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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて

いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス

トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」

表を参照してください。
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高度な FabricPath 機能について

FabricPathを実行するには、シャーシに Fシリーズモジュールを取り付けている必要がありま
す。

（注）

FabricPath レイヤ 2 IS-IS の詳細設定について

FabricPathのレイヤ 2 IS-ISのデフォルト動作については、「FabricPathスイッチングの設定」
を参照してください。

（注）

レイヤ2 IS-ISのデフォルト設定を使用してFabricPathネットワークを実行することを推奨します。

IS-IS設定の多くは、任意で変更することもできます。次の設定を変更できます。

•デバイス全体および FabricPathネットワーク内の各デバイスでグローバルに変更

• FabricPathネットワーク内の指定の FabricPathインターフェイスで変更

FabricPathレイヤ 2 IS-IS設定のいずれかを変更した場合は、FabricPathネットワーク内のすべての
デバイスのグローバルパラメータに対して、また、ネットワーク内の該当するすべてのFabricPath
インターフェイスのインターフェイスパラメータに対して、必ず同じ変更を加えてください。

レイヤ 2 IS-ISは、レイヤ 3 IS-ISに基づいており、レイヤ 2で実行できるように拡張されていま
す。レイヤ 2 IS-ISのコマンドと、レイヤ 3 IS-ISのコマンドは異なります。レイヤ 2 IS-ISは、
FabricPathのコントロールプレーンであり、単一のプロトコルにより、すべてのユニキャスト、
およびマルチキャストトラフィックを制御します。転送に関しては、FabricPathレイヤ 2 IS-ISで
は、ユニキャスト、未知のユニキャスト、ブロードキャスト、およびマルチキャストフレームの

トラフィックが転送されます。レイヤ 2 IS-ISを使用して、システムは FabricPathネットワーク全
体にわたるループフリーパスを維持します（FabricPathレイヤ 2 IS-ISのデフォルト動作について
は「FabricPathスイッチングの設定」、FabricPathフォワーディングについては「FabricPathフォ
ワーディングの設定」をそれぞれ参照してください）。

これらの詳細な FabricPathレイヤ 2 IS-ISの設定によって、FabricPathネットワークの動作を微調
整することができます。

Cisco Nexusリリース 6.2(2)以降、次に示す FabricPathレイヤ 2 IS-IS詳細機能を使用できます。

•オーバーロードビット：FabricPath IS-ISのオーバーロードビットを設定できます。ノードが
リブートしたりオーバーロード状態になったりした状況での、一貫したルーティング動作を

実現します。

• VLANプルーニング：VLAN用の F1シリーズモジュール、F2シリーズモジュール、または
スイッチ仮想インターフェイス（SVI）上にアクティブなクラシックイーサネット（CE）
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ポートが存在する場合にのみ、それらの VLANのデータトラフィックがスイッチによって
取り込まれます。

•ルートマップおよびメッシュグループ：FabricPath IS-ISトポロジに再配布されるルートを制
御するために、ルートマップを使用できます。メッシュグループは、パラレルリンクおよ

びメッシュトポロジのフラッディングを削減します。パラレルリンクの場合、ブロックモー

ドにより、最初の交換後にフラッディングが停止します。メッシュトポロジの場合、グルー

プモードによってリンクがグループ化され、リンクステートパケット（LSP）フラッディン
グが停止されて、LSPを受け取るグループ内の同じリンクに戻されます。

Cisco NX-OSリリース 6.2(8)より前の FabricPathレイヤ 2 IS-ISは、オーバーロードビットが設
定された状態でもエニーキャストスイッチ IDをアドバタイズします。これにより、選択した
ノードのコンバージェンスに長い時間がかかることがあります。Cisco NX-OSリリース 6.2(8)
以降、システムはオーバーロードビットが設定された状態でエニーキャストスイッチ IDをア
ドバタイズしません。これによりコンバージェンス時間が改善されます。

（注）

ハイアベイラビリティ

FabricPathトポロジでは、ISSUを介して設定が保持されます。

高可用性の詳細については、『CiscoNexus 7000 Series NX-OSHighAvailability andRedundancyGuide』
を参照してください。

仮想デバイスコンテキスト

スイッチで FabricPathをイネーブルにする前に FabricPathフィーチャセットをインストールする
必要があります。FabricPathフィーチャセットのインストールの詳細については、『Configuring
Feature Set for FabricPath』を参照してください。

Fシリーズモジュールには複数の FEが存在するため、次のポートペアを同じVDCに割り当てる
必要があります。

•ポート 1とポート 2

•ポート 3とポート 4

•ポート 5とポート 6

•ポート 7とポート 8

•ポート 9とポート 10

•ポート 11とポート 12

•ポート 13とポート 14

•ポート 15とポート 16
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•ポート 17とポート 18

•ポート 19とポート 20

•ポート 21とポート 22

•ポート 23とポート 24

•ポート 25とポート 26

•ポート 27とポート 28

•ポート 29とポート 30

•ポート 31とポート 32

VDCの詳細については、『Virtual Device Context Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN』を参照
してください。

複数のトポロジ

FabricPathの枠組みでは、1つのネットワークを複数のトポロジに分割できます。各トポロジの中
で、ブロードキャストおよびマルチキャストトラフィックの転送用に 1つ以上のツリーを計算で
きます。ツリーは非環式グラフ形式によるリンクのサブセットで、グラフは、非環式トポロジを

形成するレイヤ 2マルチパス（L2MP）ノードおよびリンクのコレクションです。L2MP IS-ISコ
ンポーネントは、同じプロセスで実行される複数のトポロジーをサポートします。これにより、

VLANあたり 1プロセスを使用する場合と比べて CPU使用率が低減します。

同じレイヤ2ドメイン内に複数のポッド（小さなレイヤ2ブロック）を含めることができますが、
すべてのポッドで同じVLANのセットを設定する必要があります。FabricPathを使用しない場合、
各ポッドでいくつかの VLANをローカル VLANとして使用することができ、それらの VLANの
トラフィックはポッド内のスイッチに限定されます。ローカルVLANトラフィックをポッド向け
に制限するために、ローカル VLAN用に別個の FabricPathトポロジが設定されます。各ポッドの
設定では、いくつかのローカルVLANからなる固有のセットを使用する必要があります。ローカ
ル VLAN上のブロードキャストおよびマルチキャストトラフィックは、マルチキャストツリー
に基づいてスパインスイッチおよび他のポッドを通過することがあります。

L2MPネットワークに複数のトポロジが存在することがあります。各トポロジには、複数のグラ
フが関連付けられます。ただし、動的リソース割り当てプロトコル（DRAP）からトリガーを受け
取るまでは、すべてのグラフが使用可能なわけではありません。トリガーを受信すると、グラフ

がアクティブ化されます。トポロジが変更されると、これらのグラフのループフリープロパティ

を維持するために、ポートのハードウェア状態を設定するトリガーが送信されます。L2MP IS-IS
コンポーネントは、他のプロトコルからのマルチキャストルートの再配布を要求します。マルチ

キャストレイヤ2ルーティング情報ベース（M2RIB）に入力されたすべてのルートが、L2MPIS-IS
によって、グループメンバーシップ（GM）リンクステートプロトコル（LSP）で再配布されま
す。
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FabricPath のライセンス要件
FabricPathには、拡張レイヤ 2パッケージのライセンスが必要です。Cisco NX-OSライセンス方式
の詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参
照してください。

FabricPath の前提条件
FabricPathフォワーディングには、次の前提条件があります。

•クラシカルイーサネットのレイヤ 2機能の使用経験がある。

•スイッチで FabricPathをイネーブルにする前に、FabricPathフィーチャセットをデフォルト
およびデフォルト以外のVDCにインストールしている。FabricPathフィーチャセットのイン
ストールとイネーブル化の詳細については、『Configuring Feature Set for FabricPath』を参照
してください。

•サービス障害や電源投入後など、スタンバイスーパーバイザが不安定な状態にある場合、
FabricPathフィーチャセットの操作によってスタンバイスーパーバイザがリロードされるこ
とがあります。

•デバイスにログインしている。

•拡張レイヤ 2ライセンスがインストールされていることを確認します。

•現在の仮想デバイスコンテキスト（VDC）が正しい。VDCは、一連のシステムリソースを
論理的に表現する用語です。switchto vdcコマンドでは VDC番号を指定できます。

• Fシリーズモジュールで作業している。

FabricPath の詳細機能に関する注意事項および制限事項
FabricPath設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。

• FabricPathインターフェイスは、FabricPathでカプセル化されたトラフィックだけを伝送しま
す。

•コマンドを表示したり、コマンドにアクセスしたりするには、各デバイスで FabricPathをイ
ネーブルにします。各デバイスで FabricPathをイネーブルにするには、feature-set fabricpath
コマンドを入力します。FabricPathフィーチャセットのインストールとイネーブル化の詳細
については、『Configuring Feature-Set for FabricPath』を参照してください。

•サービス障害や電源投入後など、スタンバイスーパーバイザが不安定な状態にある場合、
FabricPathフィーチャセットの操作によってスタンバイスーパーバイザがリロードされるこ
とがあります。

• STPは、FabricPathネットワーク内では動作しません。
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• Fシリーズモジュールは、複数の SPAN宛先ポートや仮想 SPANをサポートしません。Fシ
リーズモジュールのポートが VDC内にあり、その VDCに複数の SPAN宛先ポートが存在
する場合、その SPANセッションは機能しません。

• FabricPathの実行中は、プライベート VLAN設定に次の注意事項が適用されます。

◦プライベート VLAN内のすべての VLANは同じ VLANモード（CEまたは FabricPath）
である必要があります。タイプの異なる VLANをプライベート VLANに追加しようと
しても、それらの VLANはプライベート VLANでアクティブになりません。その設定
はシステムに記憶されるので、後で VLANモードを変更したときに、その VLANは指
定のプライベート VLANでアクティブになります。

◦ FabricPathポートは、プライベート VLANに追加できません。

•システムは、階層型のスタティックMACアドレスをサポートしません。つまり、スタティッ
クな FabricPath ODAおよび OSAは設定できません。クラシカルイーサネットのスタティッ
クMACアドレスだけを設定できます。

• Fシリーズモジュールでは、VLAN内にポートを持つすべての転送エンジン（FE）にユーザ
設定のスタティックMACアドレスがプログラムされます。

FabricPath レイヤ 2 IS-IS の詳細パラメータの設定

次のコマンドを表示するには、Fシリーズモジュールで FabricPathをイネーブルにする必要が
あります。

（注）

FabricPathをイネーブルにするとレイヤ 2 IS-ISプロトコルは自動的に動作しますが、任意でパラ
メータを設定することもできます。FabricPathレイヤ 2 IS-ISパラメータにはグローバルに設定す
るものと、インターフェイス単位で設定するものがあります。

FabricPath レイヤ 2 IS-IS の詳細パラメータのグローバル設定（任意）
FabricPathをイネーブルにすると、FabricPathレイヤ 2 IS-ISプロトコルは自動的に動作しますが、
グローバルパラメータを任意で設定することもできます。

はじめる前に

Fシリーズモジュールで作業していることを確認します。

拡張レイヤ 2ライセンスがインストールされていることを確認します。

FabricPath機能がイネーブルになっていることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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。

switch# configure terminalステップ 1   

グローバル FabricPathレイヤ 2 IS-ISコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config)# fabricpath
domain default

ステップ 2   

（任意）

PDU受信での認証チェックを設定します。認証チェッ
クをオフにするには、このコマンドの no形式を使用
します。

switch(config-fabricpath-isis)#
authentication-check

ステップ 3   

デフォルトはオンです。

（任意）

認証キーチェーンを設定します。このパラメータをク

リアするには、このコマンドのno形式を使用します。

switch(config-fabricpath-isis)#
authentication
key-chainauth-key-chain-name

ステップ 4   

キーチェーンの作成の例は、次のとおりです。

key chain trees
key 0
key-string cisco01
accept-lifetime 07:00:00 Sep 20 2011

infinite
send-lifetime 07:00:00 Sep 20 2011

infinite

キーチェーンの詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照して
ください。

（任意）

認証タイプを設定します。このパラメータをクリアす

るには、このコマンドの no形式を使用します。

switch(config-fabricpath-isis)#
authentication type {cleartext
|md5}

ステップ 5   

（任意）

FabricPathレイヤ 2 IS-ISネイバーの状態が変わった場
合にログメッセージを送信するよう、デバイスを設定

switch(config-fabricpath-isis)#
log-adjacency-changes

ステップ 6   

します。ログメッセージを停止するには、このコマン

ドの no形式を入力します。デフォルトは offです。

（任意）

LSP生成の間隔を設定します。デフォルト値に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。オプショ
ンの引数は次のとおりです。

switch(config-fabricpath-isis)#
lsp-gen-intervallsp-max-wait
[lsp-initial-waitlsp-second-wait]

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

• lsp-max-wait：トリガーから LSP発生までの初期
待ち時間。有効な範囲は 50～ 12000ミリ秒で、
デフォルト値は 8000ミリ秒です。

• lsp-initial-wait：トリガーからLSP発生までの初期
待ち時間。有効な範囲は 50～ 12000ミリ秒で、
デフォルト値は 50ミリ秒です。

• lsp-second-wait：バックオフ時の LSPスロットル
に使用する第 2待ち時間。有効な範囲は 50～
12000ミリ秒で、デフォルト値は50ミリ秒です。

（任意）

LSPMTUを設定します。デフォルト値に戻すには、こ
のコマンドのno形式を使用します。有効な範囲は 128
～ 4352で、デフォルト値は 1492です。

switch(config-fabricpath-isis)#
lsp-mtumtu

ステップ 8   

（任意）

LSPの最大ライフタイムを秒数で設定します。デフォ
ルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し

switch(config-fabricpath-isis)#
max-lsp-lifetimesecs

ステップ 9   

ます。有効な範囲は 128～ 4352で、デフォルト値は
1492です。

（任意）

1つの宛先あたりの最大パス数を設定します。デフォ
ルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し

switch(config-fabricpath-isis)#
maximum-pathsmax-paths

ステップ 10   

ます。有効な範囲は 1～ 16で、デフォルト値は 16で
す。

（任意）

FabricPathレイヤ 2 IS-ISコストの割り当てに使用する
参照帯域幅を設定します。デフォルト値は400000Mbps

switch(config-fabricpath-isis)#
reference-bandwidth
{ref-mbps [Mbps] | ref-gbps
[Gbps]}

ステップ 11   

です。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。オプションの引数は次のとおりで

す。

• ref-mbps：有効な範囲は 1～ 400000で、デフォル
ト値は 400000です。

• ref-gbps：有効な範囲は 1～ 4000で、デフォルト
値は 400です。

（任意）

LSA到着までのインターバルを設定します。デフォル
ト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用しま
す。オプションのキーワードは次のとおりです。

switch(config-fabricpath-isis)#
spf-intervalspf-max-wait
[spf-initial-waitspf-second-wait]

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

• spf-max-wait：トリガーから SPF計算までの最大
待機時間。有効な範囲は 50～ 120000ミリ秒で、
デフォルト値は 8000ミリ秒です。

• spf-initial-wait：トリガーからSPF計算までの最初
の待機時間。有効な範囲は 50～ 120000ミリ秒
で、デフォルト値は 50ミリ秒です。

• spf-second-wait：バックオフ時の SPF計算に使用
する第 2待機時間。有効な範囲は 50～ 120000ミ
リ秒で、デフォルト値は 50ミリ秒です。

（任意）

FabricPathレイヤ 2 IS-ISプロトコルに関するグレース
フルリスタートをイネーブルにします。グレースフル

switch(config-fabricpath-isis)#
graceful-restart [t3
manualsecs]

ステップ 13   

リスタートをディセーブルにするには、このコマンド

のno形式を入力してください。グレースフルリスター
トタイマーを設定するには t3 manualキーワードを使
用します。有効な範囲は30～65535で、デフォルト値
は 60です。

デフォルトでは、この機能はオンです。

（任意）

FabricPath IS-ISトポロジの中に再配布されるルートを
制御するルートマップを設定します。

switch(config-fabricpath-isis)#
redistribute filter
route-mapmap-name

ステップ 14   

ルートマップの設定の詳細については、

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast
Routing ConfigurationGuide』を参照してくだ
さい。

（注）

（任意）

FabricPathレイヤ2 IS-ISプロトコルに関するダイナミッ
クホスト名をイネーブルにします。ダイナミックホス

switch(config-fabricpath-isis)#
hostname dynamic

ステップ 15   

ト名をディセーブルにするには、このコマンドのno形
式を入力します。

（任意）

FabricPathネットワークでレイヤ 2 IS-ISプロトコルの
ルートになるノードのプライオリティを設定します。

switch(config-fabricpath-isis)#
root-priorityvalue

ステップ 16   

プライオリティ値の最も高いノードが、ルートになる

可能性が高くなります。デフォルト値に戻すには、こ

のコマンドの no形式を使用します。有効な範囲は 1
～ 255で、デフォルト値は 64です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

システムのオーバーロードビットを設定します。オー

バーロードビットをディセーブルにするには、このコ

switch(config-fabricpath-isis)#
[no] set-overload-bit {always
| on-startupseconds}

ステップ 17   

マンドのno形式を入力します。オプションのキーワー
ドは次のとおりです。

• always：オーバーロードビットを常にオンにしま
す。

• on-startup：システム起動時にオーバーロードビッ
トが設定され、指定の秒数にわたって設定状態を

保ちます。

（任意）

システムの VLANプルーニングを設定します。VLAN
プルーニングをディセーブルにするには、このコマン

ドの no形式を入力します。

switch(config-fabricpath-isis)#
[no] vlan-pruning enable

ステップ 18   

グローバル FabricPathレイヤ 2 IS-ISコンフィギュレー
ションモードを終了します。

switch(config-fabricpath-isis)#
exit

ステップ 19   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config)# exitステップ 20   

（任意）

実行コンフィギュレーションを表示します。

switch# show running-configステップ 21   

（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

ステップ 22   

次の作業

IS-ISコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration
Guide』を参照してください。

FabricPath レイヤ 2 IS-IS の詳細パラメータのインターフェイス単位の
設定（任意）

FabricPathをイネーブルにすると、FabricPathレイヤ 2 IS-ISプロトコルは自動的に動作しますが、
インターフェイスパラメータを任意で設定することもできます。
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はじめる前に

Fシリーズモジュールで作業していることを確認します。

拡張レイヤ 2ライセンスがインストールされていることを確認します。

FabricPath機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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 {ethernetmod/slot |
port-channelchannel-number}

ステップ 2   

（任意）

着信 FabricPathレイヤ 2 IS-IS hello PDUでの
認証チェックをイネーブルにします。デフォ

switch(config-if)# fabricpath isis
authentication-check

ステップ 3   

ルトはオンです。認証をディセーブルにす

るには、このコマンドのno形式を使用しま
す。

（任意）

認証 hello PDUにパスワードを割り当てま
す。このパスワードを削除するには、この

コマンドの no形式を入力します。

switch(config-if)# fabricpath isis
authentication
key-chainauth-key-chain-name

ステップ 4   

レベル指定は必要ありませ

ん。

（注）

キーチェーンの作成の例は、次のとおりで

す。

key chain trees
key 0
key-string cisco01
accept-lifetime 07:00:00 Sep 20 2011

infinite
send-lifetime 07:00:00 Sep 20 2011

infinite

キーチェーンの詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration
Guide』を参照してください。

（任意）

FabricPathレイヤ 2 IS-IS hello PDUのイン
ターフェイスの認証タイプを指定します。

switch(config-if)# fabricpath isis
authentication-type {cleartext |md5}

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

このタイプを削除するには、このコマンド

の no形式を入力します。

レベル指定は必要ありませ

ん。

（注）

（任意）

インターフェイスで CSNP PDUを送信する
間隔を指定します。デフォルト値に戻すに

switch(config-if)# fabricpath isis
csnp-intervalseconds

ステップ 6   

は、このコマンドのno形式を使用します。
有効な範囲は 1～ 65535で、デフォルト値
は 10です。

（任意）

インターフェイスでhelloPDUを送信する間
隔を設定します。デフォルト値に戻すには、

switch(config-if)# fabricpath isis
hello-intervalseconds

ステップ 7   

このコマンドのno形式を使用します。有効
な範囲は 1～ 65535で、デフォルト値は 10
です。

レベル指定は必要ありませ

ん。

（注）

（任意）

hello PDUを受信すべき間隔の計算に使われ
る乗数を指定します。この間隔を過ぎても

switch(config-if)# fabricpath isis
hello-multipliermultiplier

ステップ 8   

受信しない場合、隣接がダウンします。デ

フォルト値に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。指定できる範囲は 3～
1000です。デフォルトは 3です。

レベル指定は必要ありませ

ん。

（注）

（任意）

hello PDUでのパディングをイネーブルにし
ます。デフォルトは onです。認証をディ

switch(config-if)# fabricpath isis
hello-padding

ステップ 9   

セーブルにするには、このコマンドのno形
式を使用します。

このコマンドの no形式に alwaysを入力す
ると、パディングは常にオンになります。

（任意）

フラッディング時にこのインターフェイス

で LSPが送信される間隔をミリ秒数で設定

switch(config-if)# fabricpath isis
lsp-intervalmilliseconds

ステッ

プ 10   

します。デフォルト値に戻すには、このコ

マンドのno形式を使用します。指定できる
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目的コマンドまたはアクション

範囲は 10～ 65535です。デフォルトは 33
です。

（任意）

メッシュグループの状態を指定して、イン

ターフェイス上でメッシュグループ属性を

設定します。

switch(config-if)# fabricpath isis
mesh-groupgroup-number

ステッ

プ 11   

（任意）

このインターフェイスに関するFabricPathレ
イヤ 2 IS-ISメトリックを設定します。指定

switch(config-if)# fabricpath isis
metricmetric

ステッ

プ 12   

できる範囲は 0～ 16777215です。デフォル
ト値に戻すには、このコマンドのno形式を
使用します。デフォルト値は次のとおりで

す（Fシリーズモジュールのデフォルトイ
ンターフェイスは 10 GBです）。

• 1 GB：400

• 10 GB：40

（任意）

初期LSP再送信の間隔を設定します。デフォ
ルト値に戻すには、このコマンドのno形式

switch(config-if)# fabricpath isis
retransmit-intervalseconds

ステッ

プ 13   

を使用します。有効な範囲は 1～ 65535で
す。デフォルトは 5分です。

（任意）

後続の LSP再送信の間隔を設定します。デ
フォルト値に戻すには、このコマンドの no

switch(config-if)# fabricpath
isisretransmit-throttle-intervalmilliseconds

ステッ

プ 14   

形式を使用します。有効な範囲は20～65535
です。デフォルトは 66です。

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-if)# exitステッ

プ 15   

グローバルコンフィギュレーションモード

を終了します。

switch(config)# exitステッ

プ 16   

（任意）

実行コンフィギュレーションを表示します。

switch# show running-configステッ

プ 17   
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目的コマンドまたはアクション

（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ステッ

プ 18   

次の作業

IS-ISコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration
Guide』を参照してください。

FabricPath レイヤ 2 IS-IS の詳細カウンタのクリア
FabricPathレイヤ 2 IS-ISのカウンタをクリアすることができます。

はじめる前に

Fシリーズモジュールで作業していることを確認します。

拡張レイヤ 2ライセンスがインストールされていることを確認します。

FabricPath機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

FabricPathレイヤ 2 IS-IS隣接状態をクリアし
ます。

switch# clear fabricpath isis adjacency
[* | system-id | interface
{ethernetmod/slot |
port-channelchannel-number}]

ステップ 1   

*変数を入力した場合、転送に影響
を与え、トラフィックが中断する

こともあります。このコマンドは

すべての隣接を破損させるためで

す。

（注）

（任意）

FabricPathレイヤ 2 IS-ISプロトコルの統計情
報をすべてクリアします。

switch# clear fabricpath isis statistics
*

ステップ 2   

（任意）

FabricPathレイヤ 2 IS-ISトラフィック情報を
クリアします。

switch# clear fabricpath isis traffic [*
| interface {ethernetmod/slot |
port-channelchannel-number}]

ステップ 3   
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複数トポロジの設定

トポロジを作成し、VLANをトポロジにマッピングし、インターフェイスをトポロジに追加する
ことができます。

はじめる前に

Fシリーズモジュールで作業していることを確認します。

拡張レイヤ 2ライセンスがインストールされていることを確認します。

FabricPath機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

switch# configure terminalステップ 1   

新しいFabricPathトポロジを作成し、FabricPath
トポロジコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)# fabricpath
topologyid

ステップ 2   

トポロジの VLANを設定します。VLAN IDの
範囲は 1～ 4094です。

switch(config-fp-topology)#
member vlanrange

ステップ 3   

FabricPathトポロジコンフィギュレーション
モードを終了します。

switch(config-fp-topology)# exitステップ 4   

ポートチャネルインターフェイスを設定し、

インターフェイスコンフィギュレーションモー

switch(config)# interface
port-channelnumber

ステップ 5   

ドを開始します。利用可能な任意のインタフェ

イス設定できます。

トポロジにインターフェイスを追加します。switch(config-if)# fabricpath
topology-memberid

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

switch(config-if)# exitステップ 7   

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了します。

switch(config)# exitステップ 8   

（任意）

レイヤ2トポロジでのVLANに関する情報を表
示します。

switch# show fabricpath
topology vlan

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

IS-ISサマリートポロジについての情報を表示
します。

switch# show fabricpath isis
topology summary

ステップ 10   

（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

ステップ 11   

この例は、トポロジを作成し、VLANをトポロジにマッピングし、インターフェイスをトポロジ
に追加する方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# fabricpath topology 1
switch(config-fp-topology)# member vlan 7-19
switch(config-fp-topology)# exit
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# fabricpath topology-member 1
switch(config-if)# exit
switch(config)# show fabricpath topology vlan
switch(config)# show fabricpath isis topology summary

複数の FabricPath IS-IS トポロジの設定
複数の FabricPath IS-ISトポロジを設定できます。

はじめる前に

Fシリーズモジュールで作業していることを確認します。

拡張レイヤ 2ライセンスがインストールされていることを確認します。

FabricPath機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

switch# configure terminalステップ 1   

グローバル FabricPathレイヤ 2 IS-ISコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# fabricpath domain
default

ステップ 2   

IS-ISコンフィギュレーションモードのレイヤ
2トポロジを開始します。

switch(config-fabricpath-isis)#
topologyid

ステップ 3   

   Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath コンフィギュレーションガイド
16 OL-22842-03-J  

高度な FabricPath 機能
複数の FabricPath IS-IS トポロジの設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）

レイヤ 2トポロジのスイッチにおける宛先ご
との最大パス数を設定します。

switch(config-fabricpath-isis-topo)#
maximum-pathsmax-paths

ステップ 4   

（任意）

レイヤ2トポロジのスイッチにおけるインター
フェイスメトリックを設定するための参照帯

域幅を設定します。

switch(config-fabricpath-isis-topo)#
reference-bandwidth
{ref-mbpsmbps | ref-gbpsgbps}

ステップ 5   

（任意）

レイヤ 2トポロジのスイッチでノードがルー
トになるときのプライオリティを設定します。

switch(config-fabricpath-isis-topo)#
root-prioritypriority

ステップ 6   

FabricPath IS-ISトポロジコンフィギュレーショ
ンモードを終了します。

switch(config-fabricpath-isis-topo)#
exit

ステップ 7   

（任意）

レイヤ 2トポロジでの VLANに関する情報を
表示します。

switch# show fabricpath topology
vlan

ステップ 8   

（任意）

IS-ISサマリートポロジについての情報を表示
します。

switch# show fabricpath isis
topology summary

ステップ 9   

（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

ステップ 10   

次に、FabricPath IS-IS複数トポロジを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# fabricpath domain default
switch(config-fabricpath-isis)# topology 5
switch(config-fabricpath-isis-topo)# maximum-paths 5
switch(config-fabricpath-isis-topo)# reference-bandwidth ref-mbps 100
switch(config-fabricpath-isis-topo)# root-priority 1
switch(config-fabricpath-isis-topo)# exit
switch(config-fabricpath-isis)# show fabricpath topology vlan
switch(config-fabricpath-isis)# show fabricpath isis topology summary

FabricPath の詳細設定の確認
FabricPathの詳細設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
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目的コマンド

FabricPathレイヤ 2 IS-IS隣接データベースを表
示します。

show fabricpath isis adjacency [interface
{ethernetmod/slot | port-channelchannel-number}
| system-id | detail | summary]

FabricPathレイヤ 2 IS-ISデータベースを表示し
ます。

show fabricpath isis database [level] [mgroup]
[detail | summary] [lid] {zero-seq | router-id |
adjacency}[SID.XX-XX]

FabricPathレイヤ 2 IS-ISのダイナミックホスト
名交換情報を表示します。

show fabricpath isis hostname [detail]

FabricPathレイヤ 2 IS-IS関連のインターフェイ
ス情報を表示します。

show fabricpath isis interface [ethernetmod/slot |
port-channelchannel-number] [brief]

ユニキャストルートに関する FabricPathレイヤ
2 IS-ISルーティングテーブルを表示します。

show fabricpath isis route [summary | detail]

FabricPathレイヤ 2 IS-IS SPF計算の統計情報を
表示します。

show fabricpath isis spf-log [detail]

FabricPathレイヤ 2 IS-ISイベントカウンタを表
示します。

show fabricpath isis [statistics]

トポロジ内のツリーに関連付けられた FTag値
を表示します。

show fabricpath isis ftag [multidestinationtree_id]

トポロジマッピングに合致する VLAN設定を
表示します。

show fabricpath isis vlan-range

ツリー内のノードを表示します。show fabricpath isis trees [multidestinationtree_id]

トポロジに関するスイッチ IDと到達可能性の
情報を表示します。

show fabricpath isis switch-id

ローカルに学習されたマルチキャストルートを

表示します。

show fabricpath isis ip redistribute mroute [vlan
[group [source]]]

ネイバーから学習されたマルチキャストルート

を表示します。

show fabricpath isis ip mroute [vlanvlan-id
[groupgroup-id [sourcesource-id]]]

FabricPathレイヤ 2 IS-ISプロセスレベル情報を
表示します。

show fabricpath isis [protocol]
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目的コマンド

FabricPathレイヤ 2 IS-ISの
retransmit-routing-message（ルーティングメッ
セージの再送信）情報を表示します。

show fabricpath isis rrm [gm] interface
{ethernetmod/slot | port-channelchannel-number}

FabricPathレイヤ 2 IS-ISの send-routing-message
（ルーティングメッセージの送信）情報を表示

します。

show fabricpath isis srm [gm] interface
{ethernetmod/slot | port-channelchannel-number}

FabricPathレイヤ 2 IS-ISトポロジデータベース
を表示します。

show fabricpath isis topology summary

FabricPathレイヤ 2 IS-ISトラフィック情報を表
示します。

show fabricpath isis traffic [interface
{ethernetmod/slot | port-channelchannel-number}]

FabricPathレイヤ 2 IS-ISの send-sequence-number
（シーケンス番号の送信）情報を表示します。

show fabricpath isis ssn [gm] interface
{ethernetmod/slot | port-channelchannel-number}

FabricPath IS-ISメッシュグループ情報を表示し
ます。

show fabricpath isis mesh-group

高度な FabricPath 機能の設定に関する機能履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 1：高度な FabricPath 機能に関する機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.2(2)複数のトポロジ

ルートマップおよびメッシュグループ

が追加されました。

6.2(2)FabricPathレイヤ 2 IS-ISの
詳細パラメータのインター

フェイス単位の設定

FabricPath IS-ISに関するオーバーロード
ビットおよびVLANプルーニングが導入
されました。

6.2(2)FabricPathレイヤ 2 IS-ISの
詳細パラメータのグローバ

ル設定

これらの機能が導入されました。5.1(1)高度な FabricPath機能
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