPAN セッションをシャットダウンします。デフォ

ルトでは、セッションはシャット ステートで作成

されます。

ステップ 6 no shut

例:
switch(config-monitor)# no shut

SPAN セッションをイネーブルにします。デフォル

トでは、セッションはシャット ステートで作成さ

れます。

（注） 同時に実行できる SPAN セッションは 2 つ
だけです。
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SPAN コンフィギュレーションの確認
SPAN コンフィギュレーションの確認
SPAN のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

これらのコマンドからの出力内のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 
System Management Command Reference, Release 5.x』を参照してください。

SPAN のコンフィギュレーション例
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SPAN セッションのコンフィギュレーション例」（P.15-15）

• 「仮想 SPAN セッションのコンフィギュレーション例」（P.15-16）

• 「プライベート VLAN 送信元の SPAN セッションのコンフィギュレーション例」（P.15-17）

SPAN セッションのコンフィギュレーション例

SPAN セッションを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにし

ます。

switch# config t
  switch(config)# interface ethernet 2/5
    switch(config-if)# switchport
    switch(config-if)# switchport mode trunk
    switch(config-if)# switchport monitor
    switch(config-if)# no shut
    switch(config-if)# exit
  switch(config)# 

ステップ 7 show monitor

例:
switch(config-monitor)# show monitor

（任意）SPAN セッションの状況を表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例:
switch(config-monitor)# copy 
running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンド 目的

コマンド 目的

show monitor session {all | session-number | 
range session-range} [brief]

SPAN セッションの設定を表示します。
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SPAN のコンフィギュレーション例
ステップ 2 SPAN セッションを設定します。

switch(config)# no monitor session 3
  switch(config)# monitor session 3
    switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
    switch(config-monitor)# source interface port-channel 2
    switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 both
    switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 tx
    switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
    switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
    switch(config-monitor)# no shut
    switch(config-monitor)# exit
  switch(config)# show monitor session 3
  switch(config)# copy running-config startup-config

仮想 SPAN セッションのコンフィギュレーション例

仮想 SPAN セッションを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにし

ます。

switch# config t
  switch(config)# interface ethernet 3/1
    switch(config-if)# switchport
    switch(config-if)# switchport mode trunk
    switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100-200
    switch(config-if)# switchport monitor
    switch(config-if)# no shut
    switch(config-if)# exit
  switch(config)# interface ethernet 3/2
    switch(config-if)# switchport
    switch(config-if)# switchport mode trunk
    switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 201-300
    switch(config-if)# switchport monitor
    switch(config-if)# no shut
    switch(config-if)# exit
  switch(config)# 

ステップ 2 SPAN セッションを設定します。

switch(config)# no monitor session 3
  switch(config)# monitor session 3
    switch(config-monitor)# source vlan 100-300
    switch(config-monitor)# destination interface ethernet 3/1-2
    switch(config-monitor)# no shut
    switch(config-monitor)# exit
  switch(config)# show monitor session 3
  switch(config)# copy running-config startup-config
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その他の関連資料
プライベート VLAN 送信元の SPAN セッションのコンフィギュレーショ
ン例

プライベート VLAN 送信元が含まれる SPAN セッションを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 送信元 VLAN を設定します。

switch# config t
  switch(config)# vlan 100
    switch(config-vlan)# private-vlan primary
    switch(config-vlan)# exit
  switch(config)# interface ethernet 3/1
    switch(config-if)# switchport
    switch(config-if)# switchport access vlan 100
    switch(config-if)# no shut
    switch(config-if)# exit
  switch(config)# interface ethernet 3/2
    switch(config-if)# switchport
    switch(config-if)# switchport mode trunk
    switch(config-if)# switchport trunk native vlan 100
    switch(config-if)# no shut
    switch(config-if)# exit
  switch(config)# 

ステップ 2 アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにし

ます。

switch# config t
  switch(config)# interface ethernet 3/3
    switch(config-if)# switchport
    switch(config-if)# switchport mode trunk
    switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100-200
    switch(config-if)# switchport monitor
    switch(config-if)# no shut
    switch(config-if)# exit
  switch(config)# 

ステップ 3 SPAN セッションを設定します。

switch(config)# no monitor session 3
  switch(config)# monitor session 3
    switch(config-monitor)# source vlan 100
    switch(config-monitor)# destination interface ethernet 3/3
    switch(config-monitor)# no shut
    switch(config-monitor)# exit
  switch(config)# show monitor session 3
  switch(config)# copy running-config startup-config

その他の関連資料
SPAN の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.15-18）

• 「規格」（P.15-18）
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SPAN 機能の履歴
関連資料

規格

SPAN 機能の履歴
表 15-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

VDC 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

SPAN コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例 

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 15-2 SPAN 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

SPAN 5.0(2) リリース 4.2 から変更ありません。

SPAN 4.2(1) リリース 4.1 から変更ありません。

注意事項および制約事項 4.1(3) SPAN セッションの上限の表を追加。表 15-1（P.15-5） を
参照してください。
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C H A P T E R 16

LLDP の設定

この章では、ローカル ネットワーク上の他のデバイスを検出するために、Link Layer Discovery 
Protocol（LLDP）を設定する方法について説明します。

（注） 管理デバイス上で実行されている Cisco NX-OS のリリースが、この章で説明する機能または設定の一

部をサポートしていない場合があります。 新の機能情報および警告については、対象のプラット

フォームおよびソフトウェア リリースのマニュアルおよびリリース ノートを参照してください。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「LLDP の概要」（P.16-1）

• 「LLDP のライセンス要件」（P.16-2）

• 「注意事項および制約事項」（P.16-3）

• 「デフォルト設定」（P.16-3）

• 「LLDP の設定」（P.16-3）

• 「LLDP コンフィギュレーションの確認」（P.16-8）

• 「LLDP のコンフィギュレーション例」（P.16-8）

• 「その他の関連資料」（P.16-9）

• 「LLDP 機能の履歴」（P.16-9）

LLDP の概要
ここでは、次の内容について説明します。

• 「LLDP の概要」（P.16-1）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.16-2）

• 「仮想化サポート」（P.16-2）

LLDP の概要

Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）はデバイス検出プロトコルで、シスコ製のあ

らゆるデバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、スイッチ）上でデータリンク層（レイヤ 2）を

介して実行されます。CDP により、ネットワーク管理アプリケーションは、ネットワークに接続され

ているシスコ デバイスを自動的に検出し、学習することができます。
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LLDP のライセンス要件
非シスコ デバイスを検出できるようにするために、スイッチは Link Layer Discovery Protocol
（LLDP）もサポートしています。これはベンダー中立なデバイス検出プロトコルで、IEEE 802.1ab 標
準で定義されています。LLDP を使用するとネットワーク デバイスは、ネットワーク上の他のデバイ

スに対して自身の情報を通知できます。このプロトコルはデータリンク層で実行されます。これによ

り、異なるネットワーク層のプロトコルを実行している 2 つのシステムが相互に学習できます。

LLDP は片方向プロトコルで、デバイスおよびそのインターフェイスの機能と現在のステータス情報を

送信します。LLDP デバイスはプロトコルを使用して、他の LLDP デバイスからのみ情報を請求しま

す。

LLDP は一連のアトリビュートをサポートしており、これを使用して他のデバイスを検出します。これ

らのアトリビュートには、タイプ、長さ、および値（TLV）の説明が含まれています。LLDP デバイス

は TLV を使用して、ネットワーク上の他のデバイスと情報を送受信できます。設定情報、デバイスの

機能、デバイス ID などの詳細は、このプロトコルを使用して通知できます。

LLDP は、デフォルトで次の TLV を通知します。

• DCBXP

• 管理アドレス

• ポートの説明

• ポート VLAN

• システムの機能

• システムの説明

• システム名

ハイ アベイラビリティ

LLDP 機能はステートレス リスタートおよびステートフル リスタートをサポートします。リブート後

またはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。

ハイ アベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and 
Redundancy Guide, Release 5.x』を参照してください。

仮想化サポート

Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）ごとに LLDP インスタンスが 1 つサポー

トされます。別の VDC を指定しない限り、自動的にデフォルト VDC が使用されます。

VDC の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。

LLDP のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
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注意事項および制約事項
注意事項および制約事項 

LLDP に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• インターフェイス上で LLDP をイネーブルまたはディセーブルにするには、事前にデバイス上で 
LLDP をイネーブルにしておく必要があります。

• LLDP は物理インターフェイスだけでサポートされています。

• LLDP は 1 つのポートにつき 1 つのデバイスを検出できます。

• Converged Network Adapter（CNA）を使用していない場合、LLDP は Linux サーバを検出できま

す。LLDP は他のタイプのサーバを検出できません。

デフォルト設定
表 16-1 に LLDP のデフォルト設定を示します。

LLDP の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「LLDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル」（P.16-4）

• 「インターフェイス上での LLDP のイネーブルまたはディセーブル」（P.16-5）

• 「LLDP オプション パラメータの設定」（P.16-6）

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS LLDP にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS システ

ム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳

細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

表 16-1 LLDP のデフォルト設定

パラメータ デフォルト

グローバル LLDP ディセーブル

インターフェイス上の LLDP イネーブル（LLDP がグローバルにイネーブル

になった後）

LLDP 保持時間（ディセーブルになる前） 120 秒
LLDP 再初期化遅延 2 秒
LLDP タイマ（パケット更新頻度） 30 秒
LLDP TLV イネーブル

LLDP 受信 イネーブル（LLDP がグローバルにイネーブル

になった後）

LLDP 送信 イネーブル（LLDP がグローバルにイネーブル

になった後）
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LLDP の設定
（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、類似した機能の Cisco IOS コマンドと異なる場合があります。

LLDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル

デバイス上で、LLDP をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。デバイスで LLDP 
パケットの送信および受信を可能にするには、LLDP をグローバルにイネーブルにする必要がありま

す。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC を切り替えるには、switchto vdc コマンドを使

用します。

手順の概要

1. config t

2. [no] feature lldp

3. show running-config lldp

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

次に、デバイス上で LLDP をグローバルにイネーブルにする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
switch(config)# feature lldp

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 [no] feature lldp

例:
switch(config)# feature lldp

デバイス上で LLDP をイネーブルまたはディセー

ブルにします。LLDP はデフォルトでディセーブル

になっています。

ステップ 3 show running-config lldp

例:
switch(config)# show running-config lldp

（任意）グローバルな LLDP コンフィギュレーション

を表示します。LLDP がイネーブルの場合、「feature 
lldp」が表示され、LLDP がディセーブルの場合、

「Invalid command」エラーが表示されます。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。
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LLDP の設定
インターフェイス上での LLDP のイネーブルまたはディセーブル

LLDP をグローバルにイネーブルにすると、サポートされているすべてのインターフェイス上で、

LLDP がデフォルトでイネーブルになります。ただし、個々のインターフェイス上で LLDP をイネー

ブルまたはディセーブルにすることも、LLDP パケットを送信だけ、または受信だけ行うようインター

フェイスを選択的に設定することもできます。

（注） インターフェイスをトンネル ポートとして設定すると、LLDP は自動的にディセーブルになります。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC を切り替えるには、switchto vdc コマンドを使

用します。

デバイス上で LLDP がグローバルにイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. config t

2. interface ethernet slot/port

3. [no] lldp transmit

4. [no] lldp receive

5. show lldp interface ethernet slot/port

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)

LLDP をイネーブルにするインターフェイスを指定

し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 3 [no] lldp transmit

例:
switch(config-if)# lldp transmit

インターフェイス上で LLDP パケットの送信をイ

ネーブルまたはディセーブルにします。LLDP をグ

ローバルにイネーブルにすると、サポートされてい

るすべてのインターフェイス上で、LLDP がデフォ

ルトでイネーブルになります。
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LLDP の設定
次に、インターフェイス上で LLDP パケットの送信をディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# no lldp transmit

LLDP オプション パラメータの設定

LLDP の更新頻度、受信デバイスが情報を破棄するまでに保持している時間、および初期化の遅延時間

を設定できます。TLV を選択して、LLDP パケットに含まれるようにすることもできます。

操作の前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC を切り替えるには、switchto vdc コマンドを使

用します。

手順の概要

1. config t

2. [no] lldp holdtime seconds

3. [no] lldp reinit seconds

4. [no] lldp timer seconds

5. show lldp timers

6. [no] lldp tlv-select tlv

7. show lldp tlv-select

8. copy running-config startup-config

ステップ 4 [no] lldp receive

例:
switch(config-if)# lldp receive

インターフェイス上で LLDP パケットの受信をイ

ネーブルまたはディセーブルにします。LLDP をグ

ローバルにイネーブルにすると、サポートされてい

るすべてのインターフェイス上で、LLDP がデフォ

ルトでイネーブルになります。

ステップ 5 show lldp interface ethernet slot/port

例:
switch(config-if)# show lldp interface 
ethernet 7/1

（任意）インターフェイス上の LLDP 設定を表示し

ます。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config-if)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

コマンド 目的
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LLDP の設定
手順の詳細

次に、200 秒の保持時間、5 秒の遅延時間、50 秒の更新頻度を設定し、port-vlan TLV をディセーブル

に設定する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
switch(config)# lldp holdtime 200
switch(config)# lldp reinit 5

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 [no] lldp holdtime seconds

例:
switch(config)# lldp holdtime 200

（任意）受信デバイスが、デバイスから送信された

情報を破棄するまでに保持している時間（秒）を指

定します。

値の範囲は 10 ～ 255 秒で、デフォルト値は 120 秒
です。

ステップ 3 [no] lldp reinit seconds

例:
switch(config)# lldp reinit 5

（任意）インターフェイス上で LLDP を初期化する

ときの遅延時間（秒）を指定します。

値の範囲は 1 ～ 10 秒で、デフォルト値は 2 秒です。

ステップ 4 [no] lldp timer seconds

例:
switch(config)# lldp timer 50

（任意）LLDP 更新の送信頻度（秒）を指定します。

値の範囲は 5 ～ 254 秒で、デフォルト値は 30 秒で

す。

ステップ 5 show lldp timers

例:
switch(config)# show lldp timers

（任意）LLDP の保持時間、遅延時間、更新頻度の

設定を表示します。

ステップ 6 [no] lldp tlv-select tlv

例:
switch(config)# lldp tlv-select 
system-name

（任意）LLDP パケットで送信および受信する TLV 
を指定します。使用できる TLV は、dcbxp、
management-address、port-description、port-vlan、
system-capabilities、system-description、および 
system-name です。使用できるすべての TLV はデ

フォルトでイネーブルになっています。

（注） これらの TLV の使用の詳細については、

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System 
Management Command Reference, Release 
5.x』を参照してください。

ステップ 7 show lldp tlv-select

例:
switch(config)# show lldp tlv-select

（任意）LLDP TLV コンフィギュレーションを表示

します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例:
switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。
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LLDP コンフィギュレーションの確認
switch(config)# lldp timer 50
switch(config)# no lldp tlv-select port-vlan

LLDP コンフィギュレーションの確認
LLDP のコンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを使用します。

LLDP の統計を消去するには、clear lldp counters コマンドを使用します。

LLDP のコンフィギュレーション例
次に、1 つのデバイス上での LLDP のイネーブル化、一部のインターフェイス上での LLDP のディ

セーブル化、オプション パラメータ（保持時間、遅延時間、更新頻度など）の設定、およびいくつか

の LLDP TLV のディセーブル化の例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
switch(config)# feature lldp
switch(config)# interface ethernet 7/9
switch(config-if)# no lldp transmit
switch(config-if)# no lldp receive
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/10
switch(config-if)# no lldp transmit
switch(config-if)# no lldp receive
switch(config-if)# exit
switch(config)# lldp holdtime 200
switch(config)# lldp reinit 5
switch(config)# lldp timer 50
switch(config)# no lldp tlv-select port-vlan
switch(config)# no lldp tlv-select system-name

コマンド 目的

show running-config lldp LLDP のグローバル コンフィギュレーションを

表示します。

show lldp interface ethernet slot/port LLDP のインターフェイス コンフィギュレー

ションを表示します。

show lldp timers LLDP の保持時間、遅延時間、更新頻度の設定を

表示します。

show lldp tlv-select LLDP TVL コンフィギュレーションを表示しま

す。

show lldp dcbx interface ethernet slot/port ローカルな DCBX 制御ステータスを表示します。

show lldp neighbors {detail | interface ethernet 
slot/port}

LLDP ネイバーのデバイス ステータスを表示し

ます。

show lldp traffic LLDP カウンタ（デバイスによって送信および受

信された LLDP パケットの数、破棄されたパケッ

トの数、未確認 TLV の数など）を表示します。

show lldp traffic interface ethernet slot/port インターフェイス上で送信および受信された 
LLDP パケットの数を表示します。
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その他の関連資料
その他の関連資料
LLDP の実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.16-9）

• 「規格」（P.16-9）

関連資料

規格

LLDP 機能の履歴
表 16-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

LLDP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 16-2 LLDP 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

LLDP 5.0(2) この機能が導入されました。
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LLDP 機能の履歴
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C H A P T E R 17

NetFlow の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で NetFlow 機能を設定する方法について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「NetFlow の概要」（P.17-1）

• 「NetFlow のライセンス要件」（P.17-4）

• 「NetFlow の前提条件」（P.17-4）

• 「注意事項および制約事項」（P.17-4） 

• 「デフォルト設定」（P.17-5）

• 「NetFlow の設定」（P.17-5）

• 「NetFlow コンフィギュレーションの確認」（P.17-18）

• 「NetFlow のモニタリング」（P.17-19）

• 「NetFlow のコンフィギュレーション例」（P.17-19）

• 「その他の関連資料」（P.17-20）

• 「NetFlow 機能の履歴」（P.17-20）

NetFlow の概要
NetFlow は入力 IP パケットと出力 IP パケットの両方について、パケット フローを識別し、各パケッ

ト フローに基づいて統計情報を提供します。NetFlow のためにパケットやネットワーキング デバイス

を変更する必要はありません。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「NetFlow の概要」（P.17-1）

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.17-4）

• 「仮想化サポート」（P.17-4）

NetFlow の概要

NetFlow ではフローを使用して、アカウンティング、ネットワーク モニタリング、およびネットワー

ク プランニングに関連する統計情報を提供します。フローは送信元インターフェイス（または VLAN）

に届く単方向のパケット ストリームで、キーの値は同じです。キーは、パケット内のフィールドを識

別する値です。フローを作成するには、フロー レコードを使用して、フロー固有のキーを定義します。
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NetFlow の概要
Cisco NX-OS は、ネットワークの変則性とセキュリティの高度な検出を可能にするフレクシブル 
NetFlow 機能をサポートします。フレクシブル NetFlow 機能を使用すると、大量の定義済みフィール

ドの集合からキーを選択することで、そのアプリケーションに 適なフロー レコードを定義できます。

フロー レコードの詳細については、「フロー レコード」（P.17-2）を参照してください。

1 つのフローと見なされるパケットでは、すべてのキー値が一致している必要があります。フローは、

設定したエクスポート レコード バージョンに基づいて、関係のある他のフィールドを集めることもあ

ります。フローは NetFlow キャッシュに格納されます。

フロー用に NetFlow が収集したデータをエクスポートするには、エクスポータを使用し、このデータ

をリモート NetFlow コレクタにエクスポートします。Cisco NX-OS は次の状況で、NetFlow エクス

ポート用の User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）データグラムの一部とし

てフローをエクスポートします。

• あまりにも長期間にわたってフローが非アクティブまたはアクティブである。

• フロー キャッシュが満杯になった。

• カウンタの 1 つ（パケットまたはバイト）が 大値を超えた。

• ユーザがフローの強制的エクスポートを行った。

エクスポータの詳細については、「エクスポータ」（P.17-2）を参照してください

モニタを使用してフローのために収集するデータのサイズを定義します。モニタで、フロー レコード

およびエクスポータを NetFlow キャッシュ情報と結合します。モニタの詳細については、「モニタ」

（P.17-3）を参照してください

Cisco NX-OS は、フル モードまたはサンプル モードのどちらでも、NetFlow 統計情報を収集できま

す。フル モードの場合、Cisco NX-OS はインターフェイスまたはサブインターフェイス上のすべての

パケットを分析します。サンプル モードの場合は、サンプリング アルゴリズムおよび Cisco NX-OS に
パケットを分析させるレートを設定します。サンプラの詳細については、「サンプラ」（P.17-3）を参照

してください

フロー レコード

フロー レコードでは、フロー内のパケットを識別するために NetFlow で使用するキーとともに、

NetFlow がフローについて収集する関連フィールドを定義します。キーと関連フィールドを任意の組

み合わせで指定して、フロー レコードを定義できます。Cisco NX-OS は、幅広いキー セットをサポー

トします。フロー レコードでは、フロー単位で収集するカウンタのタイプも定義します。32 ビットま

たは 64 ビットのパケット カウンタまたはバイト カウンタを設定できます。Cisco NX-OS では、フ

ロー レコードの作成時に次の match フィールドをデフォルトとして使用できます。

• match interface input

• match interface output

• match flow direction

詳細については、「フロー レコードの作成」（P.17-6）を参照してください。

エクスポータ

エクスポータでは、NetFlow エクスポート パケットに関して、ネットワーク レイヤおよびトランス

ポート レイヤの詳細を指定します。エクスポータで設定できる情報は、次のとおりです。

• エクスポート宛先 IP アドレス

• 送信元インターフェイス
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NetFlow の概要
• UDP ポート番号（コレクタが NetFlow パケットをリスニングするところ）

• エクスポート フォーマット

（注） NetFlow エクスポート パケットでは、送信元インターフェイスに割り当てられた IP アドレスを使用し

ます。送信元インターフェイスに IP アドレスが割り当てられていない場合、エクスポータはアクティ

ブになりません。

Cisco NX-OS は、タイムアウトが発生するたびに、またはフローが終了したときに（TCP Fin または 
Rst を受信した場合など）、コレクタにデータをエクスポートします。次のタイマーを設定すると、フ

ローを強制的にエクスポートできます。

• アクティブ タイムアウト：Cisco NX-OS はキャッシュからキャッシュ エントリを削除しません。

• 非アクティブ タイムアウト：Cisco NX-OS はキャッシュからキャッシュ エントリを削除します。

エクスポート フォーマット

Cisco NX-OS は、Version 5 と Version 9 のエクスポート フォーマットをサポートします。次の理由か

ら、Version 9 エクスポート フォーマットを使用することを推奨します。

• 可変フィールド仕様フォーマット

• IPv6、レイヤ 2、および MPLS フィールドをサポート

• ネットワークをより効率的に利用可能

Version 5 エクスポート フォーマットを設定する場合、次の 3 つの制約があります。

• 固定フィールド仕様

• Cisco NX-OS で使用される 32 ビットのインターフェイス インデックスの 16 ビット表現

• IPv6、レイヤ 2、MPLS フィールドのサポートなし

Version 9 エクスポート フォーマットの詳細については、RFC 3954 を参照してください。

（注） Cisco NX-OS は、 大 2 つのコレクタにエクスポートする場合のトランスポート プロトコルとして、

UDP をサポートします。

モニタ

モニタは、フロー レコードおよびフロー エクスポータを参照します。モニタはインターフェイスに適

用します。

サンプラ

サンプル モードを使用する場合は、サンプラを使用してパケットのサンプリング レートを指定します。

広帯域幅のインターフェイス上で、個々のあらゆるパケットに NetFlow 処理を適用すると、CPU 使用

率が上昇する可能性があります。サンプラのコンフィギュレーションは、高速インターフェイス用で

す。N から M のサンプルを設定できます。たとえば、10,000 パケットごとに 100 をサンプリングでき

ます。
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NetFlow のライセンス要件
ハイ アベイラビリティ

Cisco NX-OS は、NetFlow のステートフル リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバ

イザ スイッチオーバー後に、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

仮想化サポート

Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）は、一連のシステム リソースに対応する

論理表現です。各 VDC 内で、NetFlow を設定できます。デフォルトでは、Cisco NX-OS はデフォル

トの VDC が使用されるようにします。また、このモードで定義したフローを使用できるのは、デフォ

ルト VDC のインターフェイスに限られます。

VDCの設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, 
Release 5.x』を参照してください。

NetFlow のライセンス要件 

NetFlow の前提条件
NetFlow の前提条件は、次のとおりです。

• NetFlow はメモリおよび CPU リソースを大量に消費するので、デバイス上で必要なリソースにつ

いて理解しておく必要があります。

• VDC を設定する場合は、Advanced Services ライセンスをインストールし、所定の VDC を開始す

る必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

注意事項および制約事項
NetFlow に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• 送信元インターフェイスを設定する必要があります。送信元インターフェイスを設定しなかった場

合、エクスポータはディセーブル ステートのままです。

• フロー モニタごとに、有効なレコード名を設定する必要があります。

• ロールバック中、ハードウェアでプログラムされているレコードを変更しようとすると、ロール

バックは失敗します。

• レイヤ 2 インターフェイスではレイヤ 2 NetFlow だけが適用され、レイヤ 3 インターフェイスでは

レイヤ 3 NetFlow だけが適用されます。

製品 ライセンス要件

Cisco NX-OS NetFlow にはライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれていない機能は、Cisco NX-OS シス

テム イメージにバンドルされて提供されます。追加料金は発生しません。Cisco NX-OS ライセンス方式の

詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。
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デフォルト設定
• レイヤ 2 NetFlow に対してすでに設定されているポート チャネルにメンバを追加すると、NetFlow 
の設定が削除され、ポート チャネルのレイヤ 2 設定が追加されます。

• レイヤ 2 インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスへ変更すると、ソフトウェアで、インター

フェイスからレイヤ 2 の NetFlow 設定が削除されます。

• NetFlow コネクタで完全な 32 ビットの SNMP ifindex 値を表示するには、v9 エクスポートを使用

してください。

• NetFlow でサポートされているエントリの 大数は 512K です。

デフォルト設定
表 17-1 に、NetFlow パラメータのデフォルト設定を示します。

NetFlow の設定
NetFlow を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 NetFlow 機能をイネーブルにします（「NetFlow 機能のイネーブル」（P.17-6）を参照）。

ステップ 2 フローにキーおよびフィールドを指定することによって、フロー レコードを定義します（「フロー レ
コードの作成」（P.17-6）を参照）。

ステップ 3 エクスポート フォーマット、プロトコル、宛先、およびその他のパラメータを指定することによって、

任意でフロー エクスポータを定義します（「フロー エクスポータの作成」（P.17-9）を参照）。

ステップ 4 フロー レコードおよびフロー エクスポータに基づいて、フロー モニタを定義します（「フロー モニタ

の作成」（P.17-11）を参照）。

ステップ 5 送信元インターフェイス、サブインターフェイス、VLAN インターフェイス（「インターフェイスへの

フローの適用」（P.17-13）を参照）、または VLAN（「VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定」

（P.17-15）を参照）にフロー モニタを適用します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「NetFlow 機能のイネーブル」（P.17-6）

• 「フロー レコードの作成」（P.17-6）

• 「フロー エクスポータの作成」（P.17-9）

表 17-1 デフォルトの NetFlow パラメータ

パラメータ デフォルト

出力および入力キャッシュ サイズ 512 K

フロー アクティブ タイムアウト 1800 秒
フロー タイムアウト アグレッシブしきい値 ディセーブル

フロー タイムアウト高速しきい値 ディセーブル

フロー タイムアウトの非アクティブ化 15 秒
フロー タイムアウト セッション エージング ディセーブル
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NetFlow の設定
• 「フロー モニタの作成」（P.17-11）

• 「サンプラの作成」（P.17-12）

• 「インターフェイスへのフローの適用」（P.17-13）

• 「VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定」（P.17-15）

• 「レイヤ 2 NetFlow のコンフィギュレーション」（P.17-15）

• 「NetFlow タイムアウトの設定」（P.17-18）

（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意してくだ

さい。

NetFlow 機能のイネーブル

フローを設定するには、先に NetFlow をグローバルでイネーブルにしておく必要があります。

NetFlow をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用

します。

NetFlow をディセーブルにして、すべてのフローを削除するには、グローバル コンフィギュレーショ

ン モードで次のコマンドを使用します。

フロー レコードの作成

フロー レコードを作成し、照合するためのキー、および収集するためのフィールドをフロー内に追加

します。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. flow record name

コマンド 目的

feature netflow 

例:
switch(config)# feature netflow

NetFlow 機能をイネーブルにします。

コマンド 目的

no feature netflow 

例:
switch(config)# no feature netflow

NetFlow 機能をディセーブルにします。デフォル

トはディセーブルです。
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NetFlow の設定
3. description string

4. match type

5. collect type 

6. show flow record [name] [record-name | netflow-original | netflow protocol-port | netflow {ipv4 
| ipv6} {original-input | original-output}}

7. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 flow record name

例:
switch(config)# flow record Test
switch(config-flow-record)#

フロー レコードを作成し、フロー レコード 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 description string

例:
switch(config-flow-record)# description 
Ipv4Flow

（任意） 大 63 文字で、このフローの説明を指定しま

す。

ステップ 4 match type

例:
switch(config-flow-record)# match 
transport destination-port

一致キーを指定します。type 引数の詳細については、

「match パラメータの指定」（P.17-8）を参照してくだ

さい。

ステップ 5 collect type

例:
switch(config-flow-record)# collect 
counter packets

コレクション フィールドを指定します。type 引数の

詳細については、「collect パラメータの指定」

（P.17-8）を参照してください。

ステップ 6 show flow record [name] [record-name | 
netflow-original | netflow protocol-port 
| netflow {ipv4 | ipv6} {original-input 
| original-output}}

例:
switch(config-flow-exporter)# show flow 
record netflow protocol-port

（任意）NetFlow のフロー レコード情報を表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例:
switch(config-flow-exporter)# copy 
running-config startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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NetFlow の設定
match パラメータの指定

フロー レコードごとに、次の match パラメータを 1 つ以上設定する必要があります。

collect パラメータの指定

フロー レコードごとに、次の collect パラメータを 1 つ以上設定する必要があります。

コマンド 目的

match ip {protocol | tos}

例:
switch(config-flow-record)# match ip 
protocol

IP プロトコルまたは ToS フィールドをキーとして指

定します。

match ipv4 {destination address | source 
address}

例:
switch(config-flow-record)# match ipv4 
destination address

IPv4 送信元または宛先アドレスをキーとして指定し

ます。

match ipv6 {destination address | source 
address | flow-label | options}

例:
switch(config-flow-record)# match ipv6 
flow-label

IPv6 キーを指定します。

match transport {destination-port | 
source-port}

例:
switch(config-flow-record)# match 
transport destination-port

トランスポート送信元または宛先ポートをキーとして

指定します。

match datalink {mac source-address | mac 
destination-address | ethertype | vlan}

例:
switch(config-flow-record)# match 
datalink ethertype

レイヤ 2 アトリビュートをキーとして指定します。

コマンド 目的

collect counter {bytes | packets} [long]

例:
switch(config-flow-record)# collect 
counter packets

フローからパケットベースまたはバイト カウンタを

収集します。任意で、64 ビット カウンタを使用する

ことを指定できます。

collect flow {direction | sampler id}

例:
switch(config-flow-record)# collect flow 
direction

フローの方向またはフローに使用するサンプラ識別情

報を収集します。

collect interface {input | output}

例:
switch(config-flow-record)# collect 
interface input

入力または出力インターフェイスのアトリビュートを

収集します。
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NetFlow の設定
フロー エクスポータの作成 
フロー エクスポートを作成すると、フローのエクスポート パラメータを定義できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. flow exporter name

3. destination {ipv4-address | ipv6-address} [use-vrf name]

4. source interface-type number

5. version {5 | 9}

collect routing {destination | source} 
as [peer]

例:
switch(config-flow-record)# collect 
routing destination as

ローカル デバイスまたはピアの送信元または宛先 AS 
番号を収集します。

collect routing forwarding-status 

例:
switch(config-flow-record)# collect 
routing forwarding-status

パケットのフォワーディング ステータスを収集しま

す。

collect routing next-hop address ipv4 
[bgp]

例:
switch(config-flow-record)# collect 
routing next-hop address ipv4

ネクストホップ IPv4 アドレスを収集します。

collect routing next-hop address ipv6 
[bgp]

例:
switch(config-flow-record)# collect 
routing next-hop address ipv6

ネクストホップ IPv6 アドレスを収集します。

collect timestamp sys-uptime {first | 
last}

例:
switch(config-flow-record)# collect 
timestamp sys-uptime last

フローの先頭または 終パケットに関するシステム稼

動時間を収集します。

collect transport tcp flags

例:
switch(config-flow-record)# collect 
transport tcp flags

フローのパケットに対応する TCP トランスポート レ
イヤ フラグを収集します。

コマンド 目的
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NetFlow の設定
6. show flow exporter [name]

7. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 flow exporter name

例:
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)#

フロー エクスポータを作成し、フロー エクスポータ 
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 destination {ipv4-address | 
ipv6-address} [use-vrf name]

例:
switch(config-flow-exporter)# 
destination 192.0.2.1

このエクスポータの宛先 IPv4 または IPv6 アドレスを

設定します。任意で、NetFlow コレクタに到達するた

めに使用する VRF を設定できます。

ステップ 4 source interface-type number

例:
switch(config-flow-exporter)# source 
ethernet 2/1

設定された宛先で NetFlow コネクタに到達するため

に使用するインターフェイスを指定します。

ステップ 5 version {5 | 9}

例:
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)#

NetFlow エクスポート バージョンを指定します。

Version 9 でエクスポート バージョン コンフィギュ

レーション サブモードを開始します。

ステップ 6 show flow exporter [name]

例:
switch(config-flow-exporter)# show flow 
exporter

（任意）NetFlow のフロー エクスポータ情報を表示し

ます。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例:
switch(config-flow-exporter)# copy 
running-config startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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NetFlow の設定
任意で、フロー エクスポータに次のパラメータを設定できます。

任意で、フロー エクスポータ バージョン コンフィギュレーション サブモードで次のパラメータを設定

できます。

フロー モニタの作成 
フロー モニタを作成して、フロー レコードおよびフロー エクスポータと関連付けることができます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. flow monitor name

3. description string

4. exporter name

5. record {name | netflow-original | netflow protocol-port | netflow {ipv4 | ipv6} {original-input | 
original-output}}

コマンド 目的

description string

例:
switch(config-flow-exporter)# 
description ExportV9

大 63 文字で、このフロー エクスポータの説明を指

定します。

dscp value

例:
switch(config-flow-exporter)# dscp 0

DSCP（DiffServ コードポイント）値を指定します。

範囲は 0 ～ 63 です。

transport udp number

例:
switch(config-flow-exporter)# transport 
udp 200

NetFlow コレクタに到達するために使用する UDP 
ポートを指定します。範囲は 0 ～ 65535 です。

コマンド 目的

option {exporter-stats | interface-table 
| sampler-table} timeout seconds

例:
switch(config-flow-exporter-version-9)# 
option exporter-stats timeout 1200

エクスポータ再送信タイマーを設定します。値の範囲

は 1 ～ 86400 秒です。

template data timeout seconds

例:
switch(config-flow-exporter-version-9)# 
template data timeout 1200

テンプレート データ再送信タイマーを設定します。

値の範囲は 1 ～ 86400 秒です。
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NetFlow の設定
6. show flow monitor [name]

7. copy running-config startup-config

手順の詳細

サンプラの作成

サンプラを作成すると、フローに関する NetFlow サンプリング レートを定義できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 flow monitor name

例:
switch(config)# flow monitor MonitorTest
switch(config-flow-monitor)#

フロー モニタを作成し、フロー モニタ 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 description string

例:
switch(config-flow-monitor)# description 
Ipv4Monitor

（任意） 大 63 文字の英数字で、フロー モニタの説

明を指定します。

ステップ 4 exporter name

例:
switch(config-flow-monitor)# exporter 
Exportv9

フロー エクスポータとこのフロー モニタを関連付け

ます。

ステップ 5 record {name | netflow-original | 
netflow protocol-port | netflow {ipv4 | 
ipv6} {original-input | 
original-output}}

例:
switch(config-flow-monitor)# record 
IPv4Flow

フロー レコードを指定したフロー モニタと関連付け

ます。

ステップ 6 show flow monitor [name]

例:
switch(config-flow-monitor)# show flow 
monitor

（任意）NetFlow のフロー モニタ情報を表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例:
switch(config-flow-monitor)# copy 
running-config startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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NetFlow の設定
手順の概要

1. config t

2. sampler name

3. description string

4. mode samples out-of packets

5. show sampler [name]

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

インターフェイスへのフローの適用

フロー モニタおよびオプションのサンプラをインターフェイスに適用できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 sampler name

例:
switch(config)# sampler SampleTest
switch(config-flow-sampler)#

サンプラを作成し、サンプラ 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 description string

例:
switch(config-flow-sampler)# description 
Samples

（任意） 大 63 文字の英数字で、サンプラの説明を指

定します。

ステップ 4 mode samples out-of packets

例:
switch(config-flow-sampler)# mode 1 
out-of 100

受信パケット数あたりの取得サンプル数を定義しま

す。サンプルの範囲は 1 ～ 64 です。パケットの範囲

は 1 ～ 8192 です。

ステップ 5 show sampler [name]

例:
switch(config-flow-sampler)# show 
sampler

（任意）NetFlow サンプラに関する情報を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config-flow-sampler)# copy 
running-config startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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NetFlow の設定
手順の概要

1. config t

2. interface interface-type number

3. ip flow monitor name {input | output} [sampler name]

4. ipv6 flow monitor name {input | output} [sampler name]

5. show flow interface [interface-type number]

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 interface interface-type number

例:
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

開始します。インターフェイス タイプには、イーサ

ネット（サブインターフェイスを含む）、ポート チャ

ネル、VLAN、VLAN インターフェイス、またはト

ンネルを指定できます。

ステップ 3 ip flow monitor name {input | output} 
[sampler name]

例:
switch(config-if)# ip flow monitor 
MonitorTest input

入力または出力パケットに対応するインターフェイス

に、IPv4 フロー モニタおよびオプションのサンプラ

を関連付けます。

ステップ 4 ipv6 flow monitor name {input | output} 
[sampler name]

例:
switch(config-if)# ipv6 flow monitor 
MonitorTest input

入力または出力パケットに対応するインターフェイス

に、IPv6 フロー モニタおよびオプションのサンプラ

を関連付けます。

ステップ 5 show flow interface [interface-type 
number]

例:
switch(config-if# show flow interface

（任意）インターフェイスの NetFlow 情報を表示しま

す。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
switch(config-if)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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NetFlow の設定
VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定

フロー モニタおよびオプションのサンプラを VLAN に適用できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. vlan vlan-id

3. ip flow monitor name {input | output} [sampler name]

4. copy running-config startup-config

手順の詳細

レイヤ 2 NetFlow のコンフィギュレーション

フレクシブル NetFlow レコード内でレイヤ 2 キーを定義できます。このレコードを使用して、レイヤ 2 
インターフェイスのフローをキャプチャできます。レイヤ 2 のキーは次のとおりです。

• 送信元および宛先 MAC アドレス

• 送信元 VLAN ID

• イーサネット フレームのイーサネット タイプ

受信方向については、次のインターフェイスに対してレイヤ 2 NetFlow を適用できます。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 vlan vlan-id

例:
switch(config)# vlan 30 
switch(config-vlan)#

VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。

vlan-id の範囲は 1 ～ 3967 または 4048 ～ 4093 です。

ステップ 3 ip flow monitor name {input | output} 
[sampler name]

例:
switch(config-vlan)# ip flow monitor 
MonitorTest input

入力または出力パケットに対応する VLAN に、フ

ロー モニタおよびオプションのサンプラを関連付け

ます。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例:
switch(config-vlan)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。
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NetFlow の設定
• アクセス モードのスイッチ ポート

• トランク モードのスイッチ ポート

• レイヤ 2 のポート チャネル

（注） Layer 2 NetFlow を VLAN、送信インターフェイス、またはレイヤ 3 インターフェイス（VLAN イン

ターフェイスなど）に適用できます。

操作の前に 

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順の概要

1. config t

2. flow record name

3. match datalink {mac source-address | mac destination-address | ethertype | vlan} 

4. interface {ethernet slot/port} | {port-channel number}

5. switchport

6. mac packet-classify

7. layer2-switched flow monitor flow-name input [sampler sampler-name]

8. show flow record netflow layer2-switched input

9. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例:
switch# config t
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 flow record name

例:
switch(config)# flow record L2_record

フロー レコード コンフィギュレーション モードを開

始します。フロー レコードの設定の詳細については、

「フロー レコードの作成」（P.17-6）を参照してくださ

い。

ステップ 3 match datalink {mac source-address | mac 
destination-address | ethertype | vlan}

例:
switch(config-flow-record)# match 
datalink ethertype

レイヤ 2 アトリビュートをキーとして指定します。
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NetFlow の設定
ステップ 4 interface {ethernet slot/port} | 
{port-channel number}

例 1:
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

例 2:
switch(config)# interface port-channel 8
switch(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

開始します。インターフェイス タイプは、物理的な

イーサネット ポートまたはポート チャネルを指定で

きます。

ステップ 5 switchport

例:
switch(config-if)# switchport

インターフェイスをレイヤ 2 の物理インターフェイス

に変更します。スイッチ ポートの設定の詳細につい

ては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 
Switching Configuration Guide, Release 5.x』を参照

してください。

ステップ 6 mac packet-classify

例:
switch(config-if)# mac packet-classify

パケットの MAC 分類を強制します。mac 
packet-classify コマンドの使用方法については、

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration 
Guide, Release 5.x』を参照してください。

ステップ 7 layer2-switched flow monitor flow-name 
input [sampler sampler-name]

例:
switch(config-vlan)# layer2-switched 
flow monitor L2_monitor input sampler 
L2_sampler

フロー モニタおよびオプションのサンプラをスイッ

チ ポートの入力パケットに関連付けます。フロー モ
ニタの詳細については、「フロー モニタの作成」

（P.17-11）を参照してください。サンプラサンプラの

詳細については、「サンプラの作成」（P.17-12）を参

照してください。

ステップ 8 show flow record netflow layer2-switched 
input

例:
switch(config-if# show flow record 
netflow layer2-switched input

（任意）レイヤ 2 NetFlow のデフォルト レコードの情

報を表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config

例:
switch(config-vlan)# copy running-config 
startup-config

（任意）このコンフィギュレーションの変更を保存し

ます。

コマンド 目的
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NetFlow コンフィギュレーションの確認
NetFlow タイムアウトの設定

任意で、すべてのフローに適用されるグローバルな NetFlow タイムアウトを設定できます。

NetFlow タイムアウト パラメータを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次の

コマンドを使用します。

NetFlow コンフィギュレーションの確認
NetFlow のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド 目的

flow timeout active seconds

例:
switch(config)# flow timeout active 90

アクティブ タイムアウト値を秒で設定します。範囲

は 60 ～ 4092 です。デフォルト値は 1800 です。

flow timeout aggressive threshold 
percent

例:
switch(config)# flow timeout aggressive 
threshold 90

アグレッシブ エージングが開始されるまでに 
NetFlow テーブルに必要なパーセンテージを使用して

イネーブルにします。範囲は 50 ～ 99 です。デフォル

トはディセーブルです。

flow timeout fast seconds threshold 
packets

例:
switch(config)# flow timeout fast 40 
threshold 1200

高速タイムアウト値およびエージングが開始されるま

でのフローのパケット数を使用してイネーブルにしま

す。高速タイムアウトの範囲は 32 ～ 512 秒です。パ

ケットの範囲は 1 ～ 4000 です。デフォルトはディ

セーブルです。

flow timeout inactive seconds

例:
switch(config)# flow timeout inactive 
900

非アクティブ タイムアウト値を秒で設定します。範

囲は 15 ～ 4092 です。デフォルト値は 15 です。

flow timeout session 

例:
switch(config)# flow timeout session

TCP セッション エージングをイネーブルにします。

デフォルトはディセーブルです。

コマンド 目的

show flow exporter [name] NetFlow のフロー エクスポータ情報と統計情報

を表示します。

show flow interface [interface-type number] NetFlow インターフェイスに関する情報を表示し

ます。

show flow monitor [name] [cache [detailed]] NetFlow のフロー モニタ情報と統計情報を表示

します。

show flow record [name] NetFlow のフロー レコード情報を表示します。

show flow record netflow layer2-switched input レイヤ 2 NetFlow コンフィギュレーションの情報

を表示します。

show flow timeout NetFlow タイムアウト情報を表示します。
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NetFlow のモニタリング
NetFlow のモニタリング
NetFlow の統計情報を表示するには、show flow exporter コマンドを使用します。

NetFlow エクスポータの統計情報を消去するには、clear flow exporter コマンドを使用します。モニ

タ キャッシュと統計情報を消去するには、clear flow monitor コマンドを使用します。

NetFlow のコンフィギュレーション例
フローを作成し、それをインターフェイスに適用する方法の例を示します。

feature netflow
flow exporter ee
version 9

flow record rr
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
collect counter bytes
collect counter packets

flow monitor foo
record rr
exporter ee

interface Ethernet2/45
ip flow monitor foo output
ip address 10.20.1.1/24
no shutdown

show hardware flow aging [vdc vdc_id] [detail] 
[module module]

ハードウェアの NetFlow エージング フロー情報

を表示します。

show hardware flow entry address 
table-address type {ip | ipv6} [module module]

ハードウェアの NetFlow テーブル エントリ情報

を表示します。

show hardware flow ip [detail | instance 
instance | interface type number | module module 
| monitor monitor_name | profile profile-id | vdc 
vdc_id | vlan vlan_id] [detail] [instance instance] 
[module module]

ハードウェアの NetFlow IPv4 フロー情報を表示

します。

show hardware flow sampler [all | count | index 
number | name sampler-name | vdc vdc_id] 
[detail] [module module]

ハードウェアの NetFlow サンプラ情報を表示し

ます。

show hardware flow utilization [module module 
| instance instance [module module]]

ハードウェアの NetFlow テーブル使用率情報を

表示します。

show sampler [name] NetFlow サンプラに関する情報を表示します。

コマンド 目的
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その他の関連資料
その他の関連資料
NetFlow の実装に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.17-20）

• 「規格」（P.17-20）

関連資料

規格

NetFlow 機能の履歴
表 17-2 に、この機能のリリース履歴を示します。

関連項目 マニュアル名

NetFlow CLI コマンド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command 
Reference, Release 5.x』

VDC および VRF 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context 
Configuration Guide, Release 5.x』

Cisco NetFlow の概要 http://cisco.com/en/US/products/ps6601/products_ios_protocol_gro
up_home.html

規格 タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更された

規格はありません。また、この機能で変更された既存

規格のサポートはありません。

—

表 17-2 NetFlow 機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

NetFlow の確認 5.0(2) NetFlow の IPv4 フローおよび NetFlow のテーブル使用率

を表示する NetFlow インスタンスを指定できます。

「NetFlow コンフィギュレーションの確認」（P.17-18）を参

照してください。
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NetFlow 機能の履歴
レイヤ 2 NetFlow 4.2(1) フレクシブル NetFlow レコード内でレイヤ 2 キーを定義で

きます。このレコードを使用して、レイヤ 2 インターフェ

イスのフローをキャプチャできます。

「注意事項および制約事項」（P.17-4）および「レイヤ 2 
NetFlow のコンフィギュレーション」（P.17-15）を参照し

てください。

NetFlow 中のロールバック 4.1(3) ロールバック中、ハードウェアでプログラムされているレ

コードを変更しようとすると、NetFlow のロールバックは

失敗します。

「注意事項および制約事項」（P.17-4）を参照してください。

表 17-2 NetFlow 機能の履歴 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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NetFlow 機能の履歴
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A
 P P E N D I X A

Cisco NX-OS システム管理でサポートされて
いる IETF RFC

Cisco NX-OS でサポートされているシステム管理に関する IETF RFC は次のとおりです。

RFC
RFC タイトル

RFC2819 『Remote Network Monitoring Management Information Base』
RFC 3164 『BSD syslog Protocol』
RFC 3411 ～ 3418 『An Architecture for Describing Simple Network Management 

Protocol (SNMP) Management Frameworks』
RFC 3954 『Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9』
A-1
ンフィギュレーション ガイド リリース 5.x
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A
 P P E N D I X B

Embedded Event Manager システム イベン
トおよびコンフィギュレーション例

この付録では、Embedded Event Manager（EEM）システム ポリシー、イベント、およびポリシーの

コンフィギュレーション例について説明します。

ここでは、次の内容を説明します。

• 「EEM システム ポリシー」（P.B-1）

• 「EEM イベント」（P.B-3）

• 「EEM ポリシーのコンフィギュレーション例」（P.B-4）

• 「EEM ポリシー機能の履歴」（P.B-16）

EEM システム ポリシー
表 B-1 に、Embedded Event Manger（EEM）システム ポリシーを示します。

表 B-1 EEM システム ポリシー

イベント 説明

__PortLoopback CallHome を実行し、Syslog、OBFL、または例外ログにエラー

を記録し、GOLD "PortLoopback" テストに 10 回連続で失敗し

た場合は、その後影響を受けたポートでの HM テストをディ

セーブルにします。

__RewriteEngineLoopback CallHome を実行し、Syslog、OBFL、または例外ログにエラー

を記録し、GOLD "RewriteEngine" テストに 10 回連続で失敗し

た場合は、その後影響を受けたポートでの HM テストをディ

セーブルにします。

__asic_register_check CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD 
"ASICRegisterCheck" テストに 20 回連続で失敗した場合は、そ

の後その ASIC デバイスおよびインスタンスの HM テストを

ディセーブルにします。

__compact_flash CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "CompactFlash" 
テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディ

セーブルにします。

__crypto_device CallHome を実行し、GOLD "CryptoDevice" テストに失敗する

とエラーを記録します。
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EEM システム ポリシー
__eobc_port_loopback CallHome を実行し、GOLD "EOBCPortLoopback" テストに失

敗するとエラーを記録します。

__ethpm_debug_1 アクション：なし

__ethpm_debug_2 アクション：なし

__ethpm_debug_3 アクション：なし

__ethpm_debug_4 アクション：なし

__ethpm_link_flap 420 秒間隔でリンク フラップが 30 を超えています。アクショ

ン：エラー。ポートをディセーブルにします。

__external_compact_flash CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD 
"ExternalCompactFlash" テストに 20 回連続で失敗した場合は、

その後 HM テストをディセーブルにします。

__lamira_IDS_pkt_drop IDS ドロップで syslog を生成します。

（注） Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）

のパケットがドロップしたときに、30 分おきに 大 1 
つの syslog を生成します。IDS パケットがドロップする

とすぐに、syslog が生成されます。

__lcm_module_failure 2 度電源を切って入れ直し、電源を切ります。

__management_port_loopback CallHome を実行し、GOLD "ManagementPortLoopback" テス

トに失敗するとエラーを記録します。

__nvram CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "NVRAM" テス

トに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセー

ブルにします。

__pfm_fanabsent_all_systemfan 両方のファン（f1 と f2）が 2 分間存在しない場合シャットダウ

ンします。

__pfm_fanabsent_all_xbarfan Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch のみ：両方のファン（f3 と f4）
が 2 分間存在しない場合シャットダウンします。

__pfm_fanabsent_any_singlefan Cisco Nexus 7000 18-Slot Switch：ファンが 3 分間存在しない場

合、ハーフシャーシをシャットダウンします。

Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch：Syslog（一方のファンが存

在しない場合は、残りのファンのスピードが増加します）。

__pfm_fanbad_all_systemfan ファンで障害が発生した場合シスログに記録します。

__pfm_fanbad_all_xbarfan Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch のみ：両方のファブリック モ
ジュール ファン（f3 と f4）が 2 分間存在しない場合シャットダ

ウンします。

__pfm_fanbad_any_singlefan ファンで障害が発生した場合シスログに記録します。

__pfm_power_over_budget 不十分な電力超過バジェットに対するシスログ警告

__pfm_tempev_major TempSensor メジャーしきい値 アクション：シャットダウン

__pfm_tempev_minor TempSensor マイナーしきい値 アクション：シスログ

__primary_bootrom CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD 
"PrimaryBootROM" テストに 20 回連続で失敗した場合は、そ

の後 HM テストをディセーブルにします。

表 B-1 EEM システム ポリシー（続き）

イベント 説明
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EEM イベント
EEM イベント
表 B-2 では、デバイスで使用できる EEM イベントについて説明します。

__pwr_mgmt_bus CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "PwrMgmtBus" 
テストに 20 回連続で失敗した場合は、モジュールまたはスパイ

ンカードの HM テストをディセーブルにします。

__real_time_clock CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD 
"RealTimeClock" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 
HM テストをディセーブルにします。

__secondary_bootrom CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD 
"SecondaryBootROM" テストに 20 回連続で失敗した場合は、

その後 HM テストをディセーブルにします。

__spine_control_bus CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD 
"SpineControlBus" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その

モジュールまたはスパインカードの HM テストをディセーブル

にします。

__standby_fabric_loopback CallHome を実行し、エラーを記録し、10 回連続で失敗した場

合は、その後 HM テストをディセーブルにします。

__status_bus CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "StatusBus" テス

トに 5 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセー

ブルにします。

__system_mgmt_bus CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD 
"SystemMgmtBus" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その

ファンまたは電源の HM テストをディセーブルにします。

__usb CallHome を実行し、GOLD "USB" テストに失敗するとエラー

を記録します。

表 B-1 EEM システム ポリシー（続き）

イベント 説明

表 B-2 EEM イベント

EEM イベント 説明

cli ワイルドカードを使用したパターンを照合する CLI コマンドが入

力されます。

counter EEM カウンタが指定された値または範囲に達します。

fanabsent システム ファンがありません。

fanbad システム ファンで障害が生成されます。

gold GOLD テスト失敗条件がヒットします。

memory 使用可能なシステム メモリがしきい値を超えます。

module-failure モジュール障害が生成されます。

oir 活性挿抜が発生します。

policy-default デフォルトのパラメータおよびしきい値が、上書きするシステム 
ポリシーのイベントに使用されます。
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EEM ポリシーのコンフィギュレーション例
ここでは、次の内容について説明します。

• 「CLI イベントのコンフィギュレーション例」（P.B-4）

• 「メジャーしきい値を上書き（ディセーブル）するコンフィギュレーション例」（P.B-5）

• 「ファン取り外しのためのシャットダウンを上書き（ディセーブル）するコンフィギュレーション

例」（P.B-9）

• 「補足ポリシーを作成するコンフィギュレーション例」（P.B-11）

• 「電力のバジェット超過ポリシーのコンフィギュレーション例」（P.B-12）

• 「シャットダウンするモジュールを選択するコンフィギュレーション例」（P.B-12）

• 「活性挿抜イベントのコンフィギュレーション例」（P.B-13）

• 「ユーザ syslog を生成するコンフィギュレーション例」（P.B-14）

• 「SNMP 通知のコンフィギュレーション例」（P.B-14）

• 「ポート トラッキングのコンフィギュレーション例」（P.B-15）

CLI イベントのコンフィギュレーション例

この項では、CLI イベントのコンフィギュレーション例を紹介します。

• 「インターフェイス シャットダウンのモニタリング」（P.B-4）

• 「モジュール パワーダウンのモニタリング」（P.B-5）

• 「ロールバックを開始するトリガーの追加」（P.B-5）

インターフェイス シャットダウンのモニタリング

インターフェイスのシャットダウンをモニタする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# event manager applet monitorShutdown
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description “Monitors interface shutdown.”
switch(config-applet)# event cli match “conf t; interface *; shutdown”

poweroverbudget プラットフォーム ソフトウェアが電力バジェット条件を検出しま

す。

snmp SNMP オブジェクト ID（OID）の状態が変化します。

storm-control プラットフォーム ソフトウェアがイーサネット パケット ストーム

条件を検出します。

sysmgr システム マネージャがイベントを生成します。

temperature システムの温度レベルがしきい値を超えます。

track トラッキング対象オブジェクトの状態が変化します。

表 B-2 EEM イベント（続き）

EEM イベント 説明
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EEM ポリシーのコンフィギュレーション例
switch(config-applet)# action 1.0 cli show interface e 3/1
switch(config)# copy running-config startup-config

（注） EEM ポリシーの一部として入力された show コマンドの出力は、「eem_archive_」というプレフィクス

が付加されたテキスト ファイルとして logflash にアーカイブされます。アーカイブされている出力を

表示するには、show file logflash:eem_archive_n コマンドを使用します。

モジュール パワーダウンのモニタリング

モジュールのパワーダウンをモニタする例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# event manager applet monitorPoweroff
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description “Monitors module power down.”
switch(config-applet)# event cli match “conf t; poweroff *”
switch(config-applet)# action 1.0 cli show module
switch(config)# copy running-config startup-config

ロールバックを開始するトリガーの追加

ロールバックを開始するトリガーを追加する例を示します。

switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#
switch(config)# event manager applet rollbackTrigger
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description “Rollback trigger.”
switch(config-applet)# event cli match “rollback *”
switch(config-applet)# action 1.0 cli copy running-config bootflash:last_config
switch(config)# copy running-config startup-config

メジャーしきい値を上書き（ディセーブル）するコンフィギュレーショ
ン例

ここでは、次の内容について説明します。

• 「メジャーしきい値に達したときにシャットダウンを防ぐ方法」（P.B-6）

• 「1 つの不良センサをディセーブルにする方法」（P.B-6）

• 「複数の不良センサをディセーブルにする方法」（P.B-6）

• 「モジュール全体の上書き（ディセーブル）」（P.B-7）

• 「複数のモジュールおよびセンサの上書き（ディセーブル）」（P.B-7）

• 「1 つのセンサをイネーブルにして、すべてのモジュールの残りのセンサをすべてディセーブルに

する方法」（P.B-7）

• 「複数のセンサをイネーブルにして、すべてのモジュールの残りのセンサをすべてディセーブルに

する方法」（P.B-8）

• 「1 つのモジュールのすべてのセンサをイネーブルにして、残りのモジュールのすべてのセンサを

ディセーブルにする方法」（P.B-8）
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• 「モジュールのセンサを組み合わせてイネーブルにして、残りのモジュールのすべてのセンサを

ディセーブルにする方法」（P.B-8）

メジャーしきい値に達したときにシャットダウンを防ぐ方法

メジャーしきい値に達したことによるシャットダウンを防ぐ例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

1 つの不良センサをディセーブルにする方法

センサ 3 で障害が発生した場合（他のセンサに影響なし）に、モジュール 2 でセンサ 3 だけをディセー

ブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

複数の不良センサをディセーブルにする方法

モジュール 2 のセンサ 5、6、7 で障害が発生した場合（他のセンサに影響なし）に、これらのセンサ

をディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 5 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 6 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end
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モジュール全体の上書き（ディセーブル）

誤動作するモジュール 2 をディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

複数のモジュールおよびセンサの上書き（ディセーブル）

誤動作するモジュール 2 のセンサ 3、4、7 とモジュール 3 のすべてのセンサをディセーブルにする例

を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 3 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

1 つのセンサをイネーブルにして、すべてのモジュールの残りのセンサをすべてディセーブル
にする方法

モジュール 9 のセンサ 4 を除くすべてのモジュールのすべてのセンサをディセーブルにする例を示しま

す。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
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複数のセンサをイネーブルにして、すべてのモジュールの残りのセンサをすべてディセーブル
にする方法

モジュール 9 のセンサ 4、6、7 を除くすべてのモジュールのすべてのセンサをディセーブルにする例

を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 6 threshold major
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end

1 つのモジュールのすべてのセンサをイネーブルにして、残りのモジュールのすべてのセンサ
をディセーブルにする方法

モジュール 9 のすべてのセンサを除く残りのモジュールのすべてのセンサをディセーブルにする例を示

します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end

モジュールのセンサを組み合わせてイネーブルにして、残りのモジュールのすべてのセンサを
ディセーブルにする方法

モジュール 2 の センサ 3、4、7 とモジュール 3 のすべてのセンサを除くすべてのモジュールのすべて

のセンサをディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
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switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet5 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 3 threshold major
switch(config-applet)# action 5 policy-default
switch(config-applet)# end

ファン取り外しのためのシャットダウンを上書き（ディセーブル）するコ
ンフィギュレーション例

ここでは、次の内容について説明します。

• 「1 つまたは複数のファン取り外しのためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）」（P.B-9）

• 「指定したファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）」（P.B-9）

• 「指定した複数のファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）」（P.B-10）

• 「1 つを除くすべてのファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）」（P.B-10）

• 「指定したファンのセットを除くファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブ

ル）」（P.B-10）

• 「ファンのセットの 1 つを除くすべてのファンを取り除くためのシャットダウンの上書き（ディ

セーブル）」（P.B-11）

（注） Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch から 1 つのファンを取り外しても、シャットダウンは発生しません。

残りのファンはスピードが増加し、syslog にメッセージが書き込まれます。

1 つまたは複数のファン取り外しのためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）

1 つまたは複数（またはすべて）のファンを取り外せるように、シャットダウンをディセーブルにする

例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no event manager applet myappletname override 
__pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end

指定したファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）

指定したファン（ファン 3）を取り外せるように、シャットダウンをディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# end
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デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config) no event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config)# end

指定した複数のファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）

指定した複数のファン（ファン 2、3、4）を取り外せるように、シャットダウンをディセーブルにする

例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 4 time 60
switch(config-applet)# end

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no event manager applet myappletname override 
__pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config)# end

1 つを除くすべてのファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）

1 つ（ファン 2）を除くすべてのファンを取り外せるように、シャットダウンをディセーブルにする例

を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end

指定したファンのセットを除くファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセー
ブル）

指定したファンのセット（ファン 2、3、4）を除くファンを取り外せるように、シャットダウンをディ

セーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2,3,4 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
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ファンのセットの 1 つを除くすべてのファンを取り除くためのシャットダウンの上書き（ディ
セーブル）

指定したファンのセット（ファン 2、3、4）の 1 つを除くすべてのファンを取り外せるように、シャッ

トダウンをディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 4 time 60
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end

補足ポリシーを作成するコンフィギュレーション例

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ファンが存在しないイベントの補足ポリシーの作成」（P.B-11）

• 「温度しきい値イベントの補足ポリシーの作成」（P.B-11）

ファンが存在しないイベントの補足ポリシーの作成

event fanabsent コマンドを使用して、補足ポリシーを作成する例を示します。

[no] event fanabsent [fan fan-number] time time-interval

ファン 1 が 60 秒間存在しない場合に、デフォルトのポリシーに加えて、ポリシー myappletname とア

クション 3 を実行する例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname
switch(config-applet)# event fanabsent fan 1 time 60
switch(config-applet)# action 3 cli “show env fan”
switch(config-applet)# end

温度しきい値イベントの補足ポリシーの作成

event temperature コマンドを使用して、補足ポリシーを作成する例を示します。

[no] event temperature [mod module-number] [sensor sensor-number] threshold {major 
| minor | any}

モジュール 2 のセンサ 3 で温度がマイナーしきい値を超えた場合に、デフォルトのポリシーに加えて、

ポリシー myappletname とアクション 1 を実行する例を示します。
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switch# config t
switch(config)# event manager applet myappletname
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold minor
switch(config-applet)# action 1 cli “show environ temperature”
switch(config-applet)# end

電力のバジェット超過ポリシーのコンフィギュレーション例

電力のバジェット超過ポリシーは、使用可能な電力がゼロ未満に低下し、前に起動されたモジュールを

起動状態で維持できなくなった場合に開始します。デフォルトのアクションでは、ユーザに電力のバ

ジェット超過が発生したことを通知する syslog を出力します。

利用可能な電力が赤（負）のゾーンから回復するまでモジュールの電源を落とす追加アクションをイ

ネーブルにできます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「モジュールのシャットダウン」（P.B-12）

• 「指定された一連のモジュールのシャットダウン」（P.B-12）

モジュールのシャットダウン

モジュールを指定しない場合、電力のバジェット超過シャットダウンはスロット 1 から始まり、電力が

赤（負）のゾーンから回復するまでモジュールをシャットダウンします。空のスロットやスーパーバイ

ザ、スタンバイ スーパーバイザ、スパイン、クロスバーを含むスロットは飛ばされます。

利用可能な電力がゼロ未満に低下した場合に、モジュール 1 からモジュールをシャットダウンする例を

示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet <myappletname4a> override __pfm_power_over_budget
switch(config-applet)# event poweroverbudget
switch(config-applet)# action 4 overbudgetshut
switch(config-applet)# end

指定された一連のモジュールのシャットダウン

電力のバジェット超過アクションによって、電力が赤（負）のゾーンから回復するまでシャットダウン

されるモジュールのリストを指定できます。空のスロットやスーパーバイザ、スタンバイ スーパーバ

イザ、スパイン、クロスバーを含むスロットは飛ばされます。

利用可能な電力がゼロ未満に低下した場合に、指定されたモジュールのリスト（1、2、7、8）からモ

ジュールをシャットダウンする例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet <myappletname4b> override __pfm_power_over_budget
switch(config-applet)# event poweroverbudget
switch(config-applet)# action 5 overbudgetshut module 1,2,7,8
switch(config-applet)# end

シャットダウンするモジュールを選択するコンフィギュレーション例

ここでは、次の内容について説明します。

• 「デフォルトでシャットダウンに非上書きモジュールを選択するポリシーの使用」（P.B-13）

• 「シャットダウンに非上書きモジュールを選択するパラメータ置き換えの使用」（P.B-13）
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デフォルトでシャットダウンに非上書きモジュールを選択するポリシーの使用

メジャーしきい値を超えた場合に、デフォルトで非上書きモジュールをシャットダウンするよう選択す

るポリシーを使用する例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet my5a1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet my5a2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 1-3 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 5 policy-default
switch(config-applet)# end

シャットダウンに非上書きモジュールを選択するパラメータ置き換えの使用

メジャーしきい値を超えた場合に、パラメータの置き換えを使用してシャットダウンする非上書きモ

ジュールを選択する例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet my5b1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# config t
switch(config)# event manager applet my5b2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 1-3 sensor 8 threshold major
switch(config-applet)# action 6 forceshut module my_module_list reset “temperature-sensor 
policy trigger”
switch(config-applet)# end

イベント マネージャ パラメータを作成するには、event manager environment コマンドを使用しま

す。イベント マネージャ パラメータの値を表示するには、show event manager environment all コマ

ンドを使用します。

活性挿抜イベントのコンフィギュレーション例

活性挿抜イベント（OIR）には、デフォルトのポリシーがありません。

event oir コマンドを使用して、OIR イベントを設定する例を示します。

event oir device-type event-type [device-number]

device-type は、fan、module または powersupply です。

event-type は、insert、remove、または anyoir（装着または取り外し）です。

オプションの device-number では 1 台のデバイスを指定します。省略すると、すべてのデバイスが選択

されます。

装着イベントを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module insert
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg “OIR insert event: A Module 
is inserted”

取り外しイベントを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module remove
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EEM ポリシーのコンフィギュレーション例
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg “OIR remove event: A Module 
is removed”

ユーザ syslog を生成するコンフィギュレーション例

action syslog コマンドを使用して、ユーザ syslog を生成する例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module remove
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg “Module is removed”

このイベントが発生すると、次の syslog が生成されます。

p1b-57(config)# 2008 Feb 20 00:08:27 p1b-57 %$ VDC-1 %$ %EEM_ACTION-2-CRIT: “Module is 
removed”

2008 Feb 20 00:08:27 p1b-57 %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_REMOVE: Module 2 removed 
(Serial number JAB120101PW)

SNMP 通知のコンフィギュレーション例

ここでは、次の内容について説明します。

• 「SNMP OID のポーリングによる EEM イベントの生成」（P.B-14）

• 「イベント ポリシーのイベントへの応答で SNMP 通知を送信」（P.B-14）

SNMP OID のポーリングによる EEM イベントの生成

スイッチの CPU 使用率を問い合わせるには、SNMP オブジェクト ID（OID）

CISCO-SYSTEM-EXT-MIB::cseSysCPUUtilization が使用されます。

cseSysCPUUtilization OBJECT-TYPE
    SYNTAX          Gauge32 (0..100 )
    UNITS           "%"
    MAX-ACCESS      read-only
    STATUS          current
    DESCRIPTION
        "The average utilization of CPU on the active supervisor."
    ::= { ciscoSysInfoGroup 1 }

10 秒間隔でポーリングされ、しきい値が 95 % の SNMP ODI を使用する例を示します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet test_policy
switch(config-applet)# event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.305.1.1.1.0 get-type exact entry-op 
gt entry-val 95 exit-op lt exit-val 90 poll-interval 10

イベント ポリシーのイベントへの応答で SNMP 通知を送信

このタイプのコンフィギュレーションを使用して、重大なイベント トリガーで SNMP 通知を生成でき

ます。

イベント マネージャのアプレット コンフィギュレーション モードからイベントに対して SNMP 通知

を送信する例を示します。
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EEM ポリシーのコンフィギュレーション例
switch(config-applet)# action 1.1 snmp-trap intdata1 100 intdata2 300 strdata "CPU Hogging 
at switch1"
switch(config-applet)# action 1.1 snmp-trap intdata1 100 intdata2 300 strdata "Port 
Failure eth9/1"

このコンフィギュレーションでは、スイッチから SNMP ホストに SNMP 通知（トラップ）を行います。

SNMP ペイロードには、ユーザ定義フィールド intdata1、intdata2、および strdata の値が含まれます。

ポート トラッキングのコンフィギュレーション例

1 つのポートの状態を別のポートの状態と一致させるように設定する例を示します（ポート トラッキン

グ）。

イーサネット インターフェイス 1/2 によるイーサネット インターフェイス 3/23 のポート トラッキング

を設定するには、次のステップに従います。

ステップ 1 イーサネット インターフェイス 3/23 のステータスを追跡するオブジェクトを作成します。

switch# config t
switch(config)# track 1 interface ethernet 3/23
switch(config-track)# end 

ステップ 2 トラッキング オブジェクトがシャットダウンされたらイーサネット インターフェイス 1/2 をシャット

ダウンする EEM イベントを設定します。

switch(config)# event manager applet track_3_23_down
switch(config-applet)# event track 1 state down
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet track_3_23_down shutting down port 
eth1/2 due to eth3/23 being down 
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli shut
switch(config-applet)# end

ステップ 3 イーサネット インターフェイス 3/23 が起動したらイーサネット インターフェイス 1/2 を起動する 
EEM イベントを設定します。

switch# config t
switch(config)# event manager applet track_3_23_up
switch(config-applet)# event track 1 state up
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet track_3_23_down bringing up port 
eth1/2 due to eth3/23 being up 
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli no shut
switch(config-applet)# end
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EEM ポリシー機能の履歴
EEM ポリシー機能の履歴
表 B-3 に、この機能のリリース履歴を示します。

表 B-3 EEM ポリシー機能の履歴

機能名 リリース 機能情報

EEM システム ポリシー 5.0(2) Cisco Nexus 7000 10-Slot Switch に対するファン EEM ポ
リシーが更新されました。
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