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はじめに
ここでは、『Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0』の対象読
者、構成、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。

対象読者
このマニュアルは、DCNM 装置を構成し保守する経験豊富なネットワーク管理者を対象としていま
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。
章

説明

第 1 章「概要」

NX-OS インターフェイスの概要です。

第 2 章「基本インターフェイス レイヤ 2 およびレイヤ 3 で共有する基本パラメータを設定する
手順について説明します。
パラメータの設定」
第 3 章「レイヤ 2 インターフェ レイヤ 2 スイッチング ポートをアクセス ポートまたはトラン
イスの設定」
ク ポートとして設定する手順について説明します。
第 4 章「レイヤ 3 インターフェ レイヤ 3 インターフェイスを設定する手順について説明しま
す。
イスの設定」
第 5 章「ポート チャネルの設定」 ポート チャネルを設定し、ポート チャネルをより有効に利用す
るために Link Aggregation Control Protocol（LACP）を適用して
設定する手順を説明します。
第 6 章「IP トンネルの設定」

装置で Generic Route Encapsulation（GRE）を使って IP トンネル
を設定する手順について説明します。

付録 A「Cisco NX-OS インター Cisco NX-OS Release 4.x でサポートするインターフェイスに関
フェイス Release 4.x がサポート する IETF RFC を示します。
する IETF RFC」
付録 B「Cisco NX-OS インター NX-OS Release 4.x を実行するスイッチについてシスコが認定し
フェイスの設定制限」
た制限および最大制限を示します。
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表記法

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。
表記

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。

[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。

ストリング

引用符を付けない一組の文字。ストリング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ストリングとみなされます。

出力例では、次の表記法を使用しています。
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

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。

フォント
< >

パスワードのように出力されない文字は、かぎカッコ（< >）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。

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。
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関連資料

関連資料
Cisco NX-OS のマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html
Cisco NX-OS のマニュアル セットには次のマニュアルも含まれています。
リリース ノート
『Cisco NX-OS Release Notes, Release 4.0』
NX-OS コンフィギュレーション ガイド
『Cisco NX-OS Getting Started with Virtual Device Contexts, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Quality of Service Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Security Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Software Upgrade Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Licensing Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS System Management Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS XML Management Interface User Guide, Release 4.0』
『Cisco NX-OS System Messages Reference』
『Cisco NX-OS MIB Quick Reference』
NX-OS コマンド リファレンス
『Cisco NX-OS Command Reference Master Index, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Fundamentals Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Interfaces Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Quality of Service Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Unicast Routing Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Multicast Routing Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Security Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS Virtual Device Context Command Reference, Release 4.0』
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『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy Command Reference, Release 4.0』
『Cisco NX-OS System Management Command Reference, Release 4.0』
その他のソフトウェア マニュアル
『Cisco NX-OS Troubleshooting Guide, Release 4.0』

マニュアルの入手方法と Service Request Tool の使用
マニュアルの入手方法、サービス リクエストツールの使い方、および追加情報の収集法法について
は、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。
ここには、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』を Really Simple Syndication（RSS）に登録すれば、お
使いのデスクトップにコンテンツが直接配信されます。RSS は無料のサービスです。現在シスコが
サポートしている RSS はバージョン 2.0 です。

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。
http://www.cisco.com/jp/go/tac
サポート契約を結んでいない方は、
「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。
Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく
ださい。
http://www.cisco.com/jp/register/
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概要
この章では、NX-OS でサポートするインターフェイス タイプの概要を説明します。
ここでは、次の内容を説明します。
•

インターフェイスについて（p.1-2）

•

バーチャライゼーション インターフェイス（p.1-5）

•

インターフェイスのハイ アベイラビリティ（p.1-5）

•

インターフェイスのライセンス要件（p.1-5）
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インターフェイスについて

インターフェイスについて
NX-OS は、サポート対象の各インターフェイス タイプの複数の設定パラメータをサポートします。
ほとんどのパラメータはこのマニュアルで説明しますが、一部は他のマニュアルで説明します。
表 1-1 に、インターフェイスに設定できるパラメータの情報の入手先を示します。
表 1-1

インターフェイスのパラメータ

機能

パラメータ

解説場所

基本パラメータ

説明、デュプレクス、エラー ディセーブル、フ このマニュアルの第 2 章「基本インターフェイ
ロー制御、MTU、ビーコン
ス パラメータの設定」

レイヤ 2

レイヤ 2 アクセスおよびトランク ポート設定

このマニュアルの第 3 章「レイヤ 2 インター
フェイスの設定」

レイヤ 2 MAC、VLAN、PVLAN、Rapid PVST+、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration
Multiple Spanning Tree、スパニング ツリー拡張 Guide, Release 4.0』
ポート セキュリティ
レイヤ 3

『Cisco NX-OS Security Configuration Guide,
Release 4.0』

メディア、IPv4 および IPv6 アドレス
帯域幅、遅延、IP ルーティング、VRF

このマニュアルの第 4 章「レイヤ 3 インター
フェイスの設定」
『Cisco NX-OS Unicast Routing Configuration Guide,
Release 4.0』
『Cisco NX-OS Multicast Routing Configuration
Guide, Release 4.0』

ポート チャネル

チャネル グループ、LACP

セキュリティ

Dot1X、NAC、EOU、ポート セキュリティ

このマニュアルの第 5 章「ポート チャネルの設
定」
『Cisco NX-OS Security Configuration Guide,
Release 4.0』

ここでは、次の内容について説明します。
•

イーサネット インターフェイス（p.1-2）

•

管理インターフェイス（p.1-3）

•

ポート チャネル インターフェイス（p.1-4）

•

サブインターフェイス（p.1-4）

•

SVI インターエイス（p.1-4）

•

ループバック インターフェイス（p.1-4）

•

トンネル インターフェイス（p.1-4）

イーサネット インターフェイス
イーサネット インターフェイスには、アクセス ポート、トランク ポート、Private VLAN（PVLAN;
プライベート VLAN）ホスト ポートと混合モード ポート、ルーテッド ポートがあります。
ここでは、次の内容について説明します。
•

アクセス ポート（p.1-3）

•

トランク ポート（p.1-3）

•

PVLAN ホストと混合モード ポート（p.1-3）

•

ルーテッド ポート（p.1-3）
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インターフェイスについて

アクセス ポート
アクセス ポートは 1 つの VLAN のトラフィックを送受信します。このポートのタイプはレイヤ 2
インターフェイスだけです。アクセスポート インターフェイスの詳細については、第 3 章「レイヤ
2 インターフェイスの設定」を参照してください。

トランク ポート
トランク ポートは複数の VLAN のトラフィックを送受信します。このポートのタイプはレイヤ 2
インターフェイスだけです。トランクポート インターフェイスの詳細については、第 3 章「レイヤ
2 インターフェイスの設定」を参照してください。

PVLAN ホストと混合モード ポート
PVLAN は、レイヤ 2 レベルでのトラフィック分離とセキュリティを実現します。PVLAN は 1 のプ
ライマリ VLAN と 1 つのセカンダリ VLAN を 1 つまたは複数組み合わせたもので、プライマリ
VLAN はすべて同じです。セカンダリ VLAN には 2 種類あり、独立 VLAN とコミュニティ VLAN
と呼ばれます。
独立 VLAN では、PVLAN ホストはプライマリ VLAN のホストとだけ通信します。コミュニティ
VLAN では、PVLAN ホストは同じコミュニティ内の PVLAN ホスト同士およびプライマリ VLAN
のホストとだけ通信し、独立 VLAN や他のコミュニティの VLAN のホストとは通信しません。コ
ミュニティ VLAN は混合モード ポートを使って PVLAN の外部と通信します。独立およびコミュニ
ティ セカンダリ VLAN が組み合わされているにもかかわらず、プライマリ VLAN 内のすべてのイ
ンターフェイスはレイヤ 2 ドメイン 1 つだけで構成されており、必要な IP サブネットは 1 つです。
PVLAN 混合モード ポートにレイヤ 3 VLAN インターフェイスや Switched Virtual Interface（SVI; ス
イッチ仮想インターフェイス）を設定し、プライマリ PVLAN にルーティング機能を持たせること
もできます。
PVLAN ホストおよび PVLAN 混合モード ポートの設定や他の PVLAN の設定の詳細については、
『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。

ルーテッド ポート
ルーテッド ポートは、IP トラフィックを他のデバイスにルーティングできる物理ポートです。ルー
テッド ポートはレイヤ 3 インターフェイスだけで、Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー
プロトコル）などのレイヤ 2 プロトコルはサポートしません。ルーテッド ポートの詳細について
「ルーテッド インターフェイス」（p.4-2）を参照してください。
は、

管理インターフェイス
管理イーサネット インターフェイスを使用して、Telnet クライアント、SNMP（簡易ネットワーク
管理プロトコル）、その他の管理エージェントを使用するリモート管理用ネットワークにデバイス
を接続できます。管理インターフェイスの詳細については、
『Cisco NX-OS Fundamentals Configuration
Guide, Release 4.0』を参照してください。
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ポート チャネル インターフェイス
ポート チャネルは、複数の物理インターフェイスを集約した論理インターフェイスです。最大 8 つ
の物理ポートへの個別リンクを 1 つのポート チャネルにバンドルして、帯域幅と冗長性を向上させ
ることができます。ポート チャネリングにより、これらの物理インターフェイス チャネルのトラ
フィックをロード バランスさせることもできます。ポートチャネル インターフェイスの詳細につ
いては、第 5 章「ポート チャネルの設定」を参照してください。

サブインターフェイス
レイヤ 3 インターフェイスとして設定した親インターフェイスに仮想サブインターフェイスを作
成できます。親インターフェイスは物理ポートでもポート チャネルでもかまいません。親インター
フェイスはサブインターフェイスによって複数の仮想インターフェイスに分割されます。これらの
仮想インターフェイスに IP アドレスやダイナミック ルーティング プロトコルなど固有のレイヤ 3
パラメータを割り当てることができます。サブインターフェイスの詳細については、
「サブインター
フェイス」（p.4-2）を参照してください。

SVI インターエイス
SVI は仮想のルーテッドインターフェイスで、デバイスの VLAN を同じデバイスのレイヤ 3 ルータ
エンジンに接続します。レイヤ 3 内部 VLAN ルーティングが実現できるように SVI 間をルーティ
ングできます。SVI の詳細については、「VLAN インターフェイス」（p.4-3）を参照してください。

ループバック インターフェイス
仮想ループバック インターフェイスは、常にアップ状態にあるシングル エンドポイントを持つ仮
想インターエイスです。パケットが仮想ループバック インターフェイスを通じて送信されると、仮
想ループバック インターフェイスですぐに受信されます。ループバック インターフェイスは物理
インターフェイスをエミュレートします。サブインターフェイスの詳細については、
「ループバッ
ク インターフェイス」（p.4-4）を参照してください。

トンネル インターフェイス
トランスポート プロトコル内部の任意のパケットは、トンネリングによってカプセル化されます。
この機能は、簡単なインターフェイスを設定する仮想インターフェイスとして実装されています。
トンネル インターフェイスにより、任意の標準的な point-to-point（p2p; ポイントツーポイント）カ
プセル化スキームの実装に必要なサービスが提供されます。リンクごとに個別のトンネルを設定で
きます。詳細については、第 6 章「IP トンネルの設定」を参照してください。
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バーチャライゼーション インターフェイス

バーチャライゼーション インターフェイス
複数の Virtual Device Context（VDC）が作成できます。各 VDC は独立した論理デバイスで、イン
ターフェイスを割り当てることができます。VDC にインターフェイスを割り当てると、正しい VDC
であればそのインターフェイスだけが設定できます。VDC の詳細については、
『Cisco NX-OS Virtual
Device Context Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。

インターフェイスのハイ アベイラビリティ
インターフェイスは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。ステートフル
再起動はスーパーバイザ切り替え時に発生します。切り替え後、NX-OS は切り替え後の実行時設定
を適用します。

インターフェイスのライセンス要件
IP トンネルには Enterprise Services ライセンスが必要です。このライセンスは IP トンネルをイネー
ブルにする DCNM システムごとにインストールする必要があります。他のインターフェイスには
ライセンスが必要ありません。DCNM ライセンスの詳細については、
『Cisco DCNM Licensing Guide』
を参照してください。
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インターフェイスのライセンス要件
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基本インターフェイス パラメータの
設定
この章では、基本インターフェイス パラメータを設定する手順について説明します。パラメータ
は、複数のインターフェイスで共通して使用されます。
ここでは、次の内容を説明します。

（注）

•

基本インターフェイス パラメータについて（p.2-2）

•

ライセンス要件（p.2-9）

•

基本インターフェイス パラメータ設定の前提条件（p.2-9）

•

注意事項と制限（p.2-10）

•

基本インターフェイス パラメータの設定（p.2-11）

•

基本インターフェイス パラメータの確認（p.2-35）

•

インターフェイス カウンタのクリア（p.2-36）

レイヤ 2 インターフェイスで独自に使用するパラメータを設定するには、第 3 章「レイヤ 2 イン
ターフェイスの設定」を参照してください（アクセス インターフェイスやトランキング インター
フェイス）。レイヤ 3 インターフェイスで独自に使用するパラメータを設定するには、第 4 章「レ
イヤ 3 インターフェイスの設定」を参照してください（ルーテッド 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、ループバック インターフェイス、IP トンネル）
。管理イ
ンターフェイスおよび CMP 管理インターフェイスを設定してシステムを起動するには、
『Cisco
NX-OS Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。
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基本インターフェイス パラメータについて

基本インターフェイス パラメータについて
ここでは、次の内容について説明します。
•

説明（p.2-2）

•

ビーコン（p.2-2）

•

デバウンス タイマー（p.2-3）

•

MDIX（p.2-2）

•

デバウンス タイマー（p.2-3）

•

レート モード（p.2-3）

•

速度モードとデュプレックス モード（p.2-3）

•

フロー制御（p.2-4）

•

ポート MTU サイズ（p.2-5）

•

帯域幅（p.2-6）

•

スループット遅延（p.2-6）

•

管理ステータス（p.2-6）

•

CDP（p.2-6）

•

UDLD パラメータ（p.2-6）

•

ポート チャネル パラメータ（p.2-8）

説明
イーサネット インターフェイスおよび管理インターフェイスに説明パラメータを設定して、イン
ターフェイスにわかりやすい名前を付けることができます。それぞれのインターフェイスに独自の
名前を使用すれば、複数のインターフェイスから探す場合でも必要なインターフェイスをすぐに見
つけることができます。
ポートチャネル インターフェイスに説明パラメータを設定する方法については、「ポートチャネル
の説明の設定」
（p.5-22）を参照してください。別のインターフェイスにこのパラメータを設定する
方法については、「説明を設定」（p.2-12）を参照してください。

ビーコン
ビーコン モードをイネーブルにするとリンク ステート LED が緑に点滅し、物理ポートを識別でき
ます。デフォルトでは、このモードはディセーブルです。インターフェイスの物理ポートを識別す
るには、インターフェイスのビーコン パラメータを有効にします。
ビーコン パラメータの設定手順については、
「ビーコン モードの設定」
（p.2-14）を参照してくださ
い。

MDIX
Medium Dependent Interface-crossover（MDI-X; メディア依存インターフェイスクロスオーバー）パ
ラメータを使用して、デバイス間のクロスオーバー接続のイネーブル / ディセーブルを切り替えま
す。このパラメータは銅線インターフェイスだけに適用します。デフォルトでは、このパラメータ
はイネーブルです。
MDIX パラメータの設定手順については、「基本インターフェイス パラメータの確認」（p.2-35）を
参照してください。
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基本インターフェイス パラメータについて

デバウンス タイマー
デバウンス タイマーを設定するとリンク変更の通知が遅くなり、ネットワークの再設定によるトラ
フィック損失が減少します。デバウンス タイマーはイーサネット ポートごとに個別に設定します。
遅延時間はミリ秒単位で指定できます。デフォルトでは、このパラメータは 100 ミリ秒に設定され
ています。

注意

デバウンス タイマーをイネーブルにするとリンクアップおよびリンクダウン検出が遅くなり、デ
バウンス期間中のトラフィックが失われます。この状況は、一部のレイヤ 2 とレイヤ 3 プロトコル
のコンバージェンスと再コンバージェンスに影響する可能性があります。

デバウンスタイマー パラメータの設定手順については、
「デバウンス タイマーの設定」
（p.2-19）を
参照してください。

レート モード
32 ポートの 10 GE イーサネット モジュールでは、4 ポート単位で 10 Gbps（ギガビット / 秒）の帯
域幅を処理します。レートモード パラメータを使用すれば、この帯域幅を 4 ポートのうちの最初の
ポート専用にさせることも、4 ポート全体でこの帯域幅を共有させることもできます。
表 2-1 に、10 Gbps ごとの帯域幅を共有するポートのグループと、帯域幅全体を利用するために使
用するグループの専用ポートを示します。
表 2-1

（注）

共有ポートと専用ポート

帯域幅を共有するポート グループ

10 GE の帯域幅を専用するポート

1、3、5、7

1

2、4、6、8

2

9、11、13、15

9

10、12、14、16

10

17、19、21、23

17

18、20、22、24

18

25、27、29、31

25

26、28、30、32

26

各ポート グループのポートはすべて同じ Virtual Device Context（VDC）に属している必要がありま
す。VDC の詳細については、
『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 4.0』を
参照してください。

速度モードとデュプレックス モード
速度モードとデュプレックス モードはそれぞれ、イーサネット インターフェイスおよび管理イン
ターフェイスと相関関係にあります。デフォルトでは、これらのインターフェイスの速度および
デュプレックス モードは他のインターフェイスとそれぞれ自動ネゴシエートしますが、設定を変更
することもできます。設定を変更する場合は、両方のインターフェイスで同じ速度およびデュプ
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レックス モードを使用するか、少なくともどちらか一方のインターフェイスの自動ネゴシエーショ
ンを使用します。表 2-2 に、イーサネットおよび管理インターフェイスのそれぞれのタイプで有効
な設定を示します。
表 2-2

イーサネットおよび管理インターフェイスで使用する速度およびデュプレックスモード設定

モジュール タイプ

デュプレックス
速度モード設定 モード設定

動作速度
（Mbps）

動作デュプレッ
クス モード

32 ポート 10 GE イーサ 自動1
ネット

自動 1

10,000

フル

自動 1

自動 1

1000

フル

48 ポート 10/100/1000
イーサネット

100

自動
1000
100
10

ハーフ

1000

フル

1

自動 またはハーフ

100

ハーフ

フル

100

フル

自動 またはハーフ

10

ハーフ

フル

10

フル

1000

フル

1

10
管理

10 または 100
1

自動 またはフル

1000

1

自動

1

10 または 100

ハーフ

1

1000

フル

1

自動 またはハーフ

100

ハーフ

フル

100

フル

自動 またはハーフ

10

ハーフ

フル

10

フル

自動 またはフル

1

1. デフォルト設定

ポートチャネル インターフェイスに速度モードおよびデュプレックス モードを設定する方法につ
いては、「ポートチャネル インターフェイスへの速度とデュプレックスの設定」（p.5-23）を参照し
てください。他のインターフェイスに速度モードおよびデュプレックス モードを設定する方法につ
いては、
「インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定」
（p.2-21）を参照してください。

フロー制御
1 Gbps 以上で稼働するイーサネット ポートの受信バッファが満杯になると、フロー制御によりそ
のポートから送信ポートに IEEE 802.3x ポーズ フレームが送信され、指定した時間だけデータの送
信を停止するよう要求されます。送信ポートは任意の速度で動作しており、ポーズ フレームを受信
してデータの転送を停止することができます。
2 つのポート間のフロー制御を有効にするには、それぞれのポートで対応する受信および送信フ
ロー制御パラメータをイネーブルまたはディセーブルに設定します。パラメータをイネーブルに設
定すると、もう一方のポートの設定とは関係なく送信または受信フロー制御機能がアクティブにな
ります。指定したパラメータを設定すると、もう一方のポートの対応するフロー制御状態をイネー
ブルまたはディセーブルに設定すれば、送信または受信フロー制御機能がアクティブになります。
いずれかのフロー制御状態をディセーブルに設定すると、その送信方向のフロー制御がディセーブ
ルになります。異なるポート フロー制御状態がリンク フロー制御状態に与える影響については、表
2-3 を参照してください。
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表 2-3

リンク フロー制御上でのポート フロー制御の影響

ポート フロー制御の状態
データ受信ポート
（ポーズ フレームを送信）

データ送信ポート
（ポーズ フレームを受信）

リンク フロー制御の状態

イネーブル

イネーブル

イネーブル

イネーブル

指定

イネーブル

イネーブル

ディセーブル

ディセーブル

指定

イネーブル

イネーブル

指定

指定

イネーブル

指定

ディセーブル

ディセーブル

ディセーブル

イネーブル

ディセーブル

ディセーブル

指定

ディセーブル

ディセーブル

ディセーブル

ディセーブル

フロー制御パラメータの設定手順については、
「フロー制御の設定」
（p.2-22）を参照してください。

ポート MTU サイズ
最大伝送ユニット（maximum transmission unit; MTU）サイズは、イーサネット ポートで処理できる
最大フレーム サイズを指定します。2 つのポート間で転送するには、どちらのポートにも同じ MTU
サイズを設定する必要があります。ポートの MTU サイズを超えたフレームはドロップされます。
デフォルトではそれぞれのポートの MTU は 1500 バイトです。これはイーサネット フレームに関
する IEEE 802.3 標準です。これよりも大きい MTU サイズでは、より少ないオーバーヘッドでデー
タをより効率的に処理できます。このようなフレームをジャンボ フレームと呼び、最大 9216 バイ
トまで指定できます。これもデフォルトのシステム ジャンボ MTU サイズです。
レイヤ 3 インターフェイスでは、576 〜 9216 バイトの MTU サイズを設定できます。I/O モジュー
ルごとに最大 64 MTU まで設定できます。

（注）

グローバル LAN ポート MTU サイズは、非デフォルト MTU サイズを設定したレイヤ 3 イーサネッ
ト LAN ポートを通過するトラフィックに適用します。

レイヤ 2 ポートには、システム デフォルト（1500 バイト）またはシステム ジャンボ MTU サイズ
（当初は 9216 バイト）のどちらかの MTU サイズを設定できます。

（注）

システム ジャンボ MTU サイズを変更すると、ポートの一部または全部に新しいシステム ジャン
ボ MTU サイズを指定しないかぎり、レイヤ 2 ポートは自動的にシステム デフォルト MTU サイズ
（1500 バイト）を使用します。

MTU サイズの設定手順については、「MTU サイズの設定」（p.2-24）を参照してください。
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帯域幅
イーサネット ポートには、物理レベルで 1,000,000 KB の固定帯域幅があります。レイヤ 3 プロト
コルでは、内部メトリックが計算できるように設定した帯域幅の値が使用されます。設定した値は
レイヤ 3 プロトコルで情報目的のみで使用され、物理レベルでの固定帯域幅が変更されることはあ
りません。たとえば、IGRP ではルーティング メトリックを指定するために最小パス帯域幅が使用
されますが、物理レベルの帯域幅は 1,000,000 KB のまま変わりません。
ポートチャネル インターフェイスに帯域幅パラメータを設定する方法については、「帯域幅と遅延
の割り当て（情報目的）」（p.5-20）を参照してください。他のインターフェイスに帯域幅パラメー
タ設定する方法については、「帯域幅を設定」（p.2-27）を参照してください。

スループット遅延
スループット遅延パラメータの値を指定するとレイヤ 3 プロトコルで使用する値が指定できます
が、インターフェイスの実際のスループット遅延は変更されません。レイヤ 3 プロトコルはこの値
を使用して動作を決定します。たとえば、IGRP は、遅延設定を使用して衛星リンクと地上リンク
を区別します。設定する遅延値の単位は 10 マイクロ秒です。
ポートチャネル インターフェイスに帯域幅パラメータを設定する方法については、「帯域幅と遅延
の割り当て（情報目的）」（p.5-20）を参照してください。他のインターフェイスにスループット遅
延パラメータ設定する方法については、
「スループット遅延の設定」
（p.2-28）を参照してください。

管理ステータス
管理ステータス パラメータはインターフェイスのアップまたはダウンを指定します。管理的にダウ
ンしたインターフェイスはディセーブルであり、データを転送できません。管理的にアップしたイ
ンターフェイスはイネーブルであり、データを転送できます。
ポート チャネル インターフェイスに管理ステータス パラメータを設定する方法については、
「ポー
トチャネル インターフェイスのシャットダウンと再起動」
（p.5-21）を参照してください。他のイン
ターフェイスに管理ステータス パラメータ設定する方法については、「インターフェイスのシャッ
トダウンおよび再開」（p.2-29）を参照してください。

CDP
Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）は、2 台のデバイスで CDP を実行して相互
に学習しあうことができるレイヤ 2 プロトコルです。CDP を使用すれば、お互いのインターフェイ
スを通じてリンクされているネイバデバイスの情報を表示してネットワークをトラブルシュー
ティングできます。デフォルトでは、CDP はイネーブルです。
CDP パラメータの設定手順については、
「CDP のイネーブル化またはディセーブル化」
（p.2-31）を
参照してください。

UDLD パラメータ
ここでは、次の内容について説明します。
•

UDLD の概要（p.2-7）

•

UDLD のデフォルト設定（p.2-8）

•

UDLD アグレッシブおよび非アグレッシブ モード（p.2-8）
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UDLD の概要
シスコシステムズ独自の Unidirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）プロトコルに
より、光ファイバまたは銅線（カテゴリ 5 ケーブルなど）イーサネット ケーブルを使用して接続さ
れたデバイスで、ケーブルの物理構成をモニタし、単一方向リンクの存在を検出することができま
す。デバイスで単一方向リンクが検出されると、UDLD が関係のある LAN ポートをシャットダウ
ンし、ユーザに通知します。単一方向リンクは、スパニング ツリー トポロジ ループをはじめ、様々
な問題を引き起こす可能性があります。
UDLD は、レイヤ 1 プロトコルと連動し、リンクの物理的ステータスを判別するレイヤ 2 プロトコ
ルです。レイヤ 1 では、物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエーションによって処
理されます。UDLD は、ネイバの ID の検知、誤って接続された LAN ポートのシャットダウンな
ど、自動ネゴシエーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエーションと UDLD の
両方をイネーブルにすると、レイヤ 1 とレイヤ 2 の検知機能が連動し、物理的および論理的な単一
方向接続、および他のプロトコルの誤動作を防止します。
リンク上でローカルデバイスが送信したトラフィックをネイバが受信するのにネイバから送信さ
れたトラフィックをローカルデバイスが受信しない場合に、単一方向リンクが発生します。対に
なっているファイバ ケーブルのどちらかの接続が切断された場合、自動ネゴシエーションがアク
ティブであるかぎり、そのリンクは存続できません。この場合、論理リンクは不定であり、UDLD
は何の処理も行いません。レイヤ 1 で両方のファイバが正常に稼働していれば、レイヤ 2 の UDLD
はそれらのファイバが正しく接続しているかどうか、また、トラフィックが適切なネイバ間で双方
向に流れているかどうかを判別します。自動ネゴシエーションはレイヤ 1 で行われるので、この
チェックは自動ネゴシエーションでは実行されません。
Nexus 7000 シリーズのデバイスは、UDLD をイネーブルにした LAN ポート上のネイバデバイスに
定期的に UDLD フレームを送信します。このフレームが一定時間内にエコー バックされ、かつ特
定の確認応答（エコー）がない場合は、そのリンクは単一方向リンクとしてフラグ付けされ、LAN
ポートがシャットダウンされます。プロトコルが単一方向リンクを正しく識別して使用を禁止する
には、リンクの両端のデバイスで UDLD をサポートする必要があります。

（注）

デフォルトでは、銅線の LAN ポート上の UDLD はローカルでディセーブルに設定されており、同
じタイプのメディアに不要な制御トラフィックを送信しないようになっています。

図 2-1 に、単一方向リンク条件の例を示します。デバイス B は、ポート上でデバイス A から正常に
トラフィックを受信しますが、デバイス A は、同じポート上でデバイス B からのトラフィックを
受信しません。UDLD によって問題が検出され、ポートがディセーブルにされます。

図 2-1

単一方向リンク

TX

RX

TX

RX
࠺ࡃࠗࠬ B

187781

࠺ࡃࠗࠬ A
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UDLD のデフォルト設定
表 2-4 に、UDLD のデフォルト設定を示します。
表 2-4

UDLD のデフォルト設定

機能

デフォルト値

UDLD グローバル イネーブル ステート

グローバルにディセーブル

UDLD アグレッシブ モード

ディセーブル

ポート別の UDLD イネーブル ステート（光ファ すべてのイーサネット光ファイバ LAN ポート
イバ メディア用）
でイネーブル
ポート別の UDLD イネーブル ステート（ツイス すべてのイーサネット 10/100 および
トペア［銅線］メディア用）
1000BASE-TX LAN ポートでディセーブル
デバイスとポートに UDLD を設定する手順については、
「UDLD モードの設定」
（p.2-32）を参照し
てください。

UDLD アグレッシブおよび非アグレッシブ モード
UDLD アグレッシブ モードはデフォルトではディセーブルに設定されています。UDLD アグレッシ
ブ モードは、そのモードをサポートするネットワークデバイス間のポイントツーポイントのリンク
上に限って設定できます。UDLD アグレッシブ モードをイネーブルに設定した場合、UDLD 近接関
係が設定されている双方向リンク上のポートが UDLD フレームを受信しなくなったとき、UDLD は
ネイバとの接続を再確立しようとします。この試行に 8 回失敗すると、ポートはディセーブルにな
ります。
スパニング ツリー ループを防止するために、デフォルトの 15 秒間隔を使用する通常の UDLD によ
り、
（デフォルトのスパニング ツリー パラメータを使用している場合）ブロッキング ポートがフォ
ワーディング ステートに移行する前に、すみやかに単一方向リンクをシャットダウンすることがで
きます。
UDLD アグレッシブ モードをイネーブルに設定すると、次のようになります。
•

リンクの一方の側にポート スタックが生じる（送受信どちらも）

•

リンクの一方の側がダウンしているにもかかわらず、もう一方の側がアップしたままになる

このような状況では、UDLD アグレッシブ モードにより、リンク上のポートの 1 つがディセーブル
になり、トラフィックの廃棄が防止されます。

ポート チャネル パラメータ
ポート チャネルは物理インターフェイスの集合体で、論理インターフェイスを構成します。1 つの
ポート チャネルに最大 8 つの個別インターフェイスをバンドルして、帯域幅と冗長性を向上させる
ことができます。ポート チャネルは、これらの物理インターフェイスのトラフィックのロード バ
ランスも行います。ポート チャネルの物理インターフェイスが少なくとも 1 つ動作していれば、そ
のポート チャネルは動作しています。
レイヤ 2 ポート チャネルに適合するレイヤ 2 インターフェイスをバンドルすれば、レイヤ 2 ポート
チャネルを作成できます。レイヤ 3 ポート チャネルに適合するレイヤ 3 インターフェイスをバンド
ルすれば、レイヤ 3 ポート チャネルを作成できます。レイヤ 2 インターフェイスとレイヤ 3 イン
ターフェイスを同一のポート チャネルで組み合わせることはできません。
変更した設定をポート チャネルに適用すると、そのポート チャネルのインターフェイス メンバに
もそれぞれ変更が適用されます。
Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
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ポート チャネルおよびポート チャネルの設定手順については、「ポート チャネルの設定」（p.5-1）
を参照してください。

ライセンス要件
インターフェイス コマンドとサブ コマンドはライセンス不要です。

基本インターフェイス パラメータ設定の前提条件
基本インターフェイス パラメータを設定する前に、VDC が正しいことを確認します。VDC を変更
するには、switch to vdc command コマンドを使用します。
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注意事項と制限
次の注意事項と制限に従って基本インターフェイス パラメータを設定します。
•

光ファイバ イーサネット ポートでは、シスコがサポートするトランシーバを使用する必要が
あります。シスコがサポートするトランシーバをポートに使用していることを確認するには、
show interface transceivers コマンドを使用します。シスコがサポートするトランシーバを持つ
インターフェイスは、機能インターフェイスとして一覧表示されます。

•

ポートはレイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスのどちらかです。両方が同時に成立するこ
とはありません。
デフォルトでは、どのポートもレイヤ 3 インターフェイスです。レイヤ 3 インターフェイスを
レイヤ 2 インターフェイスに変更するには、switchport コマンドを使用します。逆にレイヤ 2
インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスに変更するには、no switchport コマンドを使用
します。

•

ローカル ポートにフロー制御を設定する場合は、以下の点に注意します。
− リモート ポート送信パラメータの設定手順が不明の場合にポーズ フレームを受信するに
は、ローカル ポート受信パラメータを指定済みに設定します。
− リモート ポート送信パラメータがイネーブルまたは指定済みである場合にポーズ フレー
ムを受信するには、ローカル ポート受信パラメータをイネーブルに設定します。
− 受信したポーズ フレームを無視するには、ローカル ポート受信パラメータをディセーブル
に設定します。
− リモート ポート受信パラメータの設定手順が不明の場合にポーズ フレームを送信するに
は、ローカル ポート送信パラメータを指定済みに設定します。
− リモート ポート受信パラメータがイネーブルまたは指定済みである場合にポーズ フレー
ムを送信するには、ローカル ポート送信パラメータをイネーブルに設定します。
− ポーズ フレームを送信しないようにするには、ローカル ポート送信パラメータをディセー
ブルに設定します。

•

通常、イーサネット ポート速度およびデュプレックス モード パラメータは自動に設定し、
NX-OS ソフトウェアがポート間で速度およびデュプレックス モードをネゴシエーションでき
るようにします。これらのポートのポート速度およびデュプレックス モードを手動で設定する
場合は、次の点について考慮してください。
− イーサネットまたは管理インターフェイスに速度およびデュプレックス モードを設定す
る前に、表 2-2（p.2-4）を参照して同時に設定できる速度およびデュプレックス モードの
組み合わせを確認します。
− イーサネット ポート速度を自動に設定すると、デバイスは自動的にデュプレックス モード
を自動に設定します。
− no speed コマンドを開始すると、デバイスは速度およびデュプレックス パラメータの両方
を自動的に自動に設定します（no speed コマンドを入力すると speed auto コマンドを入力
した場合と同じ結果になります）。
− イーサネット ポート速度を自動以外の値（10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps など）に設定
する場合は、それに合わせて接続先ポートを設定してください。接続先ポートが速度をネ
ゴシエーションするように設定しないでください。

（注）

注意

接続先ポートが自動以外の値に設定されている場合、デバイスはイーサネット ポート速度
およびデュプレックス モードを自動的にネゴシエーションできません。

イーサネット ポート速度およびデュプレックス モードの設定を変更すると、インターフェイスが
シャットダウンされてから再びイネーブルになる場合があります。
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2-10

OL-15315-01-J

第2章

基本インターフェイス パラメータの設定
基本インターフェイス パラメータの設定

基本インターフェイス パラメータの設定
インターフェイスを設定する場合、パラメータを設定する前にインターフェイスを指定する必要が
あります。
ここでは、インターフェイスを指定してそれぞれの基本パラメータを設定する方法について説明し
ます。
•

設定するインターフェイスの指定（p.2-11）

•

説明を設定（p.2-12）

•

ビーコン モードの設定（p.2-14）

•

帯域幅レート モードの変更（p.2-15）

•

MDIX パラメータの設定（p.2-18）

•

デバウンス タイマーの設定（p.2-19）

•

インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定（p.2-21）

•

フロー制御の設定（p.2-22）

•

MTU サイズの設定（p.2-24）

•

帯域幅を設定（p.2-27）

•

スループット遅延の設定（p.2-28）

•

インターフェイスのシャットダウンおよび再開（p.2-29）

•

CDP のイネーブル化またはディセーブル化（p.2-31）

•

UDLD モードの設定（p.2-32）

設定するインターフェイスの指定
同じタイプの 1 つまたは複数のインターフェイスにパラメータを設定する前に、インターフェイス
のタイプと ID を指定する必要があります。表 2-5 に、イーサネットおよび管理インターフェイス
を指定するためのインターフェイスのタイプおよび ID を示します。
表 2-5

設定するインターフェイスの識別に必要な情報

インターフェイス タイプ

ID

イーサネット

I/O モジュールのスロット番号およびモジュールのポート番号

管理

0（ポート 0）

インターフェイスの現在の設定を確認するには、プロパティを表示します。show interface コマン
ドを使用し、インターフェイス タイプと ID を指定します。
ステップの概要
1. config t
2. interface interface
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

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。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

設定するインターフェイスを指定します。インター
フェイス タイプと ID を指定できます。イーサネッ
例 1:
switch(config)# interface ethernet 2/1 ト ポートの場合、[ethernet slot/port] を使用します。
管理インターフェイスの場合、[mgmt0] を使用しま
switch(config-if)#
す。
例 2:
switch(config)# interface mgmt0
例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネット インター
switch(config-if)#
フェイスを使用する方法です。
interface interface

例 2 は、管理インターフェイスを指定する方法です。

（注）

インターフェイス タイプと ID の間に空白を追加する必要はありません（ポートまたはス
ロット / ポート番号）。たとえば、イーサネット スロット 4、ポート 5 のインターフェイス
の場合、[ethernet 4/5] または [ethernet4/5] と指定できます。管理インターフェイスは [mgmt0]
または [mgmt 0] です。

インターフェイス コンフィギュレーション モードの場合、コマンドを入力するとこのモードに指
定したインターフェイスが設定されます。次に、基本パラメータを設定するために使用するコマン
ドを説明します。

説明を設定
イーサネットおよび管理インターフェイスの説明を文字で設定します。使用できるのは英数字 80
字以内で、大文字と小文字は区別されます。

ステップの概要
1. config t
2. interface interface
3. description text
4. show interface interface
5. exit
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細
イーサネットおよび管理インターフェイスの説明を設定するには、次のステップを実行します。

ステップ 1

コマンド

目的

config t

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。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface interface

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

例 2:
switch(config)# interface mgmt0
switch(config-if)#

設定するインターフェイスを指定します。イ
ンターフェイス タイプと ID を指定できます。
イーサネット ポートの場合、[ethernet slot/port]
を使用します。管理インターフェイスの場合、
[mgmt0] を使用します。
例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネット
インターフェイスを使用する方法です。
例 2 は、管理インターフェイスを指定する方
法です。

ステップ 3

インターフェイスの説明を指定します。

description text

例:
switch(config-if)# description Ethernet port 3 on
module 1.
switch(config-if)#

ステップ 4

インターフェイス ステータスを表示します。
説明パラメータもあわせて表示します。

show interface interface

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

ステップ 5

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

次に、モジュール 3 のイーサネット ポート 24 にインターフェイスの説明を設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/24
switch(config-if)# description server1
switch(config-if)#
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ビーコン モードの設定
イーサネット ポートのビーコン モードをイネーブルにして LED を点滅させ、物理的な位置を確認
します。

ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. beacon | {no beacon}
4. show interface ethernet slot/port
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

beacon | {no beacon}

例:

設定するインターフェイスを指定します。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。
ビーコン モードをイネーブルにします。また
はビーコン モードをディセーブルにします。

switch(config-if)# beacon
switch(config-if)#

ステップ 4

show interface ethernet slot/port

インターフェイス ステータスを表示します。
ビーコン モード ステータスもあわせて表示
します。

ステップ 5

exit

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

次に、イーサネット ポート 3/1 のビーコン モードをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# beacon
switch(config-if)#
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次に、イーサネット ポート 3/1 のビーコン モードをディセーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# no beacon
switch(config-if)#

帯域幅レート モードの変更
32 ポート 10 GE イーサネット モジュールの 10 GB ごとの帯域幅を 1 ポート専用にするのか同じ
ポート グループの 4 つのポートで共有させるのかを指定できます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

1 ポート専用帯域幅（p.2-15）

•

帯域幅をポート グループ内で共有（p.2-16）

1 ポート専用帯域幅
帯域幅を 1 つのポート専用にする場合、最初にそのグループの 4 つのポートを管理シャットダウン
してレート モードを専用に変更し、専用ポートを管理的にアップする必要があります。

ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port, ethernet slot/port, ethernet slot/port, ethernet slot/port
3. shutdown
4. interface ethernet slot/port
5. rate-mode dedicated
6. no shutdown
7. show interface ethernet slot/port
8. exit
9. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

ステップ 3

例:

設定するイーサネット インターフェイスを
指定します。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。

switch(config)# interface ethernet 3/1, ethernet
3/3, ethernet 3/5, ethernet 3/7
switch(config-if)#

次に、1 つのポートを専用モードに指定する
例を示します。

shutdown

ポートを管理シャットダウンします。

interface ethernet slot/port, ethernet slot/port,
ethernet slot/port, ethernet slot/port

例:
switch(config)# shutdown
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ステップ 4

コマンド

目的

interface ethernet slot/port

インターフェイスのグループで最初のイーサ
ネット インターフェイスを指定します。

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config)#

ステップ 5

switch(config-if)# rate-mode dedicated
switch(config-if)#

10 GB の全帯域幅を 1 つのポート専用にしま
す。帯域幅を専用にすると、以後のポートの
サブコマンドはすべて専用モードになりま
す。

no shutdown

ポートを管理的にアップします。

rate-mode dedicated

例:

ステップ 6

例:
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 7

show interface ethernet slot/port

例:

現在のレート モードを含むインターフェイ
ス情報を表示します。

switch(config)# show interface ethernet 3/1

ステップ 8

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 9

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。

次に、ポート 4/17、4/19、4/21、4/23 を含むグループでイーサネット ポート 4/17 の専用モードを設
定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 4/17, ethernet 4/19, ethernet 4/21, ethernet 4/23
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# interface ethernet 4/17
switch(config-if)# rate-mode dedicated
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

帯域幅をポート グループ内で共有
10 GB の帯域幅を 32 ポート 10 GB イーサネット モジュールのポート グループ（4 ポート）で共有
できます。帯域幅を共有するには、専用ポートを管理的にダウンさせて帯域幅を共有するポートを
指定し、レート モードを共有に変更してからポートを管理的にアップします。

作業の前に
同じグループのすべてのポートが同じ VDC に属している必要があります。
ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. shutdown
4. interface ethernet slot/port, ethernet slot/port, ethernet slot/port, ethernet slot/port
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5. rate-mode shared
6. no shutdown
7. show interface ethernet slot/port
8. exit
9. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:

インターフェイスのグループで最初のイーサ
ネット インターフェイスを指定します。

switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config)#

ステップ 3

ポートを管理的にダウンさせます。

shutdown

例:
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 4

interface ethernet slot/port, ethernet slot/port,
ethernet slot/port, ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1, ethernet
3/3, ethernet 3/5, ethernet 3/7
switch(config-if)#

ステップ 5

次に、1 つのポートを専用モードに指定する
例を示します。
指定したポートに共有レート モードを設定
します。

rate-mode shared

例:

ステップ 6

設定する 4 つのイーサネット インターフェイ
スを指定し（同じポート グループに所属して
いる必要があります）、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。

switch(config-if)# rate-mode shared
switch(config-if)#

次に、共有モードを設定する例を示します。

no shutdown

ポートを管理的にアップします。

例:
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 7

show interface ethernet slot/port

例:

現在のレート モードを含むインターフェイ
ス情報を表示します。

switch(config)# show interface ethernet 3/1

ステップ 8

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 9

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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次に、ポート 4/17、4/19、4/21、4/23 を含むグループでイーサネット ポート 4/17 の共有モードを設
定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 4/17
switch(config-if)# shutdown
switch(config)# interface ethernet 4/17, ethernet 4/19, ethernet 4/21, ethernet 4/23
switch(config-if)# rate-mode shared
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

MDIX パラメータの設定
接続のタイプ（クロスオーバーまたはストレート）を他の銅線イーサネット ポート専用にする必要
がある場合は、ローカル ポートの Medium Dependent Independent Crossover（MDIX）パラメータを
イネーブルにします。デフォルトでは、このパラメータはイネーブルです。

作業の前に
MDIX はリモート ポートでイネーブルにする必要があります。
ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. {mdix auto} | {no mdix}
4. show interface ethernet slot/port
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

{mdix auto} | {no mdix}

例:

設定するインターフェイスを指定します。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。
ポートの MDIX 検出をイネーブルまたはディ
セーブルに指定します。

switch(config-if)# mdix auto
switch(config-if)#

ステップ 4

show interface ethernet slot/port

例:

インターフェイス ステータスを表示します。
MDIX ステータスもあわせて表示します。

switch(config)# show interface ethernet 3/1
switch(config-if)#
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ステップ 5

コマンド

目的

exit

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

次に、イーサネット ポート 3/1 の MDIX をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# mdix auto
switch(config-if)#

次に、イーサネット ポート 3/1 の MDIX をディセーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# no mdix
switch(config-if)#

デバウンス タイマーの設定
イーサネット ポートのデバウンス タイマーをイネーブルにするには、デバウンス時間をミリ秒
（ms）で指定します。ディセーブルにするにはデバウンス時間を 0 に指定します。
イーサネット ポートのすべてのデバウンス時間を表示するには、show interface debounce コマンド
を使用します。

ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. link debounce time milliseconds
4. show interface debounce
5. exit
6. copy running-config startup-config

Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
OL-15315-01-J

2-19

第2章

基本インターフェイス パラメータの設定

基本インターフェイス パラメータの設定

ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

link debounce time milliseconds

例:

ステップ 4

設定するインターフェイスを指定します。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。
合計時間を指定してデバウンス タイマーを
イネーブルにします（1 〜 5,000 ms）
。

switch(config-if)# link debounce time 1000
switch(config-if)#

0 ms を指 定 する と デバ ウ ンス タ イマー が
ディセーブルになります。

show interface debounce

すべてのイーサネット インターフェイスの
リンク デバウンス時間を表示します。

例:
switch(config)# show interface debounce
switch(config-if)#

ステップ 5

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

次に、イーサネット ポート 3/1 のデバウンス タイマーをイネーブルにし、デバウンス時間を 1,000
ms に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# link debounce time 1000
switch(config-if)#

次に、イーサネット ポート 3/1 のデバウンス タイマーをディセーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# link debounce time 0
switch(config-if)#
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インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定
インターフェイス速度とデュプレックス モードは相関関係にあります。このため、両方のパラメー
タを同時に設定する必要があります。イーサネット インターフェイスおよび管理インターフェイス
に同時に設定できる速度およびデュプレックス モードにつては、
表2-2
（p.2-4）
を参照してください。

（注）

指定するインターフェイス速度はインターフェイスで使用するデュプレックス モードに影響を与
えます。このため、デュプレックス モードを設定する前に速度を設定する必要があります。自動
ネゴシエーションの速度を設定する場合、デュプレックス モードは自動的に自動ネゴシエーショ
ンに設定されます。速度を 10 または 100 Mbps に指定すると、ポートでは半二重モードを使用する
ように自動的に設定されますが、全二重モードを指定することもできます。1000 Mbps（1 Gbps）以
上の速度に設定すると、自動的に全二重モードが使用されます。

作業の前に
リモート ポートの速度設定はローカル ポートへの変更をサポートします。ローカル ポートを固有
の速度で使用するには、リモート ポートにも同じ速度を設定するか、ローカル ポートがその速度
を自動ネゴシエートするように設定する必要があります。

ステップの概要
1. config t
2. interface interface
3. speed {{10 | 100 | 1000 | {auto [10 100 [1000]]}} | {10000 | auto}}
4. duplex {full | half | auto}
5. show interface interface
6. exit
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

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。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface interface

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

例 2:
switch(config)# interface mgmt0
switch(config-if)#

設定するインターフェイスを指定します。インター
フェイス タイプと ID を指定できます。イーサネッ
ト ポートの場合、[ethernet slot/port] を使用します。
管理インターフェイスの場合、[mgmt0] を使用しま
す。
例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネット インター
フェイスを使用する方法です。
例 2 は、管理インターフェイスを指定する方法です。
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ステップ 3

コマンド

目的

speed {{10 | 100 | 1000 | {auto [10 100
[1000]]}} | {10000 | auto}}

48 ポート 10/100/1000 モジュールのイーサネット
ポートでは 10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps の速度を
設定します。またはポートの速度を同じリンクの他
の 10/100/1000 ポートと自動ネゴシエートするよう
に設定します。

例:
switch(config-if)# speed 1000
switch(config-if)#

32 ポート 10 GE モジュールのイーサネット ポート
では 10,000 Mbps（10 Gbps）の速度を設定します。ま
たはポートがリンクの他の 10 GE ポートの速度と自
動ネゴシエートするように設定します。
管理インターフェイスでは、速度を 1000 Mbps に設
定します。あるいはポートがその速度と自動ネゴシ
エートするように設定します。
ステップ 4

duplex {full | half | auto}

例:

全二重モード、半二重モード、自動ネゴシエート
モードを指定します。

switch(config-if)# duplex full

ステップ 5

switch(config)# show interface mgmt0

インターフェイス ステータスを表示します。速度お
よびデュプレックス モード パラメータもあわせて
表示します。

exit

インターフェイス モードを終了します。

show interface interface

例:
ステップ 6

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 7

copy running-config startup-config

例:

（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。

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

次に、スロット 3 の 48 ポート 10/100/1000 モジュールのイーサネット ポート 1 の速度を 1000 Mbps
に設定し、全二重モードに設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# speed 1000
switch(config-if)# duplex full
switch(config-if)#

フロー制御の設定
1 Gbps 以上で動作するイーサネット ポートの場合、フロー制御ポーズ フレームを送受信するポー
トをイネーブルまたはディセーブルにできます。1 Gbps 未満で動作するイーサネット ポートの場
合、ポーズ フレームを受信するポートの性能だけをイネーブルまたはディセーブルにできます。
ローカル ポートのフロー制御をイネーブルにすると、リモート ポートでのフロー制御設定にかか
わらずローカル ポートでのフレームの送受信を完全にイネーブルにするか、リモート ポートで指
定して使用する設定をローカルポートで使用するように設定します。ローカルおよびリモート ポー
トのフロー制御をどちらもイネーブルにする、一方のポートのフロー制御を指定して設定する、あ
るいはこの 2 つの状態を組み合わせて設定する場合、それらのポートではフロー制御がイネーブル
です。
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（注）

10 Gbps で動作するポートの場合、状態を指定してパラメータを送受信することはできません。

作業の前に
必要なフロー制御に対応する設定がリモート ポートにあることを確認します。ローカル ポートか
らフロー制御ポーズ フレームを送信するには、リモート ポートの受信パラメータをオンまたは指
定に設定します。ローカル ポートでフロー制御ポーズ フレームを受信するには、リモート ポート
の送信パラメータがオンまたは指定なっていることを確認します。フロー制御を使用しない場合
は、リモート ポートの送信パラメータおよび受信パラメータをオフにします。

ステップの概要
1. config t
2. interface interface
3. flowcontrol {send | receive} {desired | on | off}
4. show interface interface
5. show interface flowcontrol
6. exit
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

flowcontrol {send | receive} {desired | on | off}

例:
switch(config-if)# flowcontrol send on
switch(config)-if#

ステップ 4

show interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# show interface ethernet 3/1
switch(config)

ステップ 5

show interface flowcontrol

例:

イーサネット インターフェイスにスロット
番号およびポート番号を指定し、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。
ポートのフロー制御設定を指定します。1000
Mbps 以上で動作するポートにだけ送信設定
を指定できます。受信設定は任意の速度で動
作するポートに設定できます。
インターフェイス ステータスを表示します。
フロー制御パラメータもあわせて表示しま
す。
すべてのイーサネット ポートのフロー制御
状態を表示します。

switch(config)# show interface flowcontrol
switch(config)
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ステップ 6

コマンド

目的

exit

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 7

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。

次に、イーサネット ポート 3/1 を設定してフロー制御ポーズ フレームを送信する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# flowcontrol send on
switch(config-if)#

MTU サイズの設定
レイヤ 2 およびレイヤ 3 イーサネット インターフェイスの MTU サイズを設定できます。レイヤ 3
インターフェイスでは、576 〜 9216 バイトの MTU を設定できます（偶数値にする必要がありま
す）。レイヤ 2 インターフェイスでは、システム デフォルト MTU（1500 バイト）またはシステム
ジャンボ MTU サイズ（デフォルト サイズは 9216 バイト）の MTU を設定できます。

（注）

システム ジャンボ MTU サイズは変更できますが、この値を変更した場合は、値を使用するレイヤ
2 インターフェイスもアップデートして、新しいシステム ジャンボ MTU 値を使用する必要があり
ます。レイヤ 2 インターフェイスの MTU 値をアップデートしない場合、これらのインターフェイ
スはシステム デフォルト MTU（1500 バイト）を使用します。

デフォルトでは、DCNM はレイヤ 3 パラメータを設定します。レイヤ 2 パラメータを設定するに
は、ポート モードをレイヤ 2 に切り替える必要があります。ポート モードを変更するには
switchport コマンドを使用します。ポート モードをレイヤ 2 に変更したあとでレイヤ 3 に戻ってレ
イヤ 3 インターフェイスを設定するには、no switchport コマンドを使って再びポート モードを変更
します。
ここでは、次の内容について説明します。
•

インターフェイス MTU サイズの設定（p.2-24）

•

システム ジャンボ MTU サイズの設定（p.2-26）

インターフェイス MTU サイズの設定
レイヤ 3 インターフェイスでは、576 〜 9216 バイトの MTU サイズを設定できます。
レイヤ 2 インターフェイスでは、すべてのレイヤ 2 インターフェイスをデフォルト MTU サイズ
（1500 バイト）またはシステム ジャンボ MTU サイズ（デフォルト サイズは 9216 バイト）を使用
するように設定できます。レイヤ 2 インターフェイスとは異なるシステム ジャンボ MTU サイズを
使用する場合は、「システム ジャンボ MTU サイズの設定」（p.2-26）を参照してください。
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ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. switchport | {no switchport}
4. mtu size
5. show interface ethernet slot/port
6. exit
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

設定するイーサネット インターフェイスを
指定します。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 | {no switchport}

レイヤ 2 またはレイヤ 3 を使用するように指
定します。

ステップ 4

mtu size

レイヤ 2 インターフェイスでは、デフォルト
MTU サイズ（1500）またはシステム ジャン
ボ MTU サイズ（システム ジャンボ サイズを
変更していない場合は 9216）を指定します。

例:
switch(config-if)# mtu 9216
switch(config-if)#

レイヤ 3 インターフェイスでは、576 〜 9216
の任意の偶数を指定します。
ステップ 5

show interface ethernet slot/port

例:

インターフェイス ステータスを表示します。
MUT サイズもあわせて表示します。

switch(config)# show interface type slot/port

ステップ 6

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 7

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。

次に、レイヤ 2 イーサネット ポート 3/1 にデフォルト MTU サイズ（1500）を設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# mtu 1500
switch(config-if)#
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システム ジャンボ MTU サイズの設定
システム ジャンボ MTU サイズを設定するとレイヤ 2 インターフェイスの MTU サイズを指定でき
ます。1500 〜 9216 の偶数値を指定できます。システム ジャンボ MTU サイズを設定しない場合の
デフォルトは 1500 バイトです。
ステップの概要
1. config t
2. system jumbomtu size
3. show running-config
4. interface type slot/port
5. mtu size
6. exit
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細
システム ジャンボ MTU サイズを設定するステップは次のとおりです。

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

system jumbomtu size

例:

システム ジャンボ MTU サイズを指定しま
す。1500 〜 9216 の偶数を使用します。

switch(config)# system jumbomtu 8000
switch(config-if)#

ステップ 3

show running-config

例:

現在の動作設定を表示します。システム ジャ
ンボ MTU サイズもあわせて表示します。

switch(config)# show running-config

ステップ 4

interface type slot/port

設定するインターフェイスを指定します。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

mtu size

レイヤ 2 インターフェイスでは、デフォルト
MTU サイズ（1500）または以前指定したシス
テム ジャンボ MTU サイズを指定します。
レイヤ 3 インターフェイスでは、576 〜 9216
の任意の偶数サイズを指定します。

ステップ 6

exit

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 7

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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次に、システム ジャンボ MTU を 8000 バイトに設定し、以前ジャンボ MTU サイズに設定したイン
ターフェイスの MTU に変更する例を示します。
switch# config t
switch(config)# system jumbomtu 8000
switch(config)# show running-config
switch(config)# interface ethernet 2/2
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# mtu 8000
switch(config-if)#

帯域幅を設定
イーサネット インターフェイスの帯域幅を設定できます。物理レベルでは 1 GB の変更不可能な帯
域幅を使用しますが、レベル 3 プロトコルには 1 〜 10,000,000 KB の値を設定できます。
ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. bandwidth value
4. show interface ethernet slot/port
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

設定するイーサネット インターフェイスを
指定します。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。
情報用としてのみ 1 〜 10,000,000 の値を帯域
幅に指定します。

bandwidth value

例:
switch(config-if)# bandwidth 1000000
switch(config-if)#

ステップ 4

show interface ethernet slot/port

例:

インターフェイス ステータスを表示します。
帯域幅の値もあわせて表示します。

switch(config)# show interface ethernet slot/port

ステップ 5

exit

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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コマンド
ステップ 6

copy running-config startup-config

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

目的
（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。

次に、イーサネット スロット 3 ポート 1 インターフェイス帯域パラメータに情報用の値 1,000,000
KB を設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# bandwidth 1000000
switch(config-if)#

スループット遅延の設定
イーサネット インターフェイスのインターフェイス スループット遅延を設定できます。実際の遅
延時間は変わりませんが、1 〜 16777215 の情報値を設定できます。単位は 10 マイクロ秒です。
ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. delay tens_of_microseconds
4. show interface ethernet slot/port
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

delay value

例:

設定するインターフェイスを指定します。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。
遅延時間を設定します。単位は 10 マイクロ秒
です。

switch(config-if)# delay 10000
switch(config-if)#

ステップ 4

show interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# show interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

インターフェイス ステータスを表示します。
スループット遅延時間もあわせて表示しま
す。
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ステップ 5

コマンド

目的

exit

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

次に、スロット 3 ポート 1 イーサネット インターフェイスに 100,000 マイクロ秒のスループット遅
延時間を設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# delay 10000
switch(config-if)#

インターフェイスのシャットダウンおよび再開
イーサネットまたは管理インターフェイスはシャットダウンして再起動できます。インターフェイ
スはシャットダウンするとディセーブルになり、すべてのモニタ画面にはダウン状態で表示されま
す。この情報は、あらゆるダイナミック ルーティング プロトコルを通じて、他のネットワーク サー
バに伝達されます。シャットダウンしたインターフェイスはどのルーティング アップデートにも含
まれません。インターフェイスを再開するには、デバイスを再起動する必要があります。

ステップの概要
1. config t
2. interface interface
3. shutdown
4. show interface interface
5. no shutdown
6. show interface interface
7. exit
8. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

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。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface interface

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

例 2:
switch(config)# interface mgmt0
switch(config-if)#

設定するインターフェイスを指定します。イ
ンターフェイス タイプと ID を指定できます。
イーサネット ポートの場合、[ethernet slot/port]
を使用します。管理インターフェイスの場合、
[mgmt0] を使用します。
例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネット
インターフェイスを使用する方法です。
例 2 は、管理インターフェイスを指定する方
法です。

ステップ 3

shutdown

インターフェイスをディセーブルにします。

例:
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)#

ステップ 4

show interface interface

例:

インターフェイス ステータスを表示します。
管理ステータスもあわせて表示します。

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

ステップ 5

no shutdown

例:

インターフェイスを再びイネーブルにしま
す。

switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

ステップ 6

show interface interface

例:

インターフェイス ステータスを表示します。
管理ステータスもあわせて表示します。

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

ステップ 7

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

次に、イーサネット ポート 3/1 の管理ステータスをディセーブルからイネーブルに変更する例を示
します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#
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CDP のイネーブル化またはディセーブル化
イーサネットまたは管理インターフェイスの CDP をイネーブルまたはディセーブルにできます。こ
のプロトコルは、同じリンクの両方のインターフェイスでイネーブルにした場合にのみ動作しま
す。

作業の前に
リモート ポートでもこのプロトコルがイネーブルになっていることを確認します。

ステップの概要
1. config t
2. interface interface
3. cdp enable
no cdp enable
4. show cdp interface interface
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

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。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface interface

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

例 2:
switch(config)# interface mgmt0
switch(config-if)#

設定するインターフェイスを指定します。イ
ンターフェイス タイプと ID を指定できます。
イーサネット ポートの場合、[ethernet slot/port]
を使用します。管理インターフェイスの場合、
[mgmt0] を使用します。
例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネット
インターフェイスを使用する方法です。
例 2 は、管理インターフェイスを指定する方
法です。

ステップ 3

インターフェイスの CDP をイネーブルにし
ます。

cdp enable

例:
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)#

動作するには、このパラメータが同じリンク
の両方のインターフェイスでイネーブルに
なっている必要があります。

no cdp enable

インターフェイスの CDP をディセーブルに
します。

例:
switch(config-if)# no cdp enable
switch(config-if)#

2 つのインターフェイスのうち一方の CDP を
ディセーブルにすると、すぐにリンクの CDP
がディセーブルになります。
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ステップ 4

コマンド

目的

show cdp interface interface

インターフェイスの CDP ステータスを表示
します。

例:
switch(config-if)# show cdp interface interface

ステップ 5

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

次に、イーサネット スロット 3、ポート 1 インターフェイスの CDP をイネーブルにする例を示し
ます。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)#

次に、イーサネット スロット 3、ポート 1 インターフェイスの CDP をディセーブルにする例を示
します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# cdp disable
switch(config-if)#

UDLD モードの設定
UDLD を実行する設定になっているデバイスのイーサネット インターフェイスに、ノーマルまたは
アグレッシブ UDLD モードを設定できます。インターフェイスの UDLD モードをイネーブルにす
る前に、インターフェイスを含むデバイスの UDLD がイネーブルになっていることを確認します。
UDLD は他方のリンク先インターフェイスおよびデバイスでもイネーブルになっている必要があ
ります。
ノーマル UDLD モードを使用するには、ポートの一方をノーマル モードに、他方をノーマルまた
はアグレッシブ モードに設定する必要があります。アグレッシブ UDLD モードを使用するには、両
方のポートをアグレッシブ モードに設定する必要があります。
デフォルトでは、48 ポート 10/100/1000 イーサネット モジュール ポートでは UDLD がディセーブ
ルですが、32 ポート 10 ギガビット イーサネット モジュール ポートではノーマル UDLD モードが
イネーブルです。

作業の前に
UDLD は他方のリンク先ポートおよびデバイスでイネーブルになっている必要があります。
ステップの概要
1. config t
2. feature udld
no feature udld
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3. show udld-global
4. interface ethernet slot/port
5. udld {enable | disable | aggressive}
6. show udld ethernet slot/port
7. exit
8. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

デバイスの UDLD をイネーブルにします。

feature udld

例:
switch(config)# feature udld
switch(config)#

デバイスの UDLD をディセーブルにします。

no feature udld

例:
switch(config)# no feature udld
switch(config)#

ステップ 3

デバイスの UDLD ステータスを表示します。

show udld-global

例:
switch(config)# show udld-global
UDLD global configuration mode: enabled
UDLD global message interval: 15
switch(config)#

ステップ 4

interface ethernet slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 5

udld {enable | disable | aggressive}

例:
switch(config-if)# udld aggressive
switch(config-if)#

ステップ 6

設定するインターフェイスを指定します。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。
ノーマル UDLD モードをイネーブルにする、
UDLD をディセーブルにする、またはアグ
レッシブ UDLD モードをイネーブルにしま
す。
インターフェイスの UDLD ステータスを表示
します。

show udld interface

例:
switch(config-if)# show udld ethernet 2/1
Interface Ethernet2/1
--------------------------------Port enable administrative configuration setting:
enabled-aggressive
Port enable operational state:enabled-aggressive
...
switch(config-if)#
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ステップ 7

コマンド

目的

exit

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if-range)# exit
switch(config)#

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。

次に、デバイスの UDLD をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# feature udld
switch(config)#

次に、イーサネット ポート 3/1 のノーマル UDLD モードをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# feature udld
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# udld enable
switch(config-if)#

次に、イーサネット ポート 3/1 のアグレッシブ UDLD モードをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# feature udld
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if-range)# udld aggressive
switch(config-if-range)#

次に、イーサネット ポート 3/1 の UDLD をディセーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if-range)# no udld enable
switch(config-if-range)# exit

次に、デバイスの UDLD をディセーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# no feature udld
switch(config)# exit
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基本インターフェイス パラメータの確認
基本インターフェイス パラメータは、値を表示して確認します。パラメータ値を表示してカウンタ
のリストをクリアすることもできます。

（注）

システムには、作業中の VDC に割り当てられているポートだけが表示されます。

ステップの詳細
レイヤ 2 ポートの設定内容を表示するには、表示する必要があるパラメータに対応する show コマ
ンドを使用します。
コマンド

目的

show cdp

CDP ステータスを表示します。

show interface interface

1 つまたはすべてのインターフェイスに設定されている状態を表示
します。

show interface brief

インターフェイスの状態表を表示します。

show interface switchport

レイヤ 2 ポートのステータスを表示します。

show vdc

現在の VDC のステータスを表示します。

show udld interface

現在のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの
UDLD ステータスを表示します。

show udld-global

現在のデバイスの UDLD ステータスを表示します。

これらのコマンドの出力フィールドに関する詳細については、
『Cisco NX-OS Interfaces Configuration
Command Reference』を参照してください。
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インターフェイス カウンタのクリア
show interfaces コマンドで表示したイーサネットおよび管理インターフェイス カウンタをクリア
できます。この作業は、EXEC モード、コンフィギュレーションモード、またはインターフェイス
コンフィギュレーション モードで実行できます。

ステップの概要
1. clear counters interface
2. show interface interface
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

clear counters interface

イーサネットまたは管理インターフェイス カウン
タをクリアします。

例:
switch# clear counters ethernet 2/1
switch#

ステップ 2

show interface interface

インターフェイス ステータスを表示します。カウン
タもあわせて表示します。

次に、イーサネット ポート 5/5 のカウンタをクリアしてリセットする例を示します。
Switch# clear counters ethernet 5/5
Switch#
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（注）

この章では、レイヤ 2 スイッチング ポートをアクセスまたはトランク ポートとして設定する手順
について説明します。レイヤ 2 ポートは、トランク ポート、アクセス ポート、またはプライベー
ト VLAN ポートとして機能させることができます。プライベート VLAN の詳細については、
『Cisco
NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

この章では、次の内容について説明します。

（注）

•

アクセスおよびトランク インターフェイスについて（p.3-2）

•

レイヤ 2 ポート モードのライセンス要件（p.3-7）

•

VLAN トランキングの前提条件（p.3-7）

•

注意事項と制限（p.3-8）

•

アクセスおよびトランク インターフェイスの設定（p.3-10）

•

インターフェイス設定の確認（p.3-19）

•

統計情報の表示とクリア（p.3-19）

•

アクセスおよびトランク ポート モードの設定例（p.3-20）

•

その他の参考資料（p.3-21）

スパンの終点インターフェイスを設定する手順の詳細については、
『Cisco NX-OS System Management
Configuration Guide』を参照してください。

レイヤ 2 スイッチング ポートをアクセス ポートまたはトランク ポートとして設定できます。トラ
ンクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを伝送するので、VLAN をネットワーク全
体に拡張することができます。すべてのレイヤ 2 スイッチング ポートは、Media Access Control
（MAC; メディア アクセス制御）アドレス テーブルを維持します。

（注）

VLAN、MAC アドレス テーブル、プライベート VLAN、スパニング ツリー プロトコルについて
は、
『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

（注）

レイヤ 2 ポートは、トランク ポート、アクセス ポート、プライベート VLAN ポートとして機能で
きます。プライベート VLAN の詳細については、
『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
を参照してください。
Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0

OL-15315-01-J

3-1

第3章

レイヤ 2 インターフェイスの設定

アクセスおよびトランク インターフェイスについて

アクセスおよびトランク インターフェイスについて
（注）

アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy
Configuration Guide』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。

（注）

•

アクセスおよびトランク インターフェイスについて（p.3-2）

•

IEEE 802.1Q カプセル化（p.3-3）

•

アクセス VLAN（p.3-4）

•

トランク ポートのネイティブ VLAN ID（p.3-5）

•

ネイティブ VLAN トラフィックのタギング（p.3-5）

•

許容 VLAN（p.3-6）

•

ハイ アベイラビリティ（p.3-6）

•

バーチャライゼーション サポート（p.3-6）

このデバイスは、IEEE 802.1Q タイプ VLAN トランク カプセル化だけをサポートします。

アクセスおよびトランク インターフェイスについて
レイヤ 2 ポートは、アクセスまたはトランク ポートとして次のように設定できます。
•

アクセス ポートには VLAN を 1 つだけ設定でき、1 つの VLAN のトラフィックだけを伝送で
きます。

•

トランク ポートには複数の VLAN を設定でき、複数の VLAN のトラフィックを同時に伝送で
きます。

デフォルトでは、デバイスのポートはすべてレイヤ 3 ポートです。デフォルト ポート モードは変
更 で き ま す。デ フ ォ ル ト ポ ー ト モ ー ド の 設 定 方 法 に つ い て は、
『Cisco NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』を参照してください。
すべてのポートをレイヤ 2 ポートにするには、セットアップ スクリプトを使用するか system default
switchport コマンドを開始します。セットアップ スクリプトの使い方については、『Cisco NX-OS
Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。CLI（コマンドライン インターフェイス）
を使ってポートをレイヤ 2 ポートに設定するには、switchport コマンドを使用します。
1 つのトランクのすべてのポートは、同じ Virtual Device Context（VDC）であることが必要です。
VDC については、『Cisco Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。
同じトランクのすべてのポートが同じ VDC であることが必要です。トランク ポートは異なる VDC
の VLAN のトラフィックを伝送できません。
図 3-1 に、ネットワークでトランク ポートを使用する手順を示します。トランク ポートは複数の
VLAN のトラフィックを伝送します。

Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0

3-2

OL-15315-01-J

第3章

レイヤ 2 インターフェイスの設定
アクセスおよびトランク インターフェイスについて

トランクおよびアクセス ポートと VLAN トラフィック

VLAN 1

ࠕࠢࠬ

VLAN 2

ࠕࠢࠬ

࠻ࡦࠢ

VLAN 3

࠻ࡦࠢ

ࠗࠨࡀ࠶࠻ 1/1 ࠗࠨࡀ࠶࠻ 1/2 ࠗࠨࡀ࠶࠻ 2/1 ࠗࠨࡀ࠶࠻ 2/2

（注）

186703

図 3-1

VLAN については、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

複数の VLAN に接続するトランク ポートのトラフィックを正しく伝送するために、デバイスは
IEEE 802.1Q カプセル化（タギング方式）を使用します（詳細については「IEEE 802.1Q カプセル
化」[p.3-3] を参照してください）。

（注）

レイヤ 3 インターフェイスのサブインターフェイスについては、『Cisco NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。

アクセス ポートのパフォーマンスを最適化するには、ポートをホスト ポートとして設定します。ホ
スト ポートとして設定したポートは自動的にアクセス ポートとして設定され、チャネルのグルー
プ化はディセーブルになります。ホストを割り当てると、割り当てたポートがパケット転送を開始
する時間が短縮されます。
ホスト ポートに設定できるのは端末だけです。他のポートをホストに設定しようとするとエラー
メッセージを受信します。
アクセス ポートで受信するパケットのヘッダーにアクセス VLAN 値以外の 802.1Q タグがある場
合、このポートは MAC 送信元アドレスを学習せずにパケットをドロップします。
レイヤ 2 インターフェイスはアクセス ポートまたはトランク ポートとして機能できますが、両方
のポート タイプとして同時に機能することはできません。
レイヤ 2 インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスに戻すと、このインターフェイスはレイヤ
2 の設定をすべて失い、デフォルト VLAN 設定に戻ります。

IEEE 802.1Q カプセル化
（注）

VLAN については、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

トランクとは、デバイスと他のネットワーキングデバイス間の point-to-point（p2p; ポイントツーポ
イント）リンクです。トランクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを伝送し、VLAN
をネットワーク全体に拡張することができます。
Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
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複数の VLAN に接続するトランク ポートのトラフィックを正しく配信するために、デバイスは
IEEE 802.1Q カプセル化（タギング方式）を使用します。この方式では、フレーム ヘッダーに挿入
したタグが使用されます（図 3-2 を参照）
。このタグは、フレームおよびパケットが所属する VLAN
の情報を伝送します。この方式では、カプセル化された複数の VLAN のパケットが同じポートを通
過し、VLAN 間のトラフィック分離を維持します。また、カプセル化された VLAN タグにより、ト
ランクは同じ VLAN 上のネットワークの端から端までトラフィックを移動させます。

802.1Q タグなしヘッダーと 802.1Q タグ付きヘッダー
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図 3-2

アクセス VLAN
（注）

プライベート VLAN のプライマリ VLAN でもあるアクセス VLAN を割り当てる場合、このアクセ
ス VLAN を持つすべてのアクセス ポートは、プライベート VLAN モードのプライマリ VLAN のブ
ロードキャスト トラフィックもすべて受信します。

（注）

プライベート VLAN の詳細については、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参
照してください。

アクセス モードでポート設定を行うと、インターフェイスのトラフィックを伝送する VLAN を指
定できます。VLAN をアクセス モードのポートやアクセス ポートに設定しない場合、インターフェ
イスはデフォルト VLAN（VLAN1）のトラフィックを伝送します。
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VLAN のアクセス ポート メンバシップを変更するには、新しい VLAN を指定します。アクセス
ポートにアクセス VLAN を割り当てる前に VLAN を作成しておく必要があります。アクセス ポー
トのアクセス VLAN をまだ作成していない VLAN に変更すると、アクセス ポートがシャットダウ
ンされます。
アクセス ポートで受信するパケットのヘッダーにアクセス VLAN 値以外の 802.1Q タグがある場
合、このポートは MAC 送信元アドレスを学習せずにパケットをドロップします。

トランク ポートのネイティブ VLAN ID
（注）

ネイティブ VLAN ID の番号は、トランクの両端の番号と一致する必要があります。

トランク ポートは、非タグ付きパケットと 802.1Q タグ付きパケットを同時に伝送できます。トラ
ンク ポートにデフォルト ポート VLAN ID を割り当てると、非タグ付きトラフィックはすべてトラ
ンク ポートのデフォルト ポート VLAN ID を通過し、非タグ付きトラフィックはこの VLAN に所属
しているとみなされます。この VLAN は、トランク ポートのネイティブ VLAN ID と呼ばれます。
つまり、トランク ポートで非タグ付きトラフィックを伝送する VLAN がネイティブ VLAN ID とな
ります。

（注）

ネイティブ VLAN ID の番号は、トランクの両端の番号と一致する必要があります。

トランク ポートは、非タグ付きデフォルト ポート VLAN ID と同じ VLAN の出力パケットを送信し
ます。その他の出力パケットはすべてトランク ポートのタグが付いています。ネイティブ VLAN
ID を設定しない場合、トランク ポートはデフォルト VLAN を使用します。

ネイティブ VLAN トラフィックのタギング
NX-OS ソフトウェアは、トランク ポートで IEEE 802.1Q 標準をサポートします。非タグ付きトラ
フィックがトランク ポートを通過するには、パケットにタグがない VLAN を作成する必要があり
ます（またはデフォルト VLAN を使用することもできます）。非タグ付きパケットはトランク ポー
トとアクセス ポートを通過できます。
ただし、デバイスを通過するすべてのパケットに 802.1Q タグがあり、トランクのネイティブ VLAN
の値と一致する場合はタギングが取り除かれ、非タグ付きパケットとしてトランク ポートから出力
されます。トランク ポートのネイティブ VLAN でパケットのタギングを保持したい場合は、この
点が問題になります。
トランク ポートのすべての非タグ付きパケットをドロップし、ネイティブ VLAN ID と同じ 802.1Q
の値付きでデバイスに届くパケットのタグを保持するようにデバイスを設定できます。この場合
も、すべての制御トラフィックはネイティブ VLAN を通過します。これはグローバル設定です。デ
バイスのトランク ポートは、ネイティブ VLAN のタギングを保持する場合と保持しない場合があ
ります。
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許容 VLAN
デフォルトでは、トランク ポートはすべての VLAN のトラフィックを送受信します。すべての
VLAN ID はそれぞれのトランクで許容されています。ただし、この包括リストから VLAN を削除
して、特定の VLAN のトラフィックがトランクを通過しないようにすることもできます。後ほど、
トラフィックを伝送するトランクの VLAN を指定してリストに追加し直すこともできます。
デフォルト VLAN の Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）トポロジを区切
るには、許容 VLAN のリストから VLAN1 を削除します。削除しない場合、VLAN1 はデフォルト
ですべてのポートでイネーブルであるため、STP トポロジが非常に大きくなり、STP 統合時に問題
が発生します。VLAN1 を削除する場合、このポートの VLAN1 のすべてのデータ トラフィックは
ブロックされますが、制御トラフィックにより引き続きポートから削除されます。

（注）

STP の詳細については、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

ハイ アベイラビリティ
ソフトウェアは、レイヤ 2 ポートのハイ アベイラビリティをサポートします。

（注）

アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy
Configuration Guide』を参照してください。

バーチャライゼーション サポート
デバイスは VDC をサポートします。
同じトランクのすべてのポートが同じ VDC であることが必要です。トランク ポートは異なる VDC
の VLAN のトラフィックを伝送できません。

（注）

VDC およびリソースの割り当ての詳細については、『Cisco NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』を参照してください。
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レイヤ 2 ポート モードのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品
NX-OS

ライセンス要件
レイヤ 2 ポート モードにライセンスは必要ありません。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 イメージに組み込まれてお
り、無料で提供されます。NX-OS ライセンス スキームの詳細については、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

ただし、VDC を使用する場合は Advanced Services ライセンスが必要です。

VLAN トランキングの前提条件
アクセスまたはトランク スイッチポート モードでポートを設定するには、次の前提条件が必要で
す。
•

デバイスにログオンしていること。

•

ポートをレイヤ 2 ポートとして設定したあとで switchport mode コマンドを使用すること。デ
フォルトでは、デバイスのすべてのポートはレイヤ 3 ポートです。
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注意事項と制限
次に示す設定時の注意事項および制約事項は、802.1Q トランクを使用するときに適用され、ネット
ワークのトランキングの構築方法が多少制限されます。802.1Q トランクを使用するときは、これら
の制約事項に注意してください。
•

ポートはレイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスのどちらかです。両方が同時に成立するこ
とはありません。

•

レイヤ 3 ポートをレイヤ 2 ポートに変更する場合またはレイヤ 2 ポートをレイヤ 3 ポートに変
更する場合は、レイヤに依存するすべての設定は失われます。アクセスまたはトランク ポート
をレイヤ 3 ポートに変更すると、アクセス VLAN、ネイティブ VLAN、許容 VLAN などの情報
はすべて失われます。

•

アクセス リンクを持つデバイスには接続しないでください。アクセス リンクにより VLAN が
区分されることがあります。

•

802.1Q トランクを介してシスコ製のスイッチを接続するときは、802.1Q トランクのネイティブ
VLAN がトランク リンクの両端で同じであることを確認してください。トランクの一端のネイ
ティブ VLAN と他端のネイティブ VLAN が異なると、スパニング ツリー ループの原因になり
ます。

•

ネットワーク上の各 VLAN のスパニング ツリーをディセーブルにせずに 802.1Q トランクのネ
イティブ VLAN のスパニング ツリーをディセーブルにすると、スパニング ツリー ループが発
生することがあります。802.1Q トランクのネイティブ VLAN のスパニング ツリーはイネーブ
ルのままにしておく必要があります。スパニング ツリーをイネーブルにしておけない場合は、
ネットワークの各 VLAN のスパニング ツリーをディセーブルにする必要があります。スパニ
ング ツリーをディセーブルにする前に、ネットワークに物理ループがないことを確認してくだ
さい。

•

802.1Q トランクを介して 2 台のシスコ製のスイッチを接続すると、トランク上で許容される
VLAN ごとにスパニング ツリー Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ
ユニット）が交換されます。トランクのネイティブ VLAN 上の BPDU は、タグなしの状態で予
約済み IEEE 802.1D スパニング ツリーマルチキャスト MAC アドレス（01-80-C2-00-00-00）に
送信されます。トランクのほかのすべての VLAN 上の BPDU は、タグ付きの状態で、予約済み
Cisco Shared Spanning Tree（SSTP）マルチキャスト MAC アドレス（01-00-0c-cc-cc-cd）に送信
されます。

•

他社製の 802.1Q スイッチでは、すべての VLAN に対してスパニング ツリー トポロジを定義す
るスパニング ツリーのインスタンス（Mono Spanning Tree）が 1 つしか維持されません。802.1Q
トランクを介してシスコ製のデバイスを他社製のデバイスに接続すると、他社製のデバイスの
Mono Spanning Tree とシスコ製のデバイスのネイティブ VLAN スパニング ツリーが組み合わさ
れて、Common Spanning Tree（CST）と呼ばれる単一のスパニング ツリー トポロジが形成され
ます。

•

シスコ製のスイッチは、トランクのネイティブ VLAN 以外の VLAN にある SSTP マルチキャス
ト MAC アドレスに BPDU を伝送します。したがって、他社製のスイッチではこれらのフレー
ムが BPDU として認識されず、対応する VLAN のすべてのポート上でフラッディングされま
す。他社製の 802.1Q クラウドに接続されたほかのシスコ製のスイッチは、フラッディングさ
れたこれらの BPDU を受信します。BPDU を受信すると、シスコ製のスイッチは、他社製の
802.1Q スイッチ クラウドにわたって、VLAN 別のスパニング ツリー トポロジを維持できます。
シスコ製のスイッチを隔てている他社製の 802.1Q クラウドは、802.1Q トランクを介して他社
製の 802.1Q クラウドに接続されたすべてのスイッチ間の単一のブロードキャスト セグメント
として処理されます。

•

シスコ製のスイッチを他社製の 802.1Q クラウドに接続するすべての 802.1Q トランク上で、ネ
イティブ VLAN が同じであることを確認します。

•

他社製の特定の 802.1Q クラウドに複数のシスコ製のスイッチを接続する場合は、すべての接
続に 802.1Q トランクを使用する必要があります。シスコ製のスイッチを他社製の 802.1Q クラ
ウドにアクセス ポートを経由で接続することはできません。この場合、シスコ製のアクセス
ポートはスパニング ツリー「ポート不一致」状態になり、トラフィックはポートを通過しませ
ん。

Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0

3-8

OL-15315-01-J

第3章

レイヤ 2 インターフェイスの設定
注意事項と制限

•

トランク ポートをポートチャネル グループに含めることができますが、そのグループのトラ
ンクはすべて同じ設定にする必要があります。グループを初めて作成する場合、すべてのポー
トはグループに追加する最初のポートのパラメータ セットのとおりになります。パラメータの
設定を変更すると、許容 VLAN やトランク ステータスなど、デバイスのグループのすべての
ポートにその設定を伝えます。たとえば、ポート グループのあるポートがトランクになるのを
中止すると、すべてのポートがトランクになるのを中止します。

•

トランク ポートで 802.1X をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、
802.1X はイネーブルになりません。802.1X をイネーブルにしたポートをトランク モードに変
更しようとしても、ポートのモードは変更されません。
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アクセスおよびトランク インターフェイスの設定
ここでは、次の内容について説明します。

（注）

•

アクセスおよびトランク インターフェイスの設定に関する注意事項（p.3-10）

•

レイヤ 2 アクセス ポートとしての LAN インターフェイスの設定（p.3-10）

•

アクセス ホスト ポートの設定（p.3-12）

•

トランク ポートの設定（p.3-13）

•

ネイティブ VLAN を 802.1Q トランキング ポートに設定（p.3-15）

•

許容 VLAN をトランキング ポートに設定（p.3-16）

•

ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けるためのデバイス設定（p.3-17）

Cisco IOS CLI を熟知している場合は、この機能の Cisco NX-OS コマンドと使用する Cisco IOS コマ
ンドが異なる場合もある点に注意してください。

アクセスおよびトランク インターフェイスの設定に関する注意事項
トランクのすべての VLAN は同じ VDC であることが必要です。

レイヤ 2 アクセス ポートとしての LAN インターフェイスの設定
レイヤ 2 ポートをアクセス ポートとして設定できます。アクセス ポートは、非タグ付きの 1 つの
VLAN のパケットを伝送します。インターフェイスが伝送する VLAN トラフィックを指定します。
これがアクセス VLAN になります。アクセス ポートの VLAN を指定しない場合、そのインターフェ
イスはデフォルト VLAN のトラフィックだけを伝送します。デフォルト VLAN は VLAN1 です。
まず VLAN を指定し、それから VLAN をアクセス VLAN に指定します。存在しないアクセス VLAN
にアクセス ポートを割り当てると、システムはそのアクセス ポートをシャットダウンします。

作業の前に
レイヤ 2 インターフェイスを設定することを確認します。
ステップの概要
1. config t
2. interface {{type slot/port} | {port-channel number}}
3. switchport mode {access | trunk}
4. switchport access vlan vlan-id
5. exit
6. show interface
7. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface {{type slot/port} | {port-channel
number}}

例:

設定するインターフェイスを指定します。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。

switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switchport mode {access | trunk}

例:
switch(config-if)# switchport mode access

ステップ 4

switch(config-if)# switchport access vlan 5

トラフィックを伝送するこのアクセス ポートの
VLAN を指定します。このコマンドを入力しない場
合、アクセス ポートは VLAN1 のトラフィックのみ
を伝送します。アクセス ポートがトラフィックを伝
送する VLAN を変更する場合は、このコマンドを使
用します。

exit

コンフィギュレーション モードを終了します。

switchport access vlan vlan-id

例:

ステップ 5

インターフェイスを、非トランキング、非タグ付き、
シングル VLAN レイヤ 2 インターフェイスとして設
定します。アクセス ポートは 1 つの VLAN のトラ
フィックだけを伝送します。デフォルトでは、アク
セス ポートは VLAN1 のトラフィックを伝送しま
す。別の VLAN のトラフィックを伝送するアクセス
ポートを設定するには、switchport access vlan コマ
ンドを使用します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 6

（任意）インターフェイスのステータスと内容を表示
します。

show interface

例:
switch# show interface

ステップ 7

copy running-config startup-config

例:

（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。

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

次に、イーサネット 3/1 をレイヤ 2 アクセス ポートとして設定し、VLAN5 のトラフィックのみを
伝送する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan 5
switch(config-if)#
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アクセス ホスト ポートの設定

（注）

switchport host コマンドは、端末に接続するインターフェイスでのみ使用します。

端末に接続したアクセス ポートのパフォーマンスを最適化するには、そのポートを同時にアクセス
ポートとして指定します。アクセス ホスト ポートはエッジ ポートと同様に STP を処理し、ブロッ
キング ステートおよびラーニング ステートを通過することなくただちにフォワーディング ステー
トに移行します。インターフェイスをアクセス ホスト ポートとして設定すると、そのインターフェ
イスのポート チャネリングもディセーブルになります。

（注）

ポートチャネル インターフェイスについては第 5 章「ポート チャネルの設定」を、スパニング ツ
リー プロトコルの詳細については『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照して
ください。

作業の前に
端末であるインターフェイスに正しいインターフェイスを設定することを確認します。

ステップの概要
1. config t
2. interface type slot/port
3. switchport host
4. exit
5. show interface
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

設定するインターフェイスを指定します。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。
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ステップ 3

コマンド

目的

switchport host

インターフェイスをアクセス ホスト ポート
に設定します。アクセス ホスト ポートは設定
後すぐにスパニング ツリー フォワーディン
グ ステートに移動し、このインターフェイス
のポート チャネリングをディセーブルにし
ます。

例:
switch(config-if)# switchport host

（注）
ステップ 4

このコマンドは端末でのみ実行しま
す。

インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

（任意）インターフェイスのステータスと内容
を表示します。

show interface

例:
switch# show interface

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。

次に、イーサネット 3/1 をレイヤ 2 アクセス ポートとして設定し、PortFast をイネーブルにしてポー
ト チャネルをディセーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport host
switch(config-if)#

トランク ポートの設定
レイヤ 2 ポートをトランク ポートとして設定できます。トランク ポートは、1 つの VLAN の非タ
グ付きパケットと、複数の VLAN のカプセル化されたタグ付きパケットを伝送します（カプセル化
については「IEEE 802.1Q カプセル化」[p.3-3] を参照してください）。

（注）

デバイスは 802.1Q カプセル化のみをサポートします。

作業の前に
トランク ポートを設定する前に、レイヤ 2 インターフェイスを設定することを確認します。
ステップの概要
1. config t
2. interface {type slot/port | port-channel number}
3. switchport mode {access | trunk}
4. exit
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5. show interface
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface {type slot/port | port-channel number}

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switchport mode {access | trunk}

例:
switch(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 4

設定するインターフェイスを指定します。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。
インターフェイスをレイヤ 2 トランク ポート
として設定します。トランク ポートは、同じ
物理リンク上の 1 つまたは複数の VLAN のト
ラフィックを伝送します（VLAN はトランク
許容 VLAN リストにある VLAN です）。デ
フォルトでは、トランク インターフェイスは
すべての VLAN のトラフィックを伝送できま
す。指定したトランクで特定の VLAN が許容
されていることを確認するには、switchport
trunk allowed vlan コマンドを使用します。
インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show interface

例:

（任意）インターフェイスのステータスと内容
を表示します。

switch# show interface

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。

次に、イーサネット 3/1 をレイヤ 2 トランク ポートとして設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)#
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ネイティブ VLAN を 802.1Q トランキング ポートに設定
ネイティブ VLAN を 802.1Q トランク ポートに設定できます。このパラメータを設定しない場合、
トランク ポートはデフォルト VLAN をネイティブ VLAN ID として使用します。
ステップの概要
1. config t
2. interface {type slot/port | port-channel number}
3. switchport trunk native vlan vlan-id
4. exit
5. show vlan
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface {type slot/port | port-channel number}

例:
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switchport trunk native vlan vlan-id

例:
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 5

ステップ 4

設定するインターフェイスを指定します。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。
802.1Q トランクにネイティブ VLAN を設定
します。有効な値は 1 〜 4094 ですが、内部で
使用するために予約されている VLAN は除き
ます。デフォルト値は VLAN1 です。
インターフェイス モードを終了します。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

（任意）VLAN のステータスと内容を表示しま
す。

show vlan

例:
switch# show vlan

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。

次に、ネイティブ VLAN をイーサネット 3/1 に設定し、レイヤ 2 トランク ポートを VLAN5 に設定
する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 5
switch(config-if)#
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許容 VLAN をトランキング ポートに設定
特定のトランク ポートに許容する VLAN の ID を指定できます。
作業の前に
特定のトランク ポートに許容 VLAN を設定する前に、設定するインターフェイスが正しく、さら
にトランクであることを確認します。

ステップの概要
1. config t
2. interface {ethernet slot/port | port-channel number}
3. switchport trunk allowed vlan {vlan-list | all | none | [add | except | | remove {vlan-list}]}
4. exit
5. show vlan
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface {ethernet slot/port | port-channel
number}

例:

設定するインターフェイスを指定します。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。

switch(config)# interface ethernet 3/1

ステップ 3

switchport trunk allowed vlan {vlan-list all
| none [add |except | none | remove
{vlan-list}]}

例:
switch(config-if)# switchport trunk allowed
vlan add 15-20#

トランク インターフェイスに許容 VLAN を設定し
ます。デフォルトは、トランク インターフェイスの
すべての VLAN を許容します（1 〜 3967 および 4048
〜 4049）
。VLAN 3968 〜 4047 はデフォルトで内部使
用のために予約されているデフォルト VLAN です。
この VLAN のグループは変更可能です。デフォルト
では、すべての VLAN がすべてのトランク インター
フェイスで許容されます。

（注）

ステップ 4

exit

内部で割り当てた VLAN をトランク ポート
の許容 VLAN として追加することはできま
せ ん。内 部 で 割 り 当 て た VLAN を 許 容
VLAN として表示しようとすると、エラー
メッセージが表示されます。

インターフェイス モードを終了します。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0

3-16

OL-15315-01-J

第3章

レイヤ 2 インターフェイスの設定
アクセスおよびトランク インターフェイスの設定

コマンド
ステップ 5

目的
（任意）VLAN のステータスと内容を表示します。

show vlan

例:
switch# show vlan

ステップ 6

copy running-config startup-config

例:

（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。

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

次に、VLAN 15 〜 20 をイーサネット 3/1、レイヤ 2 トランク ポートの許容 VLAN リストに追加す
る例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 15-20
switch(config-if)#

ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けるためのデバイス設定
802.1Q トランク インターフェイスを使用する場合、ネイティブ VLAN ID の値と一致しすべての非
タグ付きトラフィックをドロップするタグで開始するすべてのパケットに対するタギングを維持
できます（この場合もインターフェイスの制御トラフィックは伝送されます）。この機能はデバイ
ス全体に当てはまります。デバイスの VLAN を指定して当てはめることはできません。
vlan dot1q tag native グローバル コマンドを使用すると、デバイスのすべてのトランクですべての
ネイティブ VLAN ID インターフェイスの動作を変更できます。

（注）

あるデバイスの 802.1Q タギングでイネーブルにし、別のデバイスではディセーブルにすると、こ
の機能をディセーブルにしたデバイスのトラフィックはすべてドロップにされます。この機能はデ
バイスごとに独自に設定する必要があります。

作業の前に
正しい VDC を開始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）。異な
る VDC にも VLAN 名と ID を作成できるので、正しい VDC で作業していることを確認する必要が
あります。

ステップの概要
1. config t
2. vlan dot1q tag native
3. exit
4. show vlan
5. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

vlan dot1q tag native

例:
switch(config)# vlan dot1q tag native

ステップ 3

802.1Q トランクのネイティブ VLAN ID インター
フェイスの動作を変更します。このインターフェイ
スは、ネイティブ VLAN ID の値と一致してすべての
非タグ付きトラフィックをドロップするタグを使っ
て開始するすべてのパケットのタギングを維持しま
す。この場合も、制御トラフィックはネイティブ
VLAN を通過します。デフォルトは、ディセーブル
です。
コンフィギュレーション モードを終了します。

exit

例:
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show vlan

（任意）VLAN のステータスと内容を表示します。

例:
switch# show vlan

ステップ 5

copy running-config startup-config

例:

（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。

switch# copy running-config startup-config

次に、802.1Q トランク インターフェイスのネイティブ VLAN の動作を変更してタグ付きパケット
を維持し、すべての非タグ付きトラフィックをドロップする例を示します（制御トラフィックは除
く）。
switch# config t
switch(config)# vlan dot1q tag native
switch#
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インターフェイス設定の確認
アクセスおよびトランク インターフェイス設定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 interface ethernet slot/port [brief | | counters | debounce | インターフェイス設定を表示します。
description | flowcontrol | mac-address | status | transceiver]
show interface brief

インターフェイス設定情報を、モードも含めて表示します。

show interface switchport

アクセスおよびトランク インターフェイスも含めて、すべ
てのレイヤ 2 インターフェイスの情報を表示します。

show interface trunk [module module-number | vlan vlan-id]

トランク設定情報を表示します。

show interface capabilities

インターフェイスの性能に関する情報を表示します。

show running-config interface ethernet slot/port

指定されたインターフェイスに関する設定情報を表示しま
す。

コマンドの詳細については、
『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』を参照してくださ
い。

統計情報の表示とクリア
アクセスおよびトランクインターフェイス設定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

clear counters [interface]

カウンタをクリアします。

show interface counters [module module]

入力および出力オクテット ユニキャスト パ
ケット、マルチキャスト パケット、ブロード
キャスト パケットを表示します。

show interface counters detailed [all]

入力パケット、バイト、マルチキャストを、出
力パケットおよびバイトとともに表示します。

show interface counters errors [module module]

エラー パケットの数を表示します。
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アクセスおよびトランク ポート モードの設定例
次に、レイヤ 2 アクセス インターフェイスを設定し、このインターフェイスにアクセス VLAN を
割り当てる例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/30
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan 5
switch(config-if)#

次に、レイヤ 2 トランク インターフェイスを設定してネイティブ VLAN および許容 VLAN を割り
当て、デバイスにトランク インターフェイスのネイティブ VLAN トラフィックのタグを設定する
例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/35
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 10
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 5, 10
switch(config-if)# exit
switch(config)# vlan dot1q tag native
switch(config)#

デフォルト設定
表 3-1 に、デバイスのアクセスおよびトランク ポート モード パラメータのデフォルト設定を示し
ます。
表 3-1

デフォルトのアクセスおよびトランク ポート モード パラメータ

パラメータ

デフォルト

スイッチポート モード

アクセス

許容 VLAN

1 〜 3967、4048 〜 4094

アクセス VLAN ID

VLAN1

ネイティブ VLAN ID

VLAN1

ネイティブ VLAN ID タギング

ディセーブル

管理ステート

閉じる
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その他の参考資料
アクセスおよびトランク ポート モードの実装に関する追加情報については、次のセクションを参
照してください。
•

関連資料（p.3-21）

•

標準（p.3-21）

•

MIB（p.3-21）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 3 インターフェイスの設定

第 4 章「レイヤ 3 インターフェイスの設定」

ポート チャネル

第 5 章「ポート チャネルの設定」

VLAN、プライベート VLAN、STP 『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
コマンド リファレンス

『Cisco NX-OS Interfaces Command Reference』

インターフェイス

『Cisco DCNM Interfaces Configuration Guide』

システム管理

『Cisco NX-OS System Management Configuration Guide』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy Guide』

VDC

『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco NX-OS Release Notes, Release 4.0』

標準
標準

タイトル

この機能でサポートする新しい標準や変更された標準はあ —
りません。現在サポートされている標準のうち、この機能
で変更されたものはありません。

MIB
MIB リンク

MIB
•

BRIDGE-MIB

次の URL で MIB にアクセスしてダウンロードします。

•

IF-MIB

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

•

CISCO-IF-EXTENSION-MIB

•

ETHERLIKE-MIB
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レイヤ 3 インターフェイスの設定
この章では、レイヤ 3 インターフェイスを設定する手順について説明します。
ここでは、次の内容を説明します。
•

レイヤ 3 インターフェイスについて（p.4-2）

•

レイヤ 3 インターフェイスのライセンス要件（p.4-6）

•

注意事項と制限（p.4-6）

•

ライセンス 3 インターフェイスの前提条件（p.4-6）

•

レイヤ 3 インターフェイスの設定（p.4-7）

•

レイヤ 3 インターフェイスの設定の確認（p.4-15）

•

レイヤ 3 インターフェイス統計情報の表示（p.4-16）

•

レイヤ 3 インターフェイスの設定例（p.4-17）

•

関連項目（p.4-17）

•

その他の参考資料（p.4-18）

Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
OL-15315-01-J

4-1

第4章

レイヤ 3 インターフェイスの設定

レイヤ 3 インターフェイスについて

レイヤ 3 インターフェイスについて
レイヤ 3 インターフェイスは、IPv4 および IPv6 パケットをスタティックまたはダイナミック ルー
ティング プロトコルを使って別のデバイスに転送します。レイヤ 2 トラフィックの IP ルーティン
グおよび内部 VLAN ルーティングにはレイヤ 3 ルーティングが使用できます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

ルーテッド インターフェイス（p.4-2）

•

サブインターフェイス（p.4-2）

•

VLAN インターフェイス（p.4-3）

•

ループバック インターフェイス（p.4-4）

•

トンネル インターフェイス（p.4-4）

•

ハイ アベイラビリティ（p.4-4）

•

バーチャライゼーション サポート（p.4-5）

ルーテッド インターフェイス
ポートをレイヤ 2 インターフェイスまたはレイヤ 3 インターフェイスとして設定できます。ルー
テッド インターフェイスは、IP トラフィックを他のデバイスにルーティングできる物理ポートで
す。ルーテッド インターフェイスはレイヤ 3 インターフェイスだけで、Spanning Tree Protocol（STP;
スパニング ツリー プロトコル）などのレイヤ 2 プロトコルはサポートしません。
すべてのイーサネット ポートは、デフォルトでルーテッド インターフェイスです。このデフォル
ト動作を変更するには、CLI（コマンドライン インターフェイス）セットアップ スクリプトまたは
system default switchport コマンドを使用します。
ポートに IP アドレスを割り当て、ルーティングをイネーブルにし、このルーテッド インターフェ
イスにルーティング プロトコル特性を割り当てることができます。
ルーテッド インターフェイスからレイヤ 3 ポート チャネルも作成できます。ポート チャネルの詳
細については、第 5 章「ポート チャネルの設定」を参照してください。
ルーテッド インターフェイスおよびサブインターフェイスは、指数関数的に減少するレート カウ
ンタをサポートします。NX-OS はこれらの平均カウンタを用いて次の統計情報を追跡します。
•

毎秒入力パケット数

•

毎秒出力パケット数

•

毎秒入力バイト数

•

毎秒出力バイト数

サブインターフェイス
レイヤ 3 インターフェイスとして設定した親インターフェイスに仮想サブインターフェイスを作
成できます。親インターフェイスは物理ポートでもポート チャネルでもかまいません。
親インターフェイスはサブインターフェイスによって複数の仮想インターフェイスに分割されま
す。これらの仮想インターフェイスに IP アドレスやダイナミック ルーティング プロトコルなど固
有のレイヤ 3 パラメータを割り当てることができます。各サブインターフェイスの IP アドレスは、
親インターフェイスの他のサブインターフェイスのサブネットとは異なります。
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サブインターフェイスの名前は、親インターフェイスの名前（たとえば Ethernet 2/1）+ ピリオド（.）
+ そのインターフェイス独自の番号です。たとえば、イーサネット インターフェイス 2/1 に Ethernet
2/1.1 というサブインターフェイスを作成できます。この場合、.1 はそのサブインターフェイスを表
します。
NX-OS では、親インターフェイスの場合にサブインターフェイスがイネーブルになります。サブイ
ンターフェイスは、親インターフェイスには関係なくシャットダウンできます。親インターフェイ
スをシャットダウンすると、関連するサブインターフェイスもすべてシャットダウンされます。
サブインターフェイスを使用すると、親インターフェイスがサポートするそれぞれの Virtual Local
Area Network（VLAN; バーチャル LAN）に独自のレイヤ 3 インターフェイスを実現できます。この
場合、親インターフェイスは別のデバイスのレイヤ 2 トランキング ポートに接続します。サブイン
ターフェイスを設定したら 802.1Q トランキングを使って VLAN ID に関連付けます。
図 4-1 に、インターフェイス E 2/1 のルータ B に接続するスイッチのトランキング ポートを示しま
す。このインターフェイスには 3 つのサブインターフェイスがあり、トランキング ポートに接続す
る 3 つの VLAN にそれぞれ関連付けられています。

図 4-1

VLAN のサブインターフェイス

A

e1/1

e2/1

e 2/1.10
e 2/1.30
e 2/1.30

B
186122

VLAN10
VLAN20
VLAN30

VLAN の詳細については、
『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0』を参照し
てください。

VLAN インターフェイス
VLAN インターフェイスまたは Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）は仮
想のルーテッド インターフェイスで、デバイスの VLAN を同じデバイスのレイヤ 3 ルータ エンジ
ンに接続します。1 つの VLAN には 1 つの VLAN インターフェイスだけを関連付けできますが、
VLAN 同士をルーティングする場合や管理 Virtual Routing and Forwarding（VRF）以外の VRF イン
スタンスを経由してデバイスを IP ホスト接続する場合以外は、VLAN に VLAN インターフェイス
を設定する必要があります。VLAN インターフェイスの作成をイネーブルにすると、デフォルト
VLAN（VLAN 1）に VLAN インターフェイスが作成され、リモート スイッチ管理が許可されます。

（注）

VLAN 1 の VLAN インターフェイスは削除できません。

VLAN インターフェイスをルーティングするには、トラフィックをルーティングする VLAN ごとに
VLAN インターフェイスを作成し、その VLAN インターフェイスに IP アドレスを割り当ててレイ
ヤ 3 内部 VLAN ルーティングを実現します。IP アドレスと IP ルーティングの詳細については、
『Cisco NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。
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図 4-2 に、2 つの VLAN に 2 つのホストが接続しているデバイスを示します。VLAN ごとに VLAN
インターフェイスを設定し、VLAN 間の IP ルーティングを使ってホスト 1 とホスト 2 を通信させ
ることができます。VLAN 1 は VLAN インターフェイスのレイヤ 3 で、VLA 10 は VLAN インター
フェイス 10 のレイヤ 3 で通信します。

図 4-2

VLAN インターフェイスに接続した 2 つの VLAN

Nexus
IP

VLAN
1

10

VLAN 10

1

2

186123

VLAN 1

VLAN

ループバック インターフェイス
ループバック インターフェイスは、常にアップ状態にある単独のエンドポイントを持つ仮想イン
ターフェイスです。ループバック インターフェイスを通過するパケットはこのインターフェイスで
ただちに受信されます。ループバック インターフェイスは物理インターフェイスをエミュレートし
ます。Virtual Device Context（VDC）ごとに 1024 のループバック インターフェイスが設定できま
す。VDC には 0 〜 1023 の番号が付いています。
ループバック インターフェイスを使用すると、パフォーマンスの分析、テスト、ローカル通信が実
行できます。ループバック インターフェイスは、ルーティング プロトコル セッションの終端アド
レスとして設定することができます。ループバックをこのように設定すると、アウトバウンド イン
ターフェイスの一部がダウンしている場合でもルーティング プロトコル セッションはアップした
ままです。

トンネル インターフェイス
Cisco NX-OS は、IP トンネルとしてトンネル インターフェイスをサポートします。IP トンネルを使
うと、同じレイヤまたは上位レイヤ プロトコルをカプセル化して、2 台のルータ間で作成されたト
ンネルを通じて IP の結果を転送できます。IP トンネルの詳細については、第 6 章「IP トンネルの
設定」を参照してください。

ハイ アベイラビリティ
レイヤ 3 インターフェイスは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。切り
替え後、NX-OS は切り替え後の実行時設定を適用します。
ハイ アベイラビリティの詳細については、『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy Guide,
Release 4.0』を参照してください。
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バーチャライゼーション サポート
レイヤ 3 インターフェイスは、VRF インスタンスをサポートします。VRF は VDC 内に存在します。
VDC や VRF を特別に設定しないかぎり、デフォルトでは、NX-OS のデフォルトの VDC およびデ
フォルトの VRF が使用されます。ある VDC に設定されたレイヤ 3 論理インターフェイス（VLAN
インターフェイス、ループバック）は、同じ番号を持つ別の VDC に設定されたレイヤ 3 論理イン
ターフェイスとは区別されます。たとえば、VDC 1 のループバック 0 は VDC のループバック 0 と
は異なります。
VDC ごとに最大 1024 のループバック インターフェイスを設定できます。
このインターフェイスは VRF に関連付けることができます。VLAN インターフェイスの場合、
VLAN と同じ VDC に設定する必要があります。
VDC については『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 4.0』を、VRF での
インターフェイスの設定については『Cisco NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 4.0』
を参照してください。

（注）

そのインターフェイスに IP アドレスを設定する前に、インターフェイスに VRF を割り当てる必要
があります。
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レイヤ 3 インターフェイスのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

NX-OS

レイヤ 3 インターフェイスにライセンスは必要ありません。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 イメージに組み込まれ
ており、無料で提供されます。NX-OS ライセンス スキームの詳細について
は、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

ライセンス 3 インターフェイスの前提条件
ライセンス 3 インターフェイスには次の前提条件があります。
•

Advanced Services ライセンスをインストールしており、VDC を設定する場合は、該当する VDC
を開始している（『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 4.0』を参照し
てください）。

•

IP アドレッシングおよび基本設定を熟知している。IP アドレッシングの詳細については、
『Cisco
NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。

注意事項と制限
レイヤ 3 インターフェイスの設定には次の注意事項と制限があります。

（注）

•

レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスに変更する場合、NX-OS はインター
フェイスをシャットダウンしてインターフェイスを再度イネーブルにし、レイヤ 3 固有の設定
をすべて削除します。

•

レイヤ 2 インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスに変更する場合、NX-OS はインター
フェイスをシャットダウンしてインターフェイスを再度イネーブルにし、レイヤ 2 固有の設定
をすべて削除します。

Cisco IOS CLI を熟知している場合は、この機能の NX-OS コマンドと、使用する Cisco IOS コマン
ドが異なる場合もある点に注意してください。
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レイヤ 3 インターフェイスの設定
ここでは、次の内容について説明します。
•

ルーテッド インターフェイスの設定（p.4-7）

•

サブインターフェイスの設定（p.4-9）

•

インターフェイスでの帯域幅の設定（p.4-10）

•

VLAN インターフェイスの設定（p.4-11）

•

ループバック インターフェイスの設定（p.4-12）

ルーテッド インターフェイスの設定
任意のイーサネット ポートをルーテッド インターフェイスとして設定できます。

作業の前に
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. no switchport
4. ip address ip-address/length
または
ipv6 address ipv6-address/length
5. show interfaces
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例:

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。

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

ステップ 3

no switchport

例:
switch(config-if)# no switchport

インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイ
スとして設定し、このインターフェイス上の
レイヤ 2 固有の設定を削除します。
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コマンド
ステップ 4

ip address ip-address/length

例:
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
ipv6 address ipv6-address/length

例:
switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8::1/8

ステップ 5

show interfaces

例:

目的
このインターフェイスに IP アドレスを設定
します。IP アドレスの詳細については、
『NX-OS CLI Unicast Routing Configuration
Guide』を参照してください。
このインターフェイスに IPv6 アドレスを設
定します。IPv6 アドレスの詳細については、
『NX-OS CLI Unicast Routing Configuration
Guide』を参照してください。
（任意）レイヤ 3 インターフェイスの統計情報
を表示します。

switch(config-if)# show interfaces ethernet 2/1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

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

インターフェイス メディアを point-to-point（p2p; ポイントツーポイント）またはブロードキャスト
に設定するには、medium コマンドを使用します。
コマンド

目的

medium {broadcast | p2p}

インターフェイス メディアを p2p またはブロー
ドキャストに設定します。

例:
switch(config-if)# medium p2p

レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスに変換するには、switchport コマンドを使
用します。
コマンド

目的

switchport

インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイス
として設定し、このインターフェイス上のレイ
ヤ 3 固有の設定を削除します。

例:
switch(config-if)# no switchport

次に、ルーテッド インターフェイスを設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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サブインターフェイスの設定
ルーテッド インターフェイスまたはルーテッド インターフェイスで作成したポート チャネルに 1
つまたは複数のサブインターフェイスを設定できます。

作業の前に
親インターフェイスをルーテッド インターフェイスとして設定します。
「ルーテッド インターフェ
イスの設定」（p.4-7）を参照してください。
このポートチャネル上にサブインターフェイスを作成するには、ポートチャネル インターフェイス
を作成します（「ポート チャネルの設定」[p.5-15] を参照）
。
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. interface ethernet slot/port.number
3. ip address ip-address/length
または
ipv6 address ipv6-address/length
4. encapsulation dot1q van-id
5. show interfaces
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port.number

例:
switch(config)# interface ethernet 2/1.1
switch(config-subif)#

ステップ 3

ip address ip-address/length

例:
switch(config-subif)# ip address 192.0.2.1/8
ipv6 address ipv6-address/length

例:
switch(config-subif)# ipv6 address 2001:0DB8::1/8

ステップ 4

encapsulation dot1Q vlan-id

例:
switch(config-subif)# encapsulation dot1Q 33

サブインターフェイスを作成し、サブイン
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。number の範囲は 1 〜 4094
です。
このサブインターフェイスに IP アドレスを
設定します。IP アドレスの詳細については、
『NX-OS CLI Unicast Routing Configuration
Guide』を参照してください。
このサブインターフェイスに IPv6 アドレス
を設定します。IPv6 アドレスの詳細について
は、
『NX-OS CLI Unicast Routing Configuration
Guide』を参照してください。
（任意）サブインターフェイスに IEEE 802.1Q
VLAN カプセル化を設定します。有効値の範
囲は 2 〜 4093 です。
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コマンド
ステップ 5

目的

show interfaces

例:

（任意）レイヤ 3 インターフェイスの統計情報
を表示します。

switch(config-subif)# show interfaces ethernet
2/1.1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

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

次に、サブインターフェイスを作成する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1.1
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# encapsulation dot1Q 33
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの帯域幅の設定
ルーテッド インターフェイス、ポート チャネル、またはサブインターフェイスに帯域幅を設定で
きます。上位レイヤ プロトコルは帯域幅パラメータを使用してパス コストを計算します。サブイ
ンターフェイスの帯域幅は、次のいずれかの方法で設定できます。
•

明示的 ― サブインターフェイスの帯域幅を直接設定します。

•

継承 ― サブインターフェイスが親インターフェイスを継承するように帯域幅を設定します。特
定の値の場合と親インターフェイスの帯域幅の場合があります。

サブインターフェイスの帯域幅を設定しない場合、または親インターフェイスの帯域幅を継承しな
い場合、サブインターフェイスの帯域幅は次の方法で決定されます。
•

親インターフェイスがアップしている場合、サブインターフェイスの帯域幅は親インターフェ
イスの動作速度と同じです。ポートの場合、サブインターフェイスの帯域幅は設定されている
リンク速度またはネゴシエート対象のリンク速度です。ポート チャネルの場合、サブインター
フェイスの帯域幅は、ポート チャネルの各メンバのリンク速度の集合です。

•

親インターフェイスがダウンしている場合、サブインターフェイスの帯域幅は親インターフェ
イスのタイプによって異なります。
− ポートチャネル サブインターフェイスの場合、サブインターフェイスの帯域幅は 100 Mbps
です。
− 1 Gbps イーサネット ポートの場合、サブインターフェイスの帯域幅は 1 Gbps です。
− 10 Gbps イーサネット ポートの場合、サブインターフェイスの帯域幅は 10 Gbps です。

インターフェイスの帯域幅を設定するには、インターフェイス モードで次のコマンドを使用しま
す。
コマンド

目的

bandwidth

ルーテッド インターフェイス、ポート チャネ
ル、またはサブインターフェイスに帯域幅パラ
メータを設定します。

例:
switch(config-if)# bandwidth 100000
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サブインターフェイスを設定して親インターフェイスの帯域幅を継承させるには、インターフェイ
ス モードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

bandwidth inherit [value]

このインターフェイスのすべてのサブイン
ターフェイスが設定した帯域幅を継承する
ように設定します。値を設定しない場合、サ
ブインターフェイスは親インターフェイス
の帯域幅を継承します。有効値の範囲は 1
〜 10,000,000 キロバイトです。

例:
switch(config-if)# bandwidth inherit 100000

VLAN インターフェイスの設定
VLAN インターフェイスを作成して内部 VLAN ルーティングを行うことができます。
作業の前に
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. feature interface-vlan
3. interface vlan number
4. ip address ip-address/length
または
ipv6 address ipv6-address/length
5. show interface vlan number
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

VLAN インターフェイス機能をイネーブルにしま
す。

feature interface-vlan

例:
switch(config)# feature interface-vlan

ステップ 3

VLAN インターフェイスを作成します。number の範
囲は 1 〜 4094 です。

interface vlan number

例:
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if)#
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ステップ 4

コマンド

目的

ip address ip-address/length

この VLAN インターフェイスに IP アドレスを設定
します。IP アドレスの詳細については、
『NX-OS CLI
Unicast Routing Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

例:
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
ipv6 address ipv6-address/length

例:
switch(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8::1/8

ステップ 5

show interface vlan number

例:

この VLAN インターフェイスに IPv6 アドレスを設
定します。IPv6 アドレスの詳細については、
『NX-OS
CLI Unicast Routing Configuration Guide』を参照して
ください。
（任意）レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示
します。

switch(config-if)# show interface vlan 10

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

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

次に、VLAN インターフェイスを作成する例を示します。
switch# config t
switch(config)# feature interface-vlan
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ループバック インターフェイスの設定
ループバック インターフェイスを設定して、常にアップ状態にある仮想インターフェイスを作成で
きます。

作業の前に
ループバック インターフェイスの IP アドレスが、ネットワークの全ルータで一意であることを確
認します。
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. interface loopback instance
3. ipv4 address ip-address
または
ipv6 address
4. show interfaces loopback instance
5. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface loopback instance

例:

ループバック インターフェイスを作成します。
有効値の範囲は 0 〜 1023 です。

switch(config)# interface loopback 0
switch(config-if)#

ステップ 3

ip address ip-address/length

例:
switch(config-if)# ip address 192.0.2.100/8

ステップ 4

ipv6 address ipv6-address/length

例:
switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8::18/8

ステップ 5

show interfaces loopback instance

例:

このインターフェイスに IP アドレスを設定しま
す。IP アドレスの詳細については、
『NX-OS CLI
Unicast Routing Configuration Guide』を参照してく
ださい。
このインターフェイスに IPv6 アドレスを設定し
ます。IPv6 アドレスの詳細については、
『NX-OS
CLI Unicast Routing Configuration Guide』を参照し
てください。
（任意）ループバック インターフェイスの統計情
報を表示します。

switch(config-if)# show interfaces loopback 0

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

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

次に、ループバック インターフェイスを作成する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface loopback 0
switch(config-if)# ip address 192.0.2.100/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスの VRF への割り当て
VRF にレイヤ 3 インターフェイスを追加できます。
作業の前に
正しい VDC を開始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）。
VRF にインターフェイスを設定してから、トンネル インターフェイスに IP アドレスを割り当てま
す。

ステップの概要
1. config t
2. interface interface-type number
3. vrf member vrf-name
Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
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4. ip-address ip-prefix/length
5. show vrf [vrf-name] interface interface-type number
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface interface-type number

例:

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。

switch(config)# interface loopback 0
switch(config-if)#

ステップ 3

vrf member vrf-name

このインターフェイスを VRF に追加します。

例:
switch(config-if)# vrf member RemoteOfficeVRF

ステップ 4

ip address ip-prefix/length

例:
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/16

ステップ 5

このインターフェイスに IP アドレスを設定
します。このステップは、このインターフェ
イスに VRF を割り当ててから実行します。

show vrf [vrf-name] interface interface-type number （任意）VRF の内容を表示します。

例:
switch(config-vrf)# show vrf Enterprise interface
loopback 0

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

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

次に、レイヤ 3 インターフェイスに VRF を追加する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface loopback 0
switch(config-if)# vrf member RemoteOfficeVRF
switch(config-if)# ip address 209.0.2.1/16
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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レイヤ 3 インターフェイスの設定の確認
レイヤ 3 の設定情報を確認するには、次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

show interface ethernet slot/port

レイヤ 3 インターフェイスの設定情報、ステータス、カウ
ンタ（インバウンドおよびアウトバウンド パケット レート
およびバイト レートが 5 分間に指数関数的に減少した平均
値を含む）を表示します。

show interface ethernet slot/port brief

レイヤ 3 インターフェイスの動作状態を表示します。

show interface ethernet slot/port capabilities

レイヤ 3 インターフェイスの能力（ポート タイプ、速度、
デュプレックス）を表示します。

show interface ethernet slot/port description

レイヤ 3 インターフェイスの説明を表示します。

show interface ethernet slot/port status

レイヤ 3 インターフェイスの管理ステータス、ポート モー
ド、速度、デュプレックスを表示します。

show interface ethernet slot/port.number

サブインターフェイスの設定情報、ステータス、カウンタ
（インバウンドおよびアウトバウンド パケット レートおよ
びバイト レートが 5 分間に指数関数的に減少した平均値を
含む）を表示します。

show interface port-channel channel-id.number

ポート チャネル サブインターフェイスの設定情報、ステー
タス、カウンタ（インバウンドおよびアウトバウンド パ
ケット レートおよびバイト レートが 5 分間に指数関数的
に減少した平均値を含む）を表示します。

show interface loopback number

ループバック インターフェイスの設定情報、ステータス、
カウンタを表示します。

show interface loopback number brief

ループバック インターフェイスの動作状態を表示します。

show interface loopback number description

ループバック インターフェイスの説明を表示します。

show interface loopback number status

ループバック インターフェイスの管理ステータスおよび
プロトコル ステータスを表示します。

show interface vlan number

VLAN インターフェイスの設定情報、ステータス、カウン
タを表示します。

show interface vlan number brief

VLAN インターフェイスの動作状態を表示します。

show interface vlan number description

VLAN インターフェイスの説明を表示します。

show interface vlan number private-vlan mapping

VLAN インターフェイス プライベート VLAN の情報を表
示します。

show interface vlan number status

VLAN インターフェイスの管理ステータスおよびプロトコ
ル ステータスを表示します。
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レイヤ 3 インターフェイス統計情報の表示
レイヤ 3 インターフェイスの統計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 interface ethernet slot/port counters

レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示します（ユニ
キャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト）。

show interface ethernet slot/port counters brief

レイヤ 3 インターフェイスの入力および出力カウンタを表
示します。

show interface ethernet slot/port counters detailed [all]

レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示します。オプ
ションとして、32 ビットおよび 64 ビットのパケットおよ
びバイト カウンタを、エラーを含めて追加できます。

show interface ethernet slot/port counters errors

レイヤ 3 インターフェイスの入力および出力エラーを表示
します。

show interface ethernet slot/port counters snmp

SNMP MIB から報告されたレイヤ 3 インターフェイス カウ
ンタを表示します。このカウンタはクリアできません。

show interface ethernet slot/port.number counters

サブインターフェイスの統計情報を表示します（ユニキャ
スト、マルチキャスト、ブロードキャスト）。

show interface port-channel channel-id.number counters

ポート チャネル サブインターフェイスの統計情報を表示
します（ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャス
ト）
。

show interface loopback number counters

ループバック インターフェイスの入力および出力カウン
タを表示します（ユニキャスト、マルチキャスト、ブロー
ドキャスト）。

show interface loopback number counters detailed [all]

ループバック インターフェイスの統計情報を表示します。
オプションとして、32 ビットおよび 64 ビットのパケット
およびバイト カウンタを、エラーを含めて追加できます。

show interface loopback number counters errors

ループバック インターフェイスの入力および出力エラー
を表示します。

show interface vlan number counters

VLAN インターフェイスの入力および出力カウンタを表示
します（ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャス
ト）
。

show interface vlan number counters detailed [all]

VLAN インターフェイスの統計情報を表示します。オプ
ションとして、レイヤ 3 パケットおよびバイト カウンタを
すべて含めることができます（ユニキャストおよびマルチ
キャスト）
。

show interface vlan number counters snmp

SNMP MIB から報告された VLAN インターフェイス カウ
ンタを表示します。このカウンタはクリアできません。
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レイヤ 3 インターフェイスの設定例
次に、イーサネット サブインターフェイスを設定する例を示します。
interface ethernet 2/1.10
description Layer 3 for VLAN 10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.0.2.1/8

次に、VLAN インターフェイスを設定する例を示します。
interface vlan 100
ipv6 address 33:0DB::2/8

次に、ループバック インターフェイスを設定する例を示します。
interface loopback 3
ip address 192.0.2.2/32

関連項目
レイヤ 3 インターフェイスの詳細については、次の項目を参照してください。
•

第 5 章「ポート チャネルの設定」

• 『Cisco NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 4.0』

デフォルト設定
表 4-1 に、レイヤ 3 インターフェイス パラメータのデフォルト設定を示します。
表 4-1

デフォルトのレイヤ 3 インターフェイス パラメータ

パラメータ

デフォルト

管理ステート

閉じる
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その他の参考資料
レイヤ 3 インターフェイスの実装に関する追加情報については、次のセクションを参照してくださ
い。
•

関連資料（p.4-18）

•

MIB（p.4-18）

•

標準（p.4-18）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

コマンド構文

『Cisco NX-OS Interfaces Command Reference, Release 4.0』

IP

『Cisco NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 4.0』の
「Configuring IP」の章

VLAN

『Cisco NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0』
の
「Configuring VLANs」の章

MIB
MIB リンク

MIB

次の URL で MIB にアクセスしてダウンロードします。

•

IF-MIB

•

CISCO-IF-EXTENSION-MIB http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
ETHERLIKE-MIB

•

標準
標準

タイトル

この機能でサポートする新しい標準や変更された標準はありま —
せん。現在サポートされている標準のうち、この機能で変更さ
れたものはありません。
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ポート チャネルの設定
この章では、ポート チャネルを設定し、ソフトウェアでポート チャネルをより有効に利用するた
めに Link Aggregation Control Protocol（LACP）を適用して設定する手順を説明します。
ここでは、次の内容を説明します。
•

ポート チャネルについて（p.5-2）

•

ポート チャネリングのライセンス要件（p.5-13）

•

ポート チャネリングの前提条件（p.5-13）

•

注意事項と制限（p.5-14）

•

ポート チャネルの設定（p.5-15）

•

ポートチャネル設定の確認（p.5-32）

•

統計情報の表示（p.5-32）

•

ポート チャネルの設定例（p.5-33）

•

デフォルト設定（p.5-33）

•

その他の参考資料（p.5-34）
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ポート チャネルについて
ポート チャネルは複数の物理インターフェイスの集合体で、論理インターフェイスを作成します。
1 つのポート チャネルに最大 8 つの個別アクティブ リンクをバンドルして、帯域幅と冗長性を向上
させることができます。ポート チャネルは、これらの物理インターフェイスのトラフィックのロー
ド バランスも行います。ポート チャネルの物理インターフェイスが少なくとも 1 つ動作していれ
ば、そのポート チャネルは動作しています。
レイヤ 2 ポート チャネルに適合するレイヤ 2 インターフェイスをバンドルすれば、レイヤ 2 ポート
チャネルを作成できます。レイヤ 3 ポート チャネルに適合するレイヤ 3 インターフェイスをバンド
ルすれば、レイヤ 3 ポート チャネルを作成できます。レイヤ 3 ポート チャネルを作成したら、ポー
トチャネル インターフェイスに IP アドレスを追加してレイヤ 3 ポート チャネルにサブインター
フェイスを作成できます。レイヤ 2 インターフェイスとレイヤ 3 インターフェイスを同一のポート
チャネルで組み合わせることはできません。
ポート チャネルのすべてのポートが同じ Virtual Device Context（VDC）であることが必要です。複
数の VDC にポート チャネルを設定することはできません。
ポート チャネルをレイヤ 3 からレイヤ 2 に変更することもできます。レイヤ 2 インターフェイスの
作成手順については第 3 章「レイヤ 2 インターフェイスの設定」を参照してください。
変更した設定をポート チャネルに適用すると、そのポート チャネルのメンバ インターフェイスに
もそれぞれ変更が適用されます。たとえば、Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロト
コル）パラメータをポート チャネルに設定すると、ソフトウェアはこれらのパラメータをポート
チャネルのそれぞれのインターフェイスに適用します。
サブインターフェイスが論理ポートチャネル インターフェイスの一部であっても、レイヤ 3 ポート
チャネルにサブインターフェイスを作成できます。ポートチャネル サブインターフェイスの詳細に
ついては、「サブインターフェイス」（p.4-2）を参照してください。
集約プロトコルが関連付けられていない場合でもスタティック ポート チャネルを使用して設定を
簡略化できます。
柔軟性を高めたい場合は LACP を使用できます。LACP は IEEE 802.3ad で定義されています。LACP
を使用する場合、リンクはプロトコル パケットを渡します。
LACP については「LCAP の概要」
（p.5-8）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。
•

ポート チャネル（p.5-3）

•

ポートチャネル インターフェイス（p.5-4）

•

基本設定（p.5-4）

•

互換性の要件（p.5-5）

•

ポート チャネルを使ったロード バランシング（p.5-6）

•

LACP（p.5-8）

•

バーチャライゼーション サポート（p.5-11）

•

ハイ アベイラビリティ（p.5-12）
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ポート チャネル
ポート チャネルは物理リンクをチャネル グループにバンドルして単一の論理リンクを作成し、最
大 8 つの物理リンクからなる集約帯域幅を実現します。ポート チャネルのメンバ ポートが故障す
ると、それまでに故障したリンクで伝送されたトラフィックはポート チャネルに残っている他のメ
ンバ ポートに切り替えます。
最大 8 つのポートをスタティック ポート チャネルにバンドルできます。集約プロトコルは使用し
ません。ただし、LACP をイネーブルにすればポート チャネルをより柔軟に使用できます。LACP
を使ってポート チャネルを設定する場合とスタティック ポート チャネルを使って設定する場合で
は、手順が多少異なります（「ポート チャネルの設定」[p.5-15] を参照）
。

（注）

デバイスのポート チャネルは Port Aggregation Protocol（PAgP）をサポートしません。

各ポートにはポート チャネルが 1 つだけあります。ポート チャネルのすべてのポートには互換性
があり、同じ速度とデュプレックス モードを使用します（
「互換性の要件」[p.5-5] を参照）
。集約プ
ロトコルを使わずにスタティック ポート チャネルを実行する場合、物理リンクはすべて on チャネ
ルモードです。このモードは、LACP をイネーブルにしないかぎり変更できません（「ポートチャネ
ル モード」[p.5-9] を参照）。
ポートチャネル インターフェイスを作成すると、ポート チャネルを直接作成できます。またはチャ
ネル グループを作成して個別ポートをバンドルに集約させることができます。インターフェイスを
チャネル グループに関連付けると、ポート チャネルがない場合は対応するポート チャネルが自動
的に作成されます。この場合、ポート チャネルは最初のインターフェイスのレイヤ 2 またはレイヤ
3 設定を行います。最初にポート チャネルを作成することもできます。この場合は、ソフトウェア
がポート チャネルと同じチャネル番号の空のチャネル グループを作成してデフォルト レイヤ 2 ま
たはレイヤ 3 設定を行い、互換性も設定します（「互換性の要件」[p.5-5] を参照）
。ポートチャネル
サブインターフェイスの作成と削除の詳細については、第 4 章「レイヤ 3 インターフェイスの設定」
を参照してください。

（注）

少なくともメンバ ポートの 1 つがアップしており、そのポートのチャネルが有効であれば、ポー
ト チャネルはアップしています。メンバ ポートがすべてダウンしていれば、ポート チャネルはダ
ウンしています。
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ポートチャネル インターフェイス
図 5-1 に、ポートチャネル インターフェイスを示します。

図 5-1

ポートチャネル インターフェイス
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ポートチャネル インターフェイスは、レイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスとして分類できま
す。さらに、レイヤ 2 ポート チャネルはアクセス モードまたはトランク モードに設定できます。
レイヤ 3 ポートチャネル インターフェイスのチャネル メンバにはルーテッド ポートがあり、場合
によってはサブインターフェイスもあります。
レイヤ 2 ポートにアクセスまたはトランク モードを設定する手順については、第 3 章「レイヤ 2 イ
ンターフェイスの設定」を参照してください。レイヤ 3 インターフェイスとサブインターフェイス
を設定する手順については、第 4 章「レイヤ 3 インターフェイスの設定」を参照してください。

基本設定
ポートチャネル インターフェイスには次の基本設定ができます。
•

帯域幅 ― 情報目的で設定します。上位レベルプロトコルで使用されます。

•

遅延 ― 情報目的で設定します。上位レベルプロトコルで使用されます。

•

説明

•

デュプレックス

•

フロー制御

•

IP アドレス ― IPv4 と IPv6 です。

•

最大伝送ユニット（Maximum Transmission Unit; MTU）
（MTU の設定については第 2 章「基本
インターフェイス パラメータの設定」を参照）

•

シャットダウン

•

速度

Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0

5-4

OL-15315-01-J

第5章

ポート チャネルの設定
ポート チャネルについて

互換性の要件
チャネル グループにインターフェイスを追加する場合、ソフトウェアは特定のインターフェイス
アトリビュートをチェックし、インターフェイスがチャネル グループと互換性があることを確認し
ます。たとえば、レイヤ 2 チャネル グループにレイヤ 3 インターフェイスを追加することはできま
せん。また、ソフトウェアはインターフェイスの多数の動作アトリビュートをチェックしてから、
そのインターフェイスがポートチャネル集約に参加することを許容します。
互換性チェックには次の動作アトリビュートが含まれます。
•

ネットワーク レイヤ

• （リンク）速度性能
•

速度設定

•

デュプレックス性能

•

デュプレックス設定

•

ポート モード

•

アクセス VLAN

•

トランク ネイティブ VLAN

•

タグ付きまたは非タグ付き

•

許容 VLAN リスト

•

MTU サイズ

•

SPAN ― SPAN の始点または宛先ポートは不可

•

レイヤ 3 ポートにサブインターフェイスは不可

•

ストーム制御

•

フロー制御性能

•

フロー制御設定

ソフトウェアが使用する互換性チェックの全リストを確認するには、show port-channel
compatibility-parameters コマンドを使用します。
チャネル モード セットを on に設定したインターフェイスだけをスタティック ポート チャネルに
追加できます。また、チャネル モードを active または passive に設定したインターフェイスだけを、
LACP を実行するポート チャネルに追加できます（ポートチャネル モードについては、
「LACP
Marker Responder」[p.5-10] を参照してください）。これらのアトリビュートは個別のメンバ ポート
に設定できます。設定するメンバ ポートのアトリビュートに互換性がない場合、ソフトウェアはこ
のポートをポート チャネルで一時停止させます。
または、次のパラメータが同じ場合、パラメータに互換性がないポートを強制的にポート チャネル
に参加させることもできます。
• （リンク）速度性能
•

速度設定

•

デュプレックス性能

•

デュプレックス設定

•

フロー制御性能

•

フロー制御設定

インターフェイスがポート チャネルに参加すると、一部のパラメータが削除され、ポート チャネ
ルの値が次のように置き換わります。
•

帯域幅

•

遅延
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•

UDP の拡張認証プロトコル

•

VRF

•

IP アドレス（v4 および v6）

•

MAC アドレス

•

STP

•

NAC

•

サービス ポリシー

•

QoS（Quality Of Service）

•

Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）

インターフェイスがポート チャネルに参加または脱退しても、次に示す多くのインターフェイス
パラメータは影響を受けません。
•

ビーコン

•

説明

•

CDP

•

LCAP ポート プライオリティ

•

デバウンス

•

UDLD（単一方向リンク検出）

•

MDIX

•

レート モード

•

シャットダウン

•

SNMP トラップ

ポートチャネル インターフェイスにサブインターフェイスを設定し、ポート チャネルのメンバ
ポートを削除すると、ポートチャネル サブインターフェイスの設定はメンバ ポートに伝わりませ
ん。

（注）

ポート チャネルを削除すると、すべてのインターフェイスはポート チャネルから削除されたかの
ように設定されます。

ポート チャネルを使ったロード バランシング
ソフトウェアは、フレームのアドレスを数値にハッシュしてチャネルのリンクを 1 つ選択すること
で、ポート チャネルのすべての動作インターフェイス間のトラフィックを負荷分散します。ポート
チャネルはデフォルトでロード バランシングを備えています。ポートチャネル ロードバランシン
グは、MAC アドレス、IP アドレス、またはレイヤ 4 ポート番号を使用してリンクを選択します。
ポートチャネル ロードバランシングは、送信元または宛先アドレスおよびポートの両方またはどち
らか一方を使用します。
ロードバランシング モードを設定して、デバイス全体または指定したモジュールに設定したすべて
のポート チャネルに適用することができます。モジュールごとの設定はデバイス全体のロードバラ
ンシング設定に優先されます。デバイス全体に 1 つのロードバランシング モードを、指定したモ
ジュールに別のモードを、さらに別の指定したモジュールに別のモードを設定できます。ポート
チャネルごとにロードバランシング方式を設定することはできません。
使用するロードバランシング アルゴリズムのタイプを設定できます。ロードバランシング アルゴ
リズムを指定し、フレームのフィールドを見て出力トラフィックに選択するメンバ ポートを決定し
ます。
Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
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（注）

レイヤ 3 インターフェイスのデフォルト ロードバランシング モードは、発信元および宛先 IP アド
レスです。非 IP インターフェイスのデフォルト ロード バランシング モードは、送信元および宛先
MAC アドレスです。

次のいずれかの方式を使用するデバイスを設定し、ポート チャネル全体を負荷分散できます。
•

宛先 MAC アドレス

•

送信元 MAC アドレス

•

送信元および宛先 MAC アドレス

•

宛先 IP アドレス

•

送信元 IP アドレス

•

送信元および宛先 IP アドレス

•

送信元 TCP/UDP ポート番号

•

宛先 TCP/UDP ポート番号

•

送信元および宛先 TCP/UDP ポート番号

非 IP およびレイヤ 3 ポート チャネルはどちらも設定したロードバランシング方式に従い、発信元、
宛先、または発信元および宛先パラメータを使用します。たとえば、発信元 IP アドレスを使用す
るロード バランシングを設定すると、すべての非 IP トラフィックは発信元 MAC アドレスを使用
してトラフィックを負荷分散しますが、レイヤ 3 トラフィックは発信元 IP アドレスを使用してト
ラフィックを負荷分散します。同様に、宛先 MAC アドレスをロードバランシング方式として設定
すると、すべてのレイヤ 3 トラフィックは宛先 IP アドレスを使用しますが、非 IP トラフィックは
宛先 MAC アドレスを使用して負荷分散します。

（注）

VDC ごとにポート チャネルを使用してロード バランシングを設定することはできません。この機
能を設定する場合はデフォルト VDC であることが必要です。別の VDC からこの機能を設定しよ
うとすると、システムからエラーが戻ります。

ロード バランシングは、VDC とは無関係に、システム全体または特定のモジュールによって設定
できます。
入トラフィックが Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）の
場合、ソフトウェアはパケットの IP アドレスのラベルの下位部分を参照します。
ポート チャネルを使用するロードバランシング アルゴリズムは、マルチキャスト トラフィックに
は適用されません。設定したロードバランシング アルゴリズムにかかわらず、マルチキャスト ト
ラフィックは次の方式を使用してポート チャネルのロード バランシングを行います。
•

レイヤ 4 情報を持つマルチキャスト トラフィック ― 送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先
IP アドレス、宛先ポート

•

レイヤ 4 情報を持たないマルチキャスト トラフィック ― 発信元 IP アドレス、
宛先 IP アドレス

•

非 IP マルチキャスト トラフィック ― 発信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス
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LACP
LACP では、最大 16 のインターフェイスを 1 つのポート チャネルに設定できます。最大 8 つのイ
ンターフェイスをアクティブに、最大 8 つのインターフェイスをスタンバイ ステートにできます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

LCAP の概要（p.5-8）

•

ポートチャネル モード（p.5-9）

•

LACP ID パラメータ（p.5-10）

•

LACP Marker Responder（p.5-10）

•

LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネルの相違点（p.5-11）

LCAP の概要

（注）

LCAP は、使用する前に イネーブルにする必要があります。デフォルトでは、LACP はイネーブル
です。

LACP をイネーブルにする手順については「LACP のイネーブル化」
（p.5-27）を参照してください。
図 5-2 に、個別リンクを LACP ポート チャネルおよびチャネル グループに組み込み、個別リンク
として機能させる方法を示します。

個別リンクをポート チャネルに組み込む

1
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図 5-2

3

LACP では、最大 16 のインターフェイスを 1 つのチャネル グループにバンドルできます。チャネ
ル グループのインターフェイスが 8 つよりも多い場合、残りのインターフェイスは、このチャネル
グループに関連付けられたポート チャネルのホットスタンバイとなります。

（注）

ポート チャネルを削除すると、ソフトウェアは関連付けられたチャネル グループを自動的に削除
します。すべてのメンバ インターフェイスはオリジナルの設定に戻ります。

LACP 設定が有効な場合は LACP をディセーブルにできません。
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ポートチャネル モード
ポート チャネルの個別インターフェイスは、チャネル モードで設定します。スタティック ポート
チャネルを集約プロトコルを使用せずに実行すると、チャネル モードは常に on に設定されます。
デバイスの LACP をグローバルにイネーブルにして各チャネルの LACP をイネーブルにするには、
各インターフェイスのチャネル モードに active または passive を設定します。チャネル グループに
リンクを追加すると、LACP チャネル グループの個別リンクにいずれかのチャネル モードを設定で
きます。

（注）

インターフェイスに active または passive チャネル モードを設定する前に、LACP をグローバルに
イネーブルにする必要があります。

表 5-1 に、チャネル モードの説明を記します。
表 5-1

ポート チャネルの個別リンクのチャネル モード

チャネル モード

説明

passive

LACP モード。ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。ポー
トは受信した LACP パケットには応答しますが、LACP ネゴシエーションは
開始しません。

active

LACP モード。
ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。ポー
トは LACP パケットを送信して、他のポートとのネゴシエーションを開始し
ます。

on

すべてのスタティック ポート チャネル（LACP を実行していない）がこの
モードです。チャネル モードをアクティブまたはパッシブに変更して LACP
をイネーブルにすると、デバイスからエラー メッセージが戻ります。
各チャネルの LACP をイネーブルにするには、そのチャネルのインターフェ
イスのチャネル モードを active または passive に設定します。on ステートの
LACP がインターフェイスとネゴシエートしても LACP パケットは受信せず、
そのインターフェイスとの個別リンクになります。LACP チャネル グループ
には参加しません。
デフォルト ポートチャネル モードは on です。

LACP は、パッシブおよびアクティブ モードの両方でポート間をネゴシエートして、ポート速度や
トランキング ステートなどを基準にしてポート チャネルを形成できるかどうかを決定します。
パッシブ モードは、リモート システムやパートナーが LACP をサポートするかどうか不明の場合
に役に立ちます。
次の例のようにモードに互換性がある場合、ポートの LACP モードが異なれば、ポートは LACP
ポート チャネルを形成できます。
•

active モードのポートは、active モードの別のポートとともにポート チャネルを正しく形成で
きます。

•

active モードのポートは、passive モードの別のポートとともにポート チャネルを形成できま
す。

•

passive モードのポートは、どちらのポートもネゴシエーションを開始しないので、passive モー
ドの別のポートとともにポート チャネルを形成できません。

•

on モードのポートは LACP を実行しておらず、active または passive モードの別のポートとと
もにポート チャネルを形成できません。
Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
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LACP ID パラメータ
ここでは、LACP パラメータについて次の内容を説明します。
•

LACP システム プライオリティ（p.5-10）

•

LCAP ポート プライオリティ（p.5-10）

•

LACP 管理キー（p.5-10）

LACP システム プライオリティ
LACP を実行するどのシステムにも LACP システム プライオリティ値があります。このパラメータ
のデフォルト値である 32768 を適用することも、1 〜 65535 の値を設定することもできます。LACP
はシステム プライオリティに MAC アドレスを使用してシステム ID を作成します。また、他のデ
バイスとのネゴシエーション中にシステム プライオリティを使用します。システム プライオリ
ティの値が大きいとプライオリティは低くなります。
システム ID は VDC ごとに異なります。

（注）

LACP のシステム ID は、LACP システム プライオリティ値と MAC アドレスを組み合わせたもので
す。

LCAP ポート プライオリティ
LACP を使用するように設定されたポートにはそれぞれ LACP ポート プライオリティがあります。
デフォルトの LACP ポート プライオリティ値である 32768 を適用することも、1 〜 65535 の値を設
定することもできます。LACP はポート プライオリティにポート番号を使用してポート ID を作成
します。
互換性のあるすべてのポートを集約できない制限がある場合、LACP はポート プライオリティを使
用して、スタンバイ モードにする必要があるポートを決定し、アクティブ モードにすべきポート
を指定します。ポート プライオリティの値が大きいと LACP のプライオリティは低くなります。
ポート プライオリティを設定して指定したポートの LACP プライオリティを低くして、ホットスタ
ンバイ リンクではなくアクティブ リンクとして選択されるようにすることができます。

LACP 管理キー
LACP は、LACP を使用するように設定されたポートごとに、チャネルグループ番号と同じ管理キー
値を自動的に設定します。管理キーは、他のポートと集約されるポートの機能を定義します。他の
ポートと集約されるポート機能は、次の要因によって決まります。
•

ポートの物理特性。データ レートやデュプレックス性能などです。

•

ユーザが作成した設定に関する制限事項

LACP Marker Responder
ポート チャネルを使用すればデータ トラフィックを動的に再配布できます。この再配布により、リ
ンクが削除または追加されたり、ロードバランシング スキームが変更されることもあります。トラ
フィック フローの途中でトラフィックが再配布されると、フレームの秩序が乱れる可能性がありま
す。
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LACP は Marker Protocol を使って、再配布によってフレームが重複したり順番が入れ替わらないよ
うにします。Marker Protocol は、所定のトラフィック フローのすべてのフレームがリモート エンド
で正しく受信すると検出します。LACP は ポートチャネル リンクごとに Marker PDUS を送信しま
す。リモート システムは、Marker PDU よりも先にこのリンクで受信されたすべてのフレームを受
信すると、Marker PDU に応答します。リモート システムは次に Marker Responder を送信します。
ポート チャネルのすべてのメンバ リンクの Marker Responder を受信したローカル システムは、ト
ラフィック フローのフレームを正しい順序で再配分します。ソフトウェアは Marker Responder だけ
をサポートします。

LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネルの相違点
表 5-2 に、LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネルの主な相違点を
示します。
表 5-2

LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネル

設定

LACP がイネーブルの
ポート チャネル

スタティック ポート チャネル

プロトコルを適用

グローバルにイネーブル

適用不可

リンクのチャネル モード

次のいずれかです。

On のみ

チャネルの最大リンク数

•

Active

•

Passive

16

8

バーチャライゼーション サポート
メンバ ポートと他のポート チャネルに関連する設定は、ポート チャネルとメンバ ポートを持つ
VDC で設定します。すべての VDC 間に最大 192 のポート チャネルを設定できます。各 VDC で 1
〜 4096 の番号を使ってポート チャネルに番号を設定できます。異なる VDC に同じポート チャネ
ル番号を使用できます。たとえば、VDC 1 にポート チャネル 100 を設定し、VDC2 の別のポート
チャネルにも 100 を設定できます。
ただし、LACP システム ID は VDC ごとに異なります。LACP の詳細については、
「LCAP の概要」
（p.5-8）を参照してください。

（注）

VDC およびリソースの割り当ての詳細については、『Cisco NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』を参照してください。

1 つのポート チャネルのすべてのポートと VLAN は同じ VDC であることが必要です。LACP を使
用する場合、最大限 8 つのアクティブ ポートと最大限 8 つのスタンバイ ポートは同じ VDC である
ことが必要です。ポート チャネルはグローバルに作成されるので、ポート チャネルにメンバ ポー
トを設定する前に、それぞれの VDC に割り当てるメンバ ポートを確認する必要があります。ポー
ト チャネルは 1 つの VDC から始まり（そのチャネルのすべてのポートが同じ VDC）
、別の VDC の
ポート チャネルに対応します（この場合もそのチャネルのすべてのポートは同じ VDC）
。
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（注）

ポートチャネリング ロードバランシング モードは、単一のモジュールまたはモジュール全体で動
作します。デフォルト VDC のポート チャネルを使用するロード バランシングを設定する必要があ
ります。指定した VDC のポート チャネルを使用してロード バランシングを設定することはできま
せん。ロード バランシングの詳細については、「ポート チャネルを使ったロード バランシング」
（p.5-6）を参照してください。

ハイ アベイラビリティ
ポート チャネルは、複数のポートのトラフィックを負荷分散することでハイ アベイラビリティを
実現します。物理ポートが故障した場合、ポート チャネルのメンバがアクティブであればポート
チャネルは引き続き動作します。モジュール間の設定が共通していれば、異なるモジュールのポー
トをバンドルして、モジュール故障時にも動作するポート チャネルを作成できます。
ポート チャネルは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。ステートフル再
起動はスーパーバイザ切り替え時に発生します。切り替え後、ソフトウェアは実行時の設定を適用
します。

（注）

ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy
Configuration Guide』を参照してください。
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ポート チャネリングのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品
NX-OS

ライセンス要件
ポート チャネリングにライセンスは必要ありません。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 イメージに組み込まれてお
り、無料で提供されます。NX-OS ライセンス スキームの詳細については、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

ただし、VDC を使用する場合は Advanced Services ライセンスが必要です。

ポート チャネリングの前提条件
ポート チャネリングには次の前提条件があります。
•

デバイスにログオンしていること。

•

必要に応じて Advanced Services ライセンスをインストールし、必要な VDC を開始すること。

•

チャネル グループのすべてのポートが同じ VDC であること。

•

シングル ポート チャネルのすべてのポートは、レイヤ 2 またはレイヤ 3 ポートであること。

•

シングル ポート チャネルのすべてのポートが、互換性の要件を満たしていること。互換性の
要件の詳細については、「互換性の要件」（p.5-5）を参照してください。

•

デフォルト VDC のロード バランシングを設定すること。
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注意事項と制限
ポート チャネリングには次の注意事項と制限があります。
•

すべての VDC 間に最大 192 のポート チャネルを設定できます。

•

この機能を使用する前に LACP をイネーブルにする必要があります。

•

デバイスに複数のポート チャネルを設定できます。

•

冗長スーパーバイザ エンジン上のポートも含め、すべてのモジュール上のすべてのイーサネッ
ト ポートは、ポート チャネル（最大 8 つのアクティブ ポートを持つ）をサポートします。こ
れらのポートは、物理的に隣接しているポートでなくても、また同じモジュール上のポートで
なくてもかまいません。

•

共有および専用ポートは同じポート チャネルに設定できません（共有および専用ポートについ
ては第 2 章「基本インターフェイス パラメータの設定」を参照）。

•

レイヤ 2 ポート チャネルでは、ポートに互換性が設定されていれば、STP ポート パス コスト
が異なる場合でもポート チャネルを形成できます。

•

STP では、ポートチャネル バンドルはシングル ポートと見なされます。この場合のポート コ
ストは、そのチャネルに割り当てられているすべての設定されたポート コストの合計です。

•

ポート チャネルを設定した場合、ポートチャネル インターフェイスに適用した設定はポート
チャネル メンバ ポートに影響を与えます。メンバ ポートに適用した設定は、設定を適用した
メンバ ポートにだけ影響します。

•

LACP は半二重モードをサポートしません。LACP ポートの半二重ポートは中断ステートにな
ります。

•

ポート チャネルにポートを追加する前に、ポートセキュリティ情報をそのポートから削除して
おく必要があります。同様に、チャネル グループのメンバであるポートにポートセキュリティ
情報を追加することはできません。

•

ポート チャネル グループに属するポートはプライベート VLAN ポートとして設定しないでく
ださい。ポートがプライベート VLAN の設定に含まれている間は、そのポート チャネルの設
定は非アクティブになります。

•

チャネル メンバ ポートを発信元または宛先 SPAN ポートにすることはできません。
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ポート チャネルの設定
ここでは、次の内容について説明します。
•

ポート チャネルの作成（p.5-15）

•

レイヤ 2 ポートをポート チャネルに追加（p.5-16）

•

レイヤ 3 ポートをポート チャネルに追加（p.5-18）

•

帯域幅と遅延の割り当て（情報目的）（p.5-20）

•

ポートチャネル インターフェイスのシャットダウンと再起動（p.5-21）

•

ポートチャネルの説明の設定（p.5-22）

•

ポートチャネル インターフェイスへの速度とデュプレックスの設定（p.5-23）

•

フロー制御の設定（p.5-24）

•

ポート チャネルを使ったロード バランシングの設定（p.5-26）

•

LACP のイネーブル化（p.5-27）

•

LACP ポートチャネル ポート モードの設定（p.5-28）

•

LACP システム プライオリティの設定（p.5-29）

•

LACP ポート プライオリティの設定（p.5-30）

（注）

ポートチャネル インターフェイスに MTU を設定する手順については、第 2 章「基本インターフェ
イス パラメータの設定」を参照してください。ポートチャネル インターフェイスに IPv4 および
IPv6 アドレスを設定する手順については、第 4 章「レイヤ 3 インターフェイスの設定」を参照して
ください。

（注）

Cisco IOS CLI を熟知している場合は、この機能の Cisco NX-OS コマンドと使用する Cisco IOS コマ
ンドが異なる場合もある点に注意してください。

ポート チャネルの作成
チャネル グループを作成する前に、ポート チャネルを作成します。関連するチャネル グループは
自動的に作成されます。

作業の前に
LACP ベースのポート チャネルにする場合は LACP をイネーブルにします。
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. show port-channel summary
4. copy running-config startup-config

Cisco NX-OS インターフェイス コンフィギュレーション ガイド Release 4.0
OL-15315-01-J

5-15

第5章

ポート チャネルの設定

ポート チャネルの設定

ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例:
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)

ステップ 3

show port-channel summary

例:

設定するポートチャネル 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。有効範囲は
1 〜 4096 です。チャネル グループがない場合
は、ソフトウェアによって自動的に作成され
ます。
（任意）ポート チャネルに関する情報を表示
します。

switch(config-router)# show port-channel summary

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。

ポート チャネルを削除して関連するチャネル グループを削除するには、次の手順を実行します。
コマンド

目的

no interface port-channel channel-number

ポート チャネルを削除し、関連するチャネル
グループを削除します。

例:
switch(config)# no interface port-channel 1

次に、ポート チャネルを作成する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface port-channel 1

ポート チャネルを削除したときのインターフェイス コンフィギュレーションの変化について詳し
くは、「互換性の要件」（p.5-5）を参照してください。

レイヤ 2 ポートをポート チャネルに追加
新しいチャネル グループまたはすでにレイヤ 2 ポートを含むチャネル グループにレイヤ 2 ポート
を追加できます。ポート チャネルがない場合は、このチャネル グループに関連付けられたポート
チャネルが作成されます。

作業の前に
作業の前に次の点を確認します。
•

LACP ベースのポート チャネルにする場合は LACP をイネーブルにします。

•

正しい VDC を開始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）。

•

すべてのレイヤ 2 メンバ ポートは、全二重モードで同じ速度で実行されている必要がありま
す。
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ステップの概要
1. config t
2. interface type slot/port
3. switchport
4. switchport mode trunk
5. switchport trunk {allowed vlan vlan-id | native vlan-id}
6. channel-group channel-number [force] [mode {on | active | passive}]
7. show interface type slot/port
8. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 3

チャネル グループに追加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。
インターフェイスをレイヤ 2 アクセス ポートとして
設定します。

switchport

例:
switch(config-if)# switchport

ステップ 4

（任意）インターフェイスをレイヤ 2 トランク ポー
トとして設定します。

switchport mode trunk

例:
switch(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 5

switchport trunk {allowed vlan vlan-id |
native vlan-id}

（任意）レイヤ 2 トランク ポートに必要なパラメー
タを設定します。

例:
switch(config-if)# switchport trunk native 3

ステップ 6

channel-group channel-number [force] [mode
{on | active | passive}]

例:
switch(config-if)# channel-group 5

例:
switch(config-if)# channel-group 5 force

チャネル グループのポートを変更し、モードを設定
します。チャネル番号の範囲は 1 〜 4096 です。ポー
ト チャネルがない場合、このチャネル グループに関
連付けられたポート チャネルが作成されます。すべ
てのスタティック ポート チャネル インターフェイ
スのモードは on に設定されます。LACP をイネーブ
ルにしたポート チャネル インターフェイスは active
または passive に設定します。デフォルト モードは、
on です。
（任意）一部の設定に互換性がないインターフェイス
をチャネルに追加します。追加したインターフェイ
スは、チャネル グループと同じ速度、デュプレック
ス、フロー制御設定にする必要があります。
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コマンド
ステップ 7

目的

show interface type slot/port

（任意）インターフェイスの内容を表示します。

例:
switch(config-router)# show interface port
channel 5

ステップ 8

copy running-config startup-config

例:

（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。

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

チャネル グループからポートを削除するには、次の手順を実行します。ポートはオリジナルの設定
に戻ります。
コマンド

目的

no channel-group

チャネル グループからポートを削除します。

例:
switch(config)# no channel-group

次に、レイヤ 2 イーサネット インターフェイス 1/4 をチャネル グループ 5 に追加する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# channel-group 5

レイヤ 3 ポートをポート チャネルに追加
新しいチャネル グループまたはすでにレイヤ 3 ポートが設定されているチャネル グループにレイ
ヤ 3 ポートを追加できます。ポート チャネルがない場合は、このチャネル グループに関連付けら
れたポート チャネルが作成されます。
追加するレイヤ 3 ポートに IP アドレスが設定されている場合、ポートがポート チャネルに追加さ
れる前にその IP アドレスは削除されます。レイヤ 3 ポート チャネルを作成したら、ポートチャネ
ル インターフェイスに IP アドレスを割り当てることができます。また、既存のレイヤ 3 ポート チャ
ネルにサブインターフェイスを追加できます。

作業の前に
作業の前に次の点を確認します。
•

LACP ベースのポート チャネルにする場合は LACP をイネーブルにします。

•

正しい VDC を開始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）。

•

レイヤ 3 インターフェイスに設定した IP アドレスがあれば、この IP アドレスを削除します。

ステップの概要
1. config t
2. interface type slot/port
3. no switchport
4. channel-group channel-number [force] [mode {on | active | passive}]
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5. show interface type slot/port
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 3

チャネル グループに追加するインターフェ
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。
インターフェイスをレイヤ 3 ポートとして設
定します。

no switchport

例:
switch(config-if)# no switchport

ステップ 4

channel-group channel-number [force] [mode {on |
active | passive}]

例:
switch(config-if)# channel-group 5

例:
switch(config-if)# channel-group 5 force

ステップ 5

show interface type slot/port

例:

チャネル グループのポートを変更し、モード
を設定します。チャネル番号の範囲は 1 〜
4096 です。ポート チャネルがない場合、ソフ
トウェアにより、このチャネル グループに関
連付けられたポート チャネルが作成されま
す。
（任意）一部の設定に互換性がないインター
フェイスをチャネルに追加します。追加した
インターフェイスは、チャネル グループと同
じ速度、デュプレックス、フロー制御設定に
する必要があります。
（任意）インターフェイスの内容を表示しま
す。

switch(config-router)# show interface ethernet 1/4

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。

チャネル グループからポートを削除するには、次の手順を実行します。ポートはオリジナルの設定
に戻ります。このポートの IP アドレスを再設定する必要があります。
コマンド

目的

no channel-group

チャネル グループからポートを削除します。

例:
switch(config)# no channel-group
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次に、レイヤ 3 イーサネット インターフェイス 1/5 をチャネル グループ 6 に追加する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# channel-group 6

次に、レイヤ 3 ポートチャネル インターフェイスを作成して IP アドレスを割り当てる例を示しま
す。
switch# config t
switch(config)# interface port-channel 4
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8

帯域幅と遅延の割り当て（情報目的）
ポート チャネルの帯域幅は、そのチャネルのアクティブ リンク数の合計で決まります。
ポートチャネル インターフェイスの帯域幅と遅延を情報目的で設定します。

ステップの概要
1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. bandwidth value
4. delay value
5. exit
6. show interface port-channel channel-number
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例:
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)

ステップ 3

bandwidth value

例:
switch(config-if)# bandwidth 60000000
switch(config-if)#

ステップ 4

delay value

例:
switch(config-if)# delay 10000
switch(config-if)#

設定するポートチャネル 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。
帯域幅を指定します。これは情報目的で使用
します。有効値の範囲は 1 〜 80,000,000 Kbps
です。デフォルト値はチャネル グループのア
クティブ インターフェイスの合計によって
異なります。
スループット遅延を指定します。これは情報
目 的 で 使 用 し ま す。有 効 値 の 範 囲 は 1 〜
16,777,215 で、単位は 10 マイクロ秒です。デ
フォルト値は 1 です。
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ステップ 5

コマンド

目的

exit

インターフェイス モードを終了し、コンフィ
ギュレーションモードに戻ります。

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 6

show interface port-channel channel-number

例:

（任意）指定したポート チャネルのインター
フェイス情報を表示します。

switch(config-router)# show interface port-channel
2

ステップ 7

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。

次に、情報用にポート チャネル 5 の帯域幅および遅延パラメータを設定する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface port-channel 5
switch(config-if)# bandwidth 60000000
switch(config-if)# delay 10000
switch(config-if)#

ポートチャネル インターフェイスのシャットダウンと再起動
ポートチャネル インターフェイスをシャットダウンして再起動できます。ポートチャネル イン
ターフェイスをシャットダウンすると、トラフィックは通過しなくなりインターフェイスは管理上
ダウンします。

ステップの概要
1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. shutdown | no shutdown
4. exit
5. show interface port-channel channel-number
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例:
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)

設定するポートチャネル 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。
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ステップ 3

コマンド

目的

shutdown

インターフェイスをシャットダウンします。
トラフィックは通過せず、インターフェイス
は管理ダウン状態になります。デフォルトは
シャットダウンなしです。

例:
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)#
no shutdown

例:
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

ステップ 4

インターフェイスを開きます。インターフェ
イスは管理的にアップとなります。操作上の
問題がなければ、トラフィックが通過します。
デフォルトはシャットダウンなしです。
インターフェイス モードを終了し、コンフィ
ギュレーションモードに戻ります。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show interface port-channel channel-number

例:

（任意）指定したポート チャネルのインター
フェイス情報を表示します。

switch(config-router)# show interface port-channel
2

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。

次に、ポート チャネル 2 のインターフェイスをアップする例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# no shutdown

ポートチャネルの説明の設定
ポート チャネルの説明を設定できます。

ステップの概要
1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. description
4. exit
5. show interface port-channel channel-number
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例:
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)

ステップ 3

description

例:
switch(config-if)# description engineering
switch(config-if)#

ステップ 4

設定するポートチャネル 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。
ポートチャネル インターフェイスに説明を
追加できます。説明は 80 字以内で行います。
デフォルトでは、説明は表示されません。説
明を表示する場合はあらかじめこのパラメー
タを設定する必要があります。
インターフェイス モードを終了し、コンフィ
ギュレーションモードに戻ります。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show interface port-channel channel-number

例:

（任意）指定したポート チャネルのインター
フェイス情報を表示します。

switch(config-router)# show interface port-channel
2

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。

次に、ポート チャネル 2 に説明を追加する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# description engineering

ポートチャネル インターフェイスへの速度とデュプレックスの設定
ポートチャネル インターフェイスに速度とデュプレックスを設定できます。

ステップの概要
1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. speed {10 | 100 | 1000 | auto}
4. duplex {auto | full | half}
5. exit
6. show interface port-channel channel-number
7. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例:
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)

ステップ 3

speed {10 | 100 | 1000 | auto}

例:
switch(config-if)# speed auto
switch(config-if)#

ステップ 4

duplex {auto | full | half}

例:
switch(config-if)# speed auto
switch(config-if)#

ステップ 5

設定するポートチャネル 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。
ポートチャネル インターフェイスの速度を
設定します。デフォルトの自動ネゴシエー
ションは自動です。
ポートチャネル インターフェイスのデュプ
レックスを設定します。デフォルトの自動ネ
ゴシエーションは自動です。
インターフェイス モードを終了し、コンフィ
ギュレーションモードに戻ります。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 6

show interface port-channel channel-number

例:

（任意）指定したポート チャネルのインター
フェイス情報を表示します。

switch(config-router)# show interface port-channel
2

ステップ 7

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。

次に、ポート チャネル 2 に 100 Mbps を設定する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface port channel 2
switch(config-if)# speed 100

フロー制御の設定
1 GB 以上で動作するポートチャネル インターフェイスのフロー制御ポーズ パケット送信および受
信機能をイネーブルまたはディセーブルにできます。1 GB よりも低速で動作するポートチャネル
インターフェイスでは、ポートチャネル インターフェイスのポーズ パケット受信機能だけをイ
ネーブルまたはディセーブルにできます。

（注）

この設定が正しく動作するには、フロー制御リンクのローカルおよびリモート エンドの両方で一
致する必要があります。
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ステップの概要
1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. flowcontrol {receive | send} {desired | off | on}
4. exit
5. show interface port-channel channel-number
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例:
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)

ステップ 3

flowcontrol {receive | send} {desired | off | on}

例:
switch(config-if)# flowcontrol send desired
switch(config-if)#

ステップ 4

設定するポートチャネル 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。
フロー制御パラメータを設定して、ポート
チャネル インターフェイスのポーズ パケッ
トを送信および受信します。デフォルトは、
ディセーブルです。
インターフェイス モードを終了し、コンフィ
ギュレーションモードに戻ります。

exit

例:
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show interface port-channel channel-number

例:

（任意）指定したポート チャネルのインター
フェイス情報を表示します。

switch(config-router)# show interface port-channel
2

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。

次に、ポート チャネル グループ 2 にポートチャネル インターフェイスを設定してポーズ パケット
を送信および受信する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface port channel 2
switch(config-if)# flowcontrol receive on
switch(config-if)# flowcontrol send on
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ポート チャネルを使ったロード バランシングの設定
ポート チャネルのロードバランシング アルゴリズムを設定し、デバイス全体または VDC との関連
付けにかかわらず 1 のモジュールだけに適用します。モジュールベースのロード バランシングは、
デバイスベースのロード バランシングに優先します。

作業の前に
作業の前に次の点を確認します。
•

LACP ベースのポート チャネルにする場合は LACP をイネーブルにします。

•

正しい VDC を開始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）。

ステップの概要
1. config t
2. port-channel load-balance ethernet {destination-ip | destination-mac | destination-port |
source-destination-ip | source-destination-mac | source-destination-port | source-ip | source-mac |
source-port} [module-number]
3. show port-channel load-balance
4. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

port-channel load-balance ethernet {destination-ip
| destination-mac | destination-port |
source-destination-ip | source-destination-mac |
source-destination-port | source-ip | source-mac |
source-port} [module-number]

例:
switch(config)# port-channel load-balance ethernet
source-destination-mac
switch(config)#

ステップ 3

show port-channel load-balance

例:

デバイスまたはモジュールのロードバランシ
ング アルゴリズムを指定します。有効範囲は
デバイスによって異なります。レイヤ 3 のデ
フォルトは IPv4 および IPv6 の
source-destination-ip、非 IP のデフォルトは
source-destination-mac です。

（任意）ポートチャネル ロードバランシング
アルゴリズムを表示します。

switch(config-router)# show port-channel
load-balance

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。

非 IP トラフィックの source-destination-mac のデフォルトのロードバランシング アルゴリズムと IP
トラフィックの source-destination-ip のデフォルトのロード バランシング アルゴリズムを元に戻す
には、次の手順を実行します。
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コマンド

目的

no port-channel load-balance ethernet

デフォルト ロードバランシング ア
ルゴリズムを元に戻します。

例:
switch(config)# no port-channel load-balance ethernet

次に、モジュール 5 のポート チャネルに発信元 IP ロード バランシングを設定する例を示します。
switch# config t
switch (config)# port-channel load-balance ethernet source-ip module 5

LACP のイネーブル化
LACP はデフォルトでディセーブルです。LACP 設定を開始する前に LACP をイネーブルにする必
要があります。LACP 設定が有効な場合は LACP をディセーブルにできません。
LACP は、LAN ポート グループの機能をダイナミックに学習し、他の LAN ポートに通知します。
LACP は、正確に一致しているイーサネット リンクを識別すると、リンクを 1 つのポート チャネル
としてまとめます。次に、ポート チャネルは単一ブリッジ ポートとしてスパニングツリーに追加
されます。
LACP を設定する手順は次のとおりです。
•

LACP をグローバルにイネーブルにするには、feature lacp コマンドを使用します。

•

LACP をイネーブルにした同一ポート チャネルでは、異なるインターフェイスに異なるモード
を使用できます。指定したチャネル グループに割り当てたインターフェイスであれば、モード
を active と passive で切り替えることができます。

作業の前に
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. feature lacp
3. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

デバイスの LACP をイネーブルにします。

feature lacp

例:
switch(config)# feature lacp

ステップ 3

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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次に、LACP をイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch (config)# feature lacp

LACP ポートチャネル ポート モードの設定
LACP をイネーブルにしたら、LACP ポート チャネルのそれぞれのリンクのチャネル モードを
active または passive に設定できます。このチャネル設定モードを使えば、LACP でリンクを許容で
きます。
関連する集約プロトコルを使用せずにポート チャネルを設定すると、リンク両端のすべてのイン
ターフェイスは on チャネル モードを維持します。
作業の前に
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. interface type slot/port
3. channel-group number mode {active | on | passive}
4. show port-channel summary
5. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 3

channel-group number mode {active | on |
passive}

例:
switch(config-if)# channel-group 5 mode active

設定するインターフェイスを指定します。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。
ポート チャネルのリンクのポート モードを指定
します。LACP をイネーブルにしたら、リンクご
とまたはチャネル全体を active または passive に
設定します。
関連する集約プロトコルを使用せずにポート
チャネルを実行する場合、ポートチャネル モー
ドは常に on です。
デフォルト ポートチャネル モードは on です。

ステップ 4

show port-channel summary

（任意）ポート チャネルの概要を表示します。

例:
switch(config-if)# show port-channel summary
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コマンド
ステップ 5

目的

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。

次に、チャネル グループ 5 のイーサネット インターフェイスのアクティブ ポートチャネル モード
に LACP をイネーブルにしたインターフェイスを設定する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# channel-group 5 mode active

LACP システム プライオリティの設定
LACP のシステム ID は、LACP システム プライオリティ値と MAC アドレスを組み合わせたもので
す。
複数の VDC のシステム プライオリティ値を同じ設定にすることができます。
作業の前に
LACP をイネーブルにします。
正しい VDC を開始していることを確認します（または switch tovdc コマンドを使用します）。
ステップの概要
1. config t
2. lacp system-priority priority
3. show lacp system-identifier
4. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

lacp system-priority priority

例:
switch(config)# lacp system-priority 40000

LACP を使用するシステム プライオリティに
変更します。有効な値は 1 〜 65535 で、数字
が大きいほどプライオリティは低くなりま
す。デフォルト値は 32768 です。

（注）

VDC ごとに LACP システム ID が異
なります。これは、この設定値に MAC
アドレスが追加されるためです。
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ステップ 3

コマンド

目的

show lacp system-identifier

LACP システム ID を表示します。

例:
switch(config-if)# show lacp system-identifier

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。

次に、LACP のシステム プライオリティを 2500 に設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# lacp system-priority 2500

LACP ポート プライオリティの設定
LACP をイネーブルにしたら、ポート プライオリティの LACP ポート チャネルにそれぞれのリンク
を設定できます。

作業の前に
LACP をイネーブルにします。
正しい VDC を開始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）。
ステップの概要
1. config t
2. interface type slot/port
3. lacp port-priority priority
4. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例:
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 3

lacp port-priority priority

例:
switch(config-if)# lacp port-priority 40000.

設定するインターフェイスを指定します。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。
LACP を使用するポート プライオリティに変更しま
す。有効な値は 1 〜 65535 で、数字が大きいほどプ
ラ イ オ リ テ ィ は 低 く な り ま す。デ フ ォ ル ト 値 は
32768 です。
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コマンド
ステップ 4

目的

copy running-config startup-config

例:

（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。

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

次に、イーサネット インターフェイス 1/4 の LACP ポート プライオリティを 40000 に設定する例を
示します。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# lacp port priority 40000
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ポートチャネル設定の確認
ポートチャネル設定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 interface port-channel channel-number

ポートチャネル インターフェイスのステータスを表示し
ます。

show port-channel compatibility-parameters

ポート チャネルに追加するためにメンバ ポート間で同じ
にするパラメータを表示します。

show port-channel database [interface port-channel
channel-number]

1 つまたは複数のポートチャネル インターフェイスの集約
状態を表示します。

show port-channel load-balance

ポート チャネルで使用するロード バランシングのタイプ
を表示します。

show port-channel summary

ポートチャネル インターフェイスの概要を表示します。

show port-channel traffic

ポート チャネルのトラフィック統計情報を表示します。

show port-channel usage

使用チャネル数および未使用チャネル数の範囲を表示しま
す。

show lacp {counters [interface port-channel channel-number] | LACP の情報を表示します。
[interface type/slot] | neighbor [interface port-channel
channel-number] | port-channel [interface port-channel
channel-number] | system-identifier]}
show running-config interface port-channel channel-number

ポートチャネルの実行コンフィギュレーション情報を表示
します。

これらのコマンドの出力フィールドに関する詳細については、『Cisco NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』を参照してください。

統計情報の表示
ポートチャネル インターフェイス設定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

clear counters interface port-channel channel-number

カウンタをクリアします。

clear lacp counters [interface port-channel channel-number]

LACP カウンタをクリアします。

show interface counters [module module]

入力および出力オクテット ユニキャスト パケット、マルチ
キャスト パケット、ブロードキャスト パケットを表示しま
す。

show interface counters detailed [all]

入力パケット、バイト、マルチキャストおよび出力パケッ
ト、バイトを表示します。

show interface counters errors [module module]

エラー パケットの数を表示します。

show lacp counters

LACP の統計情報を表示します。
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ポート チャネルの設定例
次に、LACP ポート チャネルを作成し、そのポート チャネルに 2 つのレイヤ 2 インターフェイスを
追加する例を示します。
switch# config t
switch (config)# feature lacp
switch (config)# interface port-channel 5
switch (config-if)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# channel-group 5 mode active
switch(config-if)# lacp port priority 40000
switch(config-if)# interface ethernet 1/7
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# channel-group 5 mode

次に、チャネル グループに 2 つのレイヤ 3 インターフェイスを追加する例を示します。ソフトウェ
アによって、ポート チャネルは自動的に作成されます。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# no ip address
switch(config-if)# channel-group 6 mode active
switch (config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# no ip address
switch(config-if)# channel-group 6 mode active
switch (config)# interface port-channel 6
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8

デフォルト設定
表 5-3 に、ポートチャネル パラメータのデフォルト設定を示します。
表 5-3

デフォルト ポートチャネル パラメータ

パラメータ

デフォルト

ポート チャネル

管理アップ

レイヤ 3 インターフェイスのロード バランシング方式

送信元および宛先 IP アドレス

レイヤ 2 インターフェイスのロード バランシング方式

送信元および宛先 MAC アドレス

モジュールごとのロード バランシング

ディセーブル

LACP

ディセーブル

チャネル モード

on

LACP システム プライオリティ

32768

LCAP ポート プライオリティ

32768
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その他の参考資料
ポート チャネルの実装に関する追加情報については、次のセクションを参照してください。
•

関連資料（p.5-34）

•

MIB（p.5-34）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 インターフェイスの設定

第 3 章「レイヤ 2 インターフェイスの設定」

レイヤ 3 インターフェイスの設定

第 4 章「レイヤ 3 インターフェイスの設定」

共有および専用ポート

第 2 章「基本インターフェイス パラメータの設定」

コマンド リファレンス

『Cisco NX-OS Interfaces Command Reference』

インターフェイス

『Cisco DCNM Interfaces Configuration Guide』

システム管理

『Cisco NX-OS System Management Configuration Guide』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco NX-OS High Availability and Redundancy Guide』

VDC

『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco NX-OS Release Notes, Release 4.0』

標準
標準

タイトル

IEEE 802.3ad

—

MIB

MIB リンク

MIB

•

IEEE8023-LAG-CAPABILITY

次の URL で MIB にアクセスしてダウンロードします。

•

CISCO-LAG-MIB

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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IP トンネルの設定
この章では、デバイスで Generic Route Encapsulation（GRE）を使って IP トンネルを設定する手順に
ついて説明します。
ここでは、次の内容を説明します。
•

IP トンネルについて（p.6-2）

•

IP トンネルのライセンス要件（p.6-4）

•

IP トンネルの前提条件（p.6-4）

•

注意事項と制限（p.6-4）

•

IP トンネルの設定（p.6-5）

•

IP トンネル設定情報の確認（p.6-10）

•

IP トンネルの設定例（p.6-11）

•

デフォルト設定（p.6-11）

•

その他の参考資料（p.6-12）
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IP トンネルについて
IP トンネルを使うと、同じレイヤまたは上位レイヤ プロトコルをカプセル化して、2 台のデバイス
間で作成されたトンネルを通じて IP に結果を転送できます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

IP トンネルの概要（p.6-2）

•

GRE トンネル（p.6-2）

•

PMTUD（p.6-3）

•

バーチャライゼーション サポート（p.6-3）

•

ハイ アベイラビリティ（p.6-3）

IP トンネルの概要
IP トンネルは次の 3 つの主要コンポーネントで構成されています。
•

パッセンジャ プロトコル ― カプセル化する必要があるプロトコル。パッセンジャ プロトコル
の例には IPv4 があります。

•

キャリア プロトコル ― パッセンジャ プロトコルをカプセル化するために使用するプロトコ
ル。Cisco NX-OS は キャリア プロトコルとして GRE をサポートします。

•

トランスポート プロトコル ― カプセル化したプロトコルを伝送するために使用するプロトコ
ル。トランスポート プロトコルの例には IPv4 があります。

IP トンネルは IPv4 などのパッセンジャ プロトコルを使用し、このプロトコルを GRE などのキャリ
ア プロトコル内にカプセル化します。次に、このキャリア プロトコルは IPv4 などのトランスポー
ト プロトコルを通じてデバイスから送信されます。
対応する特性を持つトンネル インターフェイスをトンネルの両端にそれぞれ設定します。詳細につ
いては、
「IP トンネルの設定」（p.6-5）を参照してください。

GRE トンネル
GRE をさまざまなパッセンジャ プロトコルのキャリア プロトコルとして使用できます。
図 6-1 に、GRE トンネルの IP トンネル コンポーネントを示します。オリジナルのパッセンジャ プ
ロトコル パケットは GRE ペイロードとなり、デバイスはパケットに GRE ヘッダーを追加します。
次にデバイスはトランスポート プロトコル ヘッダーをパケットに追加して送信します。

図 6-1

GRE PDU

IP

GRE

185053

GRE
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PMTUD
Path 最大伝送ユニット（maximum transmission unit; MTU）ディスカバリ（PMTUD）は、パケット
の発信元から宛先へのパスに沿って最小 MUT を動的に決定することで、2 つのエンドポイント間
のパスのフラグメンテーションを防ぎます。PMTUD は、パケットにフラグメンテーションが必要
であるという情報がインターフェイスに届くと、接続に対する送信 MTU 値を減らします。
PMTUD をイネーブルにすると、インターフェイスはトンネルを通過するすべてのパケットに Don't
Fragment（DF）ビットを設定します。トンネルに入ったパケットがそのパケットの MTU 値よりも
小さい MTU 値を持つリンクを検出すると、リモート リンクはそのパケットをドロップし、パケッ
トの送信元に ICMP メッセージを返します。このメッセージには、フラグメンテーションが要求さ
れたこと（しかし許可されなかったこと）と、パケットをドロップしたリンクの MTU が含まれて
います。

（注）

トンネル インターフェイスの PMTUD は、トンネル エンドポイントがトンネルのパスでデバイス
によって生成される ICMP メッセージを受信することを要求します。ファイアウォール接続を通じ
て PMTUD を使用する前に、ICMP メッセージが受信できることを確認してください。

バーチャライゼーション サポート
IP トンネルはデフォルトの Virtual Device Context（VDC）にだけ設定できます。
トンネル インターフェイスは Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスのメンバとして設
定できます。特に別の VDC や VRF を設定しないかぎり、デフォルトでは、Cisco NX-OS のデフォ
ルトの VDC およびデフォルトの VRF が使用されます。
VDC については『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 4.0』を、インター
フェイスを VRF のメンバとして設定することについては『Cisco NX-OS Unicast Routing Configuration
Guide, Release 4.0』を参照してください。

（注）

トンネル インターフェイスに IP アドレスを設定する前に、そのトンネル インターフェイスに VRF
を割り当てる必要があります。

ハイ アベイラビリティ
IP トンネルはステートフル再起動をサポートします。ステートフル再起動はスーパーバイザ切り替
え時に発生します。切り替え後、Cisco NX-OS は実行時の設定を適用します。
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IP トンネルのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

NX-OS

IP トンネルには Enterprise Services ライセンスが必要です。NX-OS ライセン
ス スキームの詳しい内容とライセンスの入手方法および適用方法について
は、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IP トンネルの前提条件
IP トンネルには次の前提条件があります。
•

IP トンネルを設定するための TCP/IP に関する基礎知識があること。

•

スイッチにログ オンしていること。

•

Cisco NX-OS の Enterprise Services ライセンスをインストールしていること。

•

IP トンネルを設定してイネーブルにする前にデバイスのトンネリング機能をイネーブルにし
ておくこと。

注意事項と制限
IP トンネルには次の注意事項と制限があります。
•

Cisco NX-OS は、IETF RFC 2784 に定義されている GRE ヘッダーをサポートします。Cisco
NX-OS は、トンネル キーと IETF RFC 1701 のその他のオプションをサポートしません。
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IP トンネルの設定
ここでは、次の内容について説明します。

（注）

•

トンネリングのイネーブル化（p.6-5）

•

トンネル インターフェイスの作成（p.6-5）

•

GRE トンネルの設定（p.6-7）

•

PMTUD のイネーブル化（p.6-8）

•

トンネル インターフェイスに割り当てる VRF メンバシップ（p.6-8）

Cisco IOS CLI を熟知している場合は、この機能の Cisco NX-OS コマンドと使用する Cisco IOS コマ
ンドが異なる場合もある点に注意してください。

トンネリングのイネーブル化
IP トンネルを設定する前にトンネリング機能をイネーブルにする必要があります。
ステップの詳細
コマンド

目的

feature tunnel

トンネリング機能をイネーブルにします。

例:
switch(config)# feature tunnel

トンネル インターフェイスの作成
トンネル インターフェイスを作成して、この論理インターフェイスを IP トンネルに設定できます。
作業の前に
トンネリング機能がイネーブルになっていることを確認します。

ステップの概要
1. config t
2. interface tunnel number
3. tunnel source {ip-address | interface-name}
4. tunnel destination {ip-address | host-name}
5. show interfaces tunnel number
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface tunnel number

例:

新しいトンネル インターフェイスを作成しま
す。

switch(config)# interface tunnel 1
switch(config-if)#

ステップ 3

tunnel source {ip-address | interface-name}

例:

この IP トンネルの送信元アドレスを設定しま
す。

switch(config-if)# tunnel source ethernet 1/2

ステップ 4

tunnel destination {ip-address | host-name}

この IP トンネルの宛先アドレスを設定します。

例:
switch(config-if)# tunnel destination 192.0.2.1

ステップ 5

show interfaces tunnel number

例:

（任意）トンネル インターフェイスの統計情報を
表示します。

switch(config-if)# show interfaces tunnel 1

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

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

トンネル インターフェイスおよびすべての関連する設定を削除するには、no interface tunnel コマ
ンドを使用します。
コマンド

目的

no interface tunnel number

トンネル インターフェイスおよび関連する設定
を削除します。

例:
switch(config)# no interface tunnel 1

次のパラメータを任意に設定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードでトンネルを
調整します。
コマンド

目的

description string

トンネルの説明を設定します。

例:
switch(config-if)# description GRE tunnel
mtu value

例:

インターフェイス上で送信する IP パケットの
MTU を設定します。

switch(config-if)# mtu 1400
tunnel ttl value

例:

トンネルの Time-to-Live（TTL; 存続可能時間）
値を設定します。有効値の範囲は 1 〜 255 です。

switch(config-if)# tunnel ttl 100
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次に、トンネル インターフェイスを作成する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface tunnel 1
switch(config-if)# tunnel source ethernet 1/2
switch(config-if)# tunnel destination 192.0.2.1
switch(config-if)# copy running-config startup-config

GRE トンネルの設定
トンネル インターフェイスを GRE トンネル モードに設定できます。
作業の前に
トンネリング機能がイネーブルになっていることを確認します。

ステップの概要
1. config t
2. interface tunnel number
3. tunnel mode gre ip
4. show interfaces tunnel number
5. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

トンネル 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。

interface tunnel number

例:
switch(config)# interface tunnel 1
switch(config-if)#

ステップ 3

このトンネル モードを GRE に設定します。

tunnel mode gre ip

例:
switch(config-if)# tunnel mode gre ip

ステップ 4

show interfaces tunnel number

例:

（任意）トンネル インターフェイスの統計情
報を表示します。

switch(config-if)# show interfaces tunnel 1

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

例:
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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次に、トンネル インターフェイスに GRE を設定し、GRE トンネルにキープアライブを設定する方
法を示します。
switch# config t
switch(config)# interface tunnel 1
switch(config-if)# tunnel mode gre ip
switch(config-if)# copy running-config startup-config

PMTUD のイネーブル化
トンネルの PMTUD をイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モード
で次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

tunnel path-mtu-discovery [age-timer min]
[min-mtu bytes]

トンネル インターフェイスで PMTUD をイネー
ブルにします。次のパラメータがあります。

例:

•

mins ― 分数を指定します。有効値の範囲は
10 〜 30 であり、デフォルトは 10 です。

•

mtu-bytes ― 認識される最小 MTU。有効値
の範囲は 92 〜 65535 であり、デフォルトは
92 です。

switch(config-if)# tunnel
path-mtu-discovery 25 1500

トンネル インターフェイスに割り当てる VRF メンバシップ
VRF にトンネル インターフェイスを追加できます。
作業の前に
トンネリング機能がイネーブルになっていることを確認します。
VRF にインターフェイスを設定してから、トンネル インターフェイスに IP アドレスを割り当てま
す。

ステップの概要
1. config t
2. interface tunnel number
3. vrf member vrf-name
4. ip-address ip-prefix/length
5. show vrf [vrf-name] interface interface-type number
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例:
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

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。

interface tunnel number

例:
switch(config)# interface tunnel 0
switch(config-if)#

ステップ 3

このインターフェイスを VRF に追加します。

vrf member vrf-name

例:
switch(config-if)# vrf member RemoteOfficeVRF

ステップ 4

ip address ip-prefix/length

例:
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/16

ステップ 5

このインターフェイスに IP アドレスを設定
します。このステップは、このインターフェ
イスに VRF を割り当ててから実行します。

show vrf [vrf-name] interface interface-type number （任意）VRF の内容を表示します。

例:
switch(config-vrf)# show vrf Enterprise interface
tunnel 0

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）この設定の変更を保存します。

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

次に、トンネル インターフェイスに VRF を追加する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface tunnel 0
switch(config-if)# vrf member RemoteOfficeVRF
switch(config-if)# ip address 209.0.2.1/16
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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IP トンネル設定情報の確認

IP トンネル設定情報の確認
IP トンネルの設定情報を確認するには、次のコマンドを使用します。
コマンド
show interface tunnel number

目的
トンネル インターフェイスの設定を表示します
（MTU、プロトコル、トランスポート、VRF）。
入力および出力パケット、バイト、パケット レー
トを表示します。

show interface tunnel number brief

トンネル インターフェイスの動作状態、IP アド
レス、カプセル化のタイプ、MTU を表示します。

show interface tunnel number description

トンネル インターフェイスの設定内容を表示し
ます。

show interface tunnel number status

トンネル インターフェイスの動作状態を表示し
ます。

show interface tunnel number status err-disabled

トンネル インターフェイスの errdisable 状態を
表示します。

トンネル インターフェイスの統計情報の表示
トンネル インターフェイスの統計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 interface tunnel number counters

トンネル インターフェイスの統計情報を表示し
ます（ユニキャスト、マルチキャスト、ブロー
ドキャスト）。

show interface tunnel number counters brief

トンネル インターフェイスの入力および出力カ
ウンタを表示します。
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IP トンネルの設定例
次に、簡単な GRE トンネルの例を示します。イーサネット 1/2 はルータ A のトンネル送信元およ
びルータ B のトンネル宛先です。イーサネット インターフェイス 2/1 はルータ B のトンネル発信
元およびルータ A のトンネル宛先です。
ルータ A：
feature tunnel
interface tunnel 0
ip address 209.165.20.2/8
tunnel source ethernet 1/2
tunnel destination 192.0.2.2
tunnel mode gre ip
tunnel path-mtu-discovery 25 1500
interface ethernet1/2
ip address 192.0.2.55/8

ルータ B：
feature tunnel
interface tunnel 0
ip address 209.165.20.1/8
tunnel source ethernet2/1
tunnel destination 192.0.2.55
tunnel mode gre ip
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.2/8

デフォルト設定
表 6-1 に、IP トンネル パラメータのデフォルト設定を示します。
表 6-1

デフォルトの IP トンネル パラメータ

パラメータ

デフォルト

PMTUD 経過時間タイマー

10 秒

PMTUD 最小 MTU

64

トンネル機能

ディセーブル
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その他の参考資料

その他の参考資料
IP トンネルの実装に関する追加情報については、次のセクションを参照してください。
•

関連資料（p.6-12）

•

標準（p.6-12）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IP トンネル コマンド

『Cisco NX-OS Interfaces Command Reference, Release
4.0』

IP フラグメンテーションおよび PMTUD

『Resolve IP Fragmentation, MTU, MSS, and PMTUD
Issues with GRE and IPSEC』

標準
標準

タイトル

この機能でサポートする新しい標準や変更された標準はあ —
りません。現在サポートされている標準のうち、この機能
で変更されたものはありません。
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Cisco NX-OS インターフェイス
Release 4.x がサポートする IETF RFC
ここでは、Cisco NX-OS Release 4.x でサポートするインターフェイスに関する IETF RFC を示しま
す。

BGP に関する RFC の参考資料
RFC

タイトル

RFC 1997

『BGP Communities Attribute』

RFC 2385

『Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option』

RFC 2439

『BGP Route Flap Damping』

RFC 2519

『A Framework for Inter-Domain Route Aggregation』

RFC 2545

『Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing』

RFC 2858

『Multiprotocol Extensions for BGP-4』

RFC 3065

『Autonomous System Confederations for BGP』

RFC 3392

『Capabilities Advertisement with BGP-4』

RFC 4271

『A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)』

RFC 4273

『Definitions of Managed Objects for BGP-4』

RFC 4456

『BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)』

RFC 4486

『Subcodes for BGP Cease Notification Message』

RFC 4724

『Graceful Restart Mechanism for BGP』

RFC 4893

『BGP Support for Four-octet AS Number Space』

draft-ietf-idr-avoid-transition-05.txt

『Avoid BGP Best Path Transitions from One External to Another』

draft-ietf-idr-bgp4-mib-15.txt

『BGP4-MIB』

draft-kato-bgp-ipv6-link-local-00.txt

『BGP4+ Peering Using IPv6 Link-local Address』

First-Hop Redundancy Protocol に関する RFC の参考資料
RFC

タイトル

RFC 2281

『Hot Standby Redundancy Protocol』

RFC 3768

『Virtual Router Redundancy Protocol』
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Cisco NX-OS インターフェイス Release 4.x がサポートする IETF RFC

IP サービスに関する RFC の参考資料
RFC

タイトル

RFC 786

『UDP』

RFC 791

『IP』

RFC 792

『ICMP』

RFC 793

『TCP』

RFC 826

『ARP』

RFC 1027

『Proxy ARP』

RFC 1591

『DNS Client』

RFC 1812

『IPv4 routers』

IPv6 に関する RFC の参考資料
RFC

タイトル

RFC 1981

『Path MTU Discovery for IP version 6』

RFC 2373

『IP Version 6 Addressing Architecture』

RFC 2374

『An Aggregatable Global Unicast Address Format』

RFC 2460

『Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification』

RFC 2461

『Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)』

RFC 2462

『IPv6 Stateless Address Autoconfiguration』

RFC 2463

『Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6
(IPv6) Specification』

RFC 2464

『Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks』

RFC 2467

『Transmission of IPv6 Packets over FDDI Networks』

RFC 2472

『IP Version 6 over PPP』

RFC 2492

『IPv6 over ATM Networks』

RFC 2590

『Transmission of IPv6 Packets over Frame Relay Networks Specification』

RFC 3152

『Delegation of IP6.ARPA』

RFC 3162

『RADIUS and IPv6』

RFC 3513

『Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture』

RFC 3596

『DNS Extensions to Support IP version 6』

RFC 4193

『Unique Local IPv6 Unicast Addresses』
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Cisco NX-OS インターフェイスの設定
制限
NX-OS がサポートする機能には最大設定制限があります。一部の機能については、この最大数より
も少ない制限をサポートする設定を認定しています。表 B-1 に、NX-OS Release 4.x を実行するス
イッチについてシスコが認定している制限および最大制限を示します。
表 B-1

Cisco NX-OS Release 4.x の設定制限

機能

最大制限

VDC あたりの VLAN

4000

デバイスあたりのポート チャネル

192
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Cisco NX-OS インターフェイスの設定制限
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