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はじめに

ここでは、次の項について説明します。

• 対象読者, xix ページ

• 表記法, xix ページ

• Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OSソフトウェアの関連資料, xxi ページ

• マニュアルに関するフィードバック, xxiii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xxiii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusデバイスのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当す
るネットワーク管理者を対象としています。

表記法

お客様のニーズを満たすためにドキュメントを更新するという継続的な取り組みの一環とし

て、シスコでは設定タスクの文書化方法を変更しました。そのため、本ドキュメントには、従

来とは異なるスタイルでの設定タスクが説明されている部分もあります。ドキュメントに新た

に組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。

（注）

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold
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説明表記法

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す

べき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

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。

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。

太字の screen フォント

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

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

!、#
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このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「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。

注意

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OS全体のマニュアルセットは、次の URLにあります。

http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

リリースノート

リリースノートは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_release_notes_list.html

コンフィギュレーションガイド

これらのマニュアルは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/products_installation_and_configuration_guides_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Configuration Examples』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
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•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Quick Start Guide』

•『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』

•『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide』

コマンドリファレンス

これらのマニュアルは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_command_reference_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference』
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•『Cisco NX-OS FCoE Command Reference for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』

その他のソフトウェアのマニュアル

これらのマニュアルは、以下のランディングページから検索できます。

http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

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

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』

•『Cisco NX-OS Licensing Guide』

•『Cisco NX-OS System Messages Reference』

•『Cisco NX-OS XML Interface User Guide』

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載漏れなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。
ciscodfa-docfeedback@cisco.com。

ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元に直接送信するに

は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSSフィードをご購読ください。RSSフィード
は無料のサービスです。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書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。

表 1：新規および変更されたインターフェイス機能

変更されたリリース説明機能

7.3(0)D1(1)ユーザがすべてのリンクアグ

リゲーショングループメン

バーインターフェイス（RFC
7130で規定されている）上で
個別の BFDセッションを設定
できるようにするリンク単位双

方向転送機能のサポートが追加

されました。

リンク単位 BFD

7.3(0)D1(1)vPC用のヒットレス STPロー
ルの変更に対するサポートが追

加されました。

vPC用のヒットレス STPロー
ルの変更

7.3(0)D1(1)デバウンスアップリンクとデ

バウンスダウンリンクに別々

の値を設定するためのサポート

が追加されました。

非同期リンクデバウンス
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変更されたリリース説明機能

7.3(0)D1(1)HSPRv6に対する BFDサポー
トが追加されました。

HSPRv6に対する BFDサポー
ト

7.3(0)D1(1)ポートチャネル上でのランダ

ムロードバランシングに対す

るサポートが追加されました。

ポートチャネル（ランダム

ロードバランシング）

7.3(0)D1(1)イーサネットOAM機能を使用
すると、サービスプロバイダー

はMANやWANでの接続の品
質をモニタできます。サービス

プロバイダーは、特定のイベン

トをモニタし、イベントに対し

アクションを実行すること、お

よび必要に応じて、トラブル

シューティングのために特定の

インターフェイスをループバッ

クモードにすることができま

す。イーサネットOAMは単一
の物理リンクで動作し、そのリ

ンクの片側または両側をモニタ

するように設定できます。

イーサネット OAM

7.2(0)D1(1)ピアをシャットダウンして、デ

バッグ、リロード、またはvPC
コンプレックスからの物理的な

削除のために分離し、ピアvPC
スイッチがプライマリピアと

して引き継ぐようにする

shutdownコマンドが追加され
ました。

vPCシャットダウン

7.2(0)D1(1)F3上の物理ポート vPCに対す
るサポートが追加されました。

F3上の物理ポート vPC

7.2(0)D1(1)この機能のサポートが追加され

ました。

FEX用の 1500ホスト vPC
（FEX上の物理ポート vPC）

7.2(0)D1(1)vPC設定の同期機能に対するサ
ポートが追加されました。

vPC設定の同期化

7.2(0)D1(1)この機能のサポートが追加され

ました。

F2、F2E、および F3モジュー
ル用の vPC経由のレイヤ 3
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変更されたリリース説明機能

7.2(0)D1(1)FabricPathコア上のレイヤ 2経
由の BFDに対するサポートが
追加されました。

FabricPathコア上のレイヤ 2経
由の BFDに対するサポート

7.2(0)D1(1)Fabricbathコア上の SVI経由の
BFDに対するサポートが追加
されました。

Fabricbathコア上の SVI経由の
BFDに対するサポート

6.2(10)F3シリーズモジュールのサ
ポートが追加されました。

GREトンネル

6.2(10)switchport trunk native vlan tag
コマンドのサポートが追加さ

れ、vlan dot1q tag nativeコマ
ンドに exclude controlキーワー
ドが追加されました。

トランクポートでのネイティ

ブ VLANタギング

6.2(6)この機能をサポートするための

shutdown lanコマンドが追加さ
れました。

LANシャットダウン

6.2(6)この機能のサポートが追加され

ました。

物理ポート vPCを介した FCoE

6.2(6)vPCピアデバイスの物理イン
ターフェイス上の物理ポート

vPCに対するサポートが追加さ
れました。

物理ポート vPC

6.2(2a)インターフェイス上の IPv6ス
タティックルートで BFDを設
定するためのサポートが追加さ

れました。

IPv6スタティックの BFD
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変更されたリリース説明機能

6.2(2)Ciscoファブリックエクステン
ダは、キューマッピングへの

ホストインターフェイス

（HIF）および DSCP上のレイ
ヤ 3プロトコル隣接関係をサ
ポートします。Ciscoリリース
6.2(2)より前は、ファブリック
エクステンダ（FEX）ポートを
ホスト接続のためのレイヤ3イ
ンターフェイスとして設定でき

ますが、ルーティング用には設

定できません。

FEX

6.2(2)エラーディセーブル化リカバ

リおよび検出ランタイム情報を

表示する機能が追加されまし

た。

エラーディセーブル化

6.2(2)ポリシープログラミング中に

エラーを受信する、インター

フェイスおよび VLANに関す
る情報を表示できます。

インターフェイスステータス

エラーポリシーの表示

6.2(2)インターフェイスから SNMP
カウンタをクリアする機能が追

加されました。

インターフェイスから SNMP
カウンタをクリア

6.2(2)対応する VLANにアップして
いるインターフェイスがない場

合でも、SVIがアップしたまま
を許可することで SVI自動ス
テート動作をディセーブルにで

きます。

SVI自動ステートのディセーブ
ル化

6.2(2)IPv6での BFDのサポートが追
加されました。

IPv6での BFD

6.2(2)OPSPv3でのBFDのサポートが
追加されました。

OSPFv3での BFD

6.2(2)IS-ISv6での BFDのサポートが
追加されました。

IS-ISv6での BFD
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変更されたリリース説明機能

6.2(2)F2またはF2eモジュールのハッ
シュ機構を非対称に変更できま

す（デフォルトでは対称で

す）。それにより、双方向転送

時に発生するトラフィックド

ロップを防止し、ロードバラ

ンシングを改善することができ

ます。

非対称

6.2(2)特定のコマンドを同時にイネー

ブルにできます。

モード自動コマンド

6.1(3)両方の vPCパスがアップして
いるときに2つのピアが部分的
に指定フォワーダになることを

許可します。

マルチキャストロードバラン

ス

6.1(3)ポートチャネル全体のロード

バランシングを改善するための

RBHモジュロモードのサポー
トが追加されました。

Result Bundle Hashロードバラ
ンシング

6.1(3)FEXファブリックポートチャ
ネルのリンクの最小数を設定す

る機能が追加されました。

FEXファブリックポートチャ
ネル用最少リンク数

6.1(1)低速ドレインデバイスの検出

機能のサポートが追加されまし

た。

低速ドレインデバイスの検出

と輻輳回避

6.1(1)F2シリーズおよびM2シリー
ズモジュールのサポートが追

加されました。

F2シリーズおよびM2シリー
ズモジュールの BFDサポート

--リリース 5.2(1)以降変更なし。

5.2(1)ファブリックエクステンダの

ポートには、ホスト接続に関す

るレイヤ 3サポートがあり、
vPCはファブリックエクステ
ンダ（ホストvPC）から設定で
きます。

ファブリックエクステンダ

（FEX）
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変更されたリリース説明機能

5.2(1)BFDパケットの SHA-1認証を
サポートします。

BFD SHA1認証

5.2(1)複数のインターフェイスタイ

プの既存の設定をクリアできま

す。

デフォルトインターフェイス

5.2(1)VLANに複数のポートがあると
きに、VLANインターフェイス
のリンクアップ計算からポート

を除外できます。

SVI自動ステート除外

5.2(1)自動リカバリサポートを設定

し、VLAN一貫性障害、
FabricPath設定サポートおよび
Cisco 2000シリーズファブリッ
クエクステンダへの vPC接続
へMSTのシステム表示を提供
します。

vPC

5.1(1)スーパーバイザに到達するパ

ケットのレート制限を設定しま

す。

レート制限

5.1(1)シャーシ内に F1シリーズモ
ジュールのみがある場合に、

Cisco Nexus 7000スイッチのイ
ンバンド管理を設定します。

Nexusシャーシのインバンド管
理

5.1(1)Fシリーズモジュールのポート
チャネルへの 16個のアクティ
ブポートの同時バンドリング

をサポートします。Mシリーズ
モジュールでは、最大8個のア
クティブポートと 8個のスタ
ンバイポートをバンドルする

ことができます。

ポートチャネルの F1シリーズ
モジュールおよびM1シリーズ
モジュール

5.1(1)LACPポートチャネルの最小リ
ンクおよびLACPポートチャネ
ル maxbundleを設定します。

LACPポートチャネルの最小リ
ンクおよびMaxBundle
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変更されたリリース説明機能

5.0(2)ネットワークのプロファイリン

グおよびプランニングを簡単に

し、再コンバージェンス時間の

一貫性を保ち、予測可能にしま

す。

BFD

5.0(2)使用できる VLANがすべて提
供されながらも異なるカスタ

マーのトラフィックを分離する

ことができます。

Q-in-Qトンネリング

5.0(2)ピアが機能を停止したときのス

イッチでの vPC起動をサポー
ト。vPCスイッチペアがレイ
ヤ 2トポロジ内で 1つの STP
ルートとして現れるようにしま

す。

vPCおよび STPコンバージェ
ンス
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第 2 章

概要

この章では、CiscoNX-OSソフトウェア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。

• インターフェイスに関する情報, 9 ページ

• 仮想化インターフェイス, 13 ページ

• インターフェイスのハイアベイラビリティ, 13 ページ

• インターフェイスのライセンス要件, 13 ページ

インターフェイスに関する情報
Cisco 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。

以下の表に、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 2：インターフェイスパラメータ

解説場所パラメータ機能

「基本インターフェイスパラ

メータの設定」

説明、デュプレクス、エラー

ディセーブル、フロー制御、

MTU、ビーコン

基本パラメータ
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解説場所パラメータ機能

「レイヤ2インターフェイスの
設定」

レイヤ2アクセスおよびトラン
クポート設定

レイヤ 2

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

レイヤ2MAC、VLAN、プライ
ベート VLAN、Rapid PVST+、
Multiple Spanning Tree、スパニ
ングツリー拡張

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Security Configuration Guide,
Release 6.x』

ポートセキュリティ

「レイヤ3インターフェイスの
設定」

メディア、IPv4および IPv6ア
ドレス

レイヤ 3

Cisco Nexus 7000シリーズ
NX-OSインターフェイスコン
フィギュレーションガイドリ

リース 6.x

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Multicast Routing Configuration
Guide』

帯域幅、遅延、IPルーティン
グ、VRF

「ポートチャネルの設定」チャネルグループ、LACPポートチャネル

「vPCの設定」仮想ポートチャネルvPC

「IPトンネルの設定」GREトンネリングトンネル

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Security Configuration Guide,
Release 6.x』

Dot1X、NAC、EOU、ポートセ
キュリティ

セキュリティ

『Cisco NX-OS FCoE
Configuration Guide for Cisco
Nexus 7000 and Cisco MDS
9500』

Cisco NX-OS Release 5.2(1)か
ら、Cisco Nexus 7000シリーズ
スイッチ上で FCoE（Fibre
Channel over Ethernet）を実行で
きるようになりました。

FCoE
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Ethernet Interfaces
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、プライベート VLAN
（PVLAN）ホストポートと無差別ポート、ルーテッドポートがあります。

Access Ports
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、「レイヤ 2イ
ンターフェイスの設定」を参照してください。

Trunk Ports
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、「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 ホストと無差別ポート
プライベートVLAN（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つのプライマリ 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は無差別ポートを使って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無差別ポートにレイヤ 3 VLANネットワークインターフェイスやスイッチ仮想インター
フェイス（SVI）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無差別ポートの設定および他のすべての PVLAN設定の詳細につい
ては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching ConfigurationGuide』を参照してください。

Routed Ports
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、スパニングツリープロトコル（STP）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は、「ルーテッ
ドインターフェイス」の項を参照してください。
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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、簡易ネットワーク管理プ
ロトコル（SNMP）、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。管理ポート（mgmt0）は、自動検知であり、10/100/1000Mb/sの速度の全二
重モードで動作します。

管理インターフェイスの詳細については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OSFundamentalsConfiguration
Guide』を参照してください。このマニュアルにも、管理インターフェイスの IPアドレスとデフォ
ルト IPルーティング設定に関する情報を記載しています。

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、「ポートチャネルの設定」を参照してください。

vPC
仮想ポートチャネル（vPC）によって、2個の異なる Cisco Nexus 7000シリーズデバイスを物理
的に接続し、第 3のデバイスからは 1つのポートとして見えるリンクが実現します。第 3のデバ
イスには、スイッチやサーバなどあらゆるネットワーキングデバイスが該当します。すべてのデ

バイス上で全部で748本のvPCを設定できます。vPCはレイヤ2マルチパッシングを提供します。
vPCの詳細については、「vPCの設定」の項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」の項を参照してください。

VLAN ネットワークインターフェイス
VLANネットワーク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。レイヤ 3内部VLANルーティングが実
現できるようにVLANネットワークインターフェイス間をルーティングできます。VLANネット
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ワークインターフェイスの詳細については、「VLANインターフェイス」の項を参照してくださ
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

想インターフェイスです。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」の項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、任意の標準的なポイントツーポイント（p2p）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、「IPトンネルの設定」を参照してください。

仮想化インターフェイス
複数の仮想デバイスコンテキスト（VDC）を作成できます。各 VDCは、インターフェイスを割
り当てることのできる、独立した論理デバイスです。VDCにインターフェイスを割り当てると、
現在の VDCが正しい場合のみこのインターフェイスを設定できます。VDCの詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』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、Cisco NX-OSは実行時の設定
を適用します。

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。
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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。
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基本インターフェイスパラメータの設定

• 機能情報の確認, 15 ページ

• 基本インターフェイスパラメータについて, 16 ページ

• UDLDパラメータ, 23 ページ

• Carrier Delay, 25 ページ

• ポートチャネルパラメータ, 26 ページ

• ポートプロファイル, 26 ページ

• タイムドメイン反射率計ケーブル診断, 28 ページ

• インターフェイスのライセンス要件, 29 ページ

• 注意事項と制約事項, 29 ページ

• デフォルト設定, 31 ページ

• 基本インターフェイスパラメータの設定, 32 ページ

• 基本インターフェイスパラメータの確認, 64 ページ

• インターフェイスカウンタのモニタリング, 65 ページ

• 関連資料, 67 ページ

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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基本インターフェイスパラメータについて
レイヤ 2インターフェイス（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）専用
に使用されるパラメータを設定するには、「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（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、および IPトンネル）専用に使用されるパラ
メータを設定するには、「レイヤ 3インターフェイスの設定」を参照してください。

基本インターフェイスパラメータ設定の機能履歴

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 3：基本インターフェイスパラメータ設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

デバウンスリンクアップ時間に対するサ

ポートが追加されました。linkdebounce
{link-up | time}millisecondsコマンドが更
新されました。

7.3(0)D1(1)デバウンスリンクアップ

時間

show errdisable {detect | recovery}コマン
ドが追加されました。

6.2(2)エラーディセーブル化

ポリシープログラミング中にエラーを生

成するインターフェイスおよびVLANを
表示する show interface status error policy
コマンドが追加されました。

6.2(2)ポリシープログラミング

中のエラーを表示。

インターフェイスからSNMP値をクリア
するためのオプションを提供する snmp
キーワードを含めるための clear counters
interfaceコマンドが更新されました。

6.2(2)インターフェイスから

SNMPカウンタをクリア

254文字の大文字と小文字が区別される
英数字の最大文字数を増やすための

descriptionコマンドが更新されました。

6.2(2)インターフェイスの説明

show interface ethコマンド出力が更新さ
れました。

6.1(1)インターフェースの出力の

表示拡張

いくつかの設定を一定範囲のインター

フェイスに同時に適用できます。

4.2(1)ポートプロファイル
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機能情報リリース機能名

これらの機能が導入されました。4.0(1)基本インターフェイスの設

定

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への説明パラメータの設定については、「ポートチャネルの説

明の設定」の項を参照してください。その他のインターフェイスへのこのパラメータの設定につ

いては、「説明の設定」の項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については、「ビーコンモードの設定」の項を参照してください。

MDIX
メディア依存インターフェイスクロスオーバー（MDI-X）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パラメータの設定については、「MDIXパラメータの設定」の項を参照してください。

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。デバウンスタイマーのリンクダウンのデフォルト値

は 100ミリ秒で、デバウンスタイマーのリンクアップのデフォルト値は 0ミリ秒です。

Cisco NX-OSリリース 7.3(0)D1(1)以降では、デバウンスタイマーのリンクダウンとリンクアッ
プで別々のデバウンスタイマー値を設定できます。リンクアップ用のデバウンスタイマーを使

用すれば、システムリロード後のコンバージェンスを改善し、トラフィックのブラックホール化

を回避できます。
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デバウンスタイマーをイネーブルにすると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。

注意

デバウンスタイマーパラメータの設定については、「デバウンスタイマーの設定」の項を参照

してください。

エラーディセーブル化

ポートが管理上（no shutdownコマンドを使用しない）イネーブルであるが、プロセスによって
実行時にディセーブルになる場合、そのポートは error-disabled（err-disabled）ステートです。たと
えば、UDLDが単方向リンクを検出した場合、ポートは実行時にシャットダウンされます。ただ
し、ポートは管理上イネーブルなので、ポートステータスはerr-disableとして表示されます。ポー
トが err-disableステートになると、手動で再イネーブル化する必要があります。または、自動回
復を提供するタイムアウト値を設定できます。自動回復はデフォルトでは設定されておらず、デ

フォルトでは、err-disableの検出はすべての原因に対してイネーブルです。

インターフェイスが errdisableステートになった場合は、errdisable detect causeコマンドを使用し
て、そのエラーに関する情報を取得してください。

特定の error-disabledの原因に自動 error-disabled回復タイムアウトを設定し、回復期間を設定でき
ます。errdisable recovery causeコマンドを使用すると、300秒後に自動的にリカバリします。

errdisable recovery causeコマンドを使用すると、300秒後に自動的にリカバリします。

30～ 65535秒の範囲内でリカバリ期間を変更するには、errdisable recovery intervalコマンドを使
用します。特定の err-disable原因のリカバリタイムアウトも設定できます。

原因に対する error-disabled回復をイネーブルにしない場合、そのインターフェイスは shutdown
コマンドおよび no shutdownコマンドが入力されるまで error-disabledステートのままです。原因
に対して回復をイネーブルにすると、そのインターフェイスのerrdisableステートは解消され、す
べての原因がタイムアウトになった段階で動作を再試行できるようになります。エラーの原因を

表示する場合は、show interface status err-disabledコマンドを使用します。

Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降では、show errdisable recoveryコマンドおよび show errdisable
detectコマンドを使用して、errdisableリカバリおよび検出ランタイム情報を表示できます。

インターフェイスステータスエラーポリシー

アクセスコントロールリスト（ACL）マネージャおよび Quality of Service（QoS）マネージャな
どのCiscoNX-OSポリシーサーバは、ポリシーデータベースを維持します。アクセスからトラン
クへのレイヤ 2ポートモードの変更などのポリシー（入力、出力、または双方向のいずれか）
は、コマンドラインインターフェイスを通じて定義されます。

ポリシーは、インターフェイス上のポリシーを設定するときにプッシュされます。インターフェ

イスVLANのメンバーシップが変更したときや、ラインカードが起動すると、設定済みのすべて
のポリシーが同時にプッシュされます。プッシュされるポリシーがハードウェアポリシーと一致

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
18

基本インターフェイスパラメータの設定

エラーディセーブル化



するか、またそれらがポリシープログラミング中にエラーが発生しているインターフェイスおよ

び VLANを表示することを確認するには、show interface status error policyコマンドを入力しま
す。

エラーをクリアし、ポリシープログラミングが実行コンフィギュレーションを続行できるように

するには、no shutdownコマンドを入力します。ポリシープログラミングが成功すると、ポート
のアップが許可されます。ポリシープログラミングが失敗した場合、設定はハードウェアポリ

シーに矛盾し、ポートは error-disabledポリシー状態になります。error-disabledポリシー状態にと
どまり、同じポートが今後アップされないように情報が保存されます。このプロセスにより、シ

ステムに不要な中断が生じるのを避けることができます。

Rate Mode
32ポートの 10ギガビットイーサネットモジュールでは、4ポート単位で 10 Gb/s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。

以下の表に、10Gb/s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 4：共有ポートと専用ポート

10 ギガビットイーサネットの帯域幅を専用する
ポート

帯域幅を共有するポートグループ

11、3、5、7

22、4、6、8

99、11、13、15

1010、12、14、16

1717、19、21、23

1818、20、22、24

2525、27、29、31

2626、28、30、32
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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 Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』を参照してください。

（注）

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とデュプレッ

クスモード設定を使用するか、または少なくとも 1つのインターフェイスで自動ネゴシエーショ
ンを使用します。

ポートチャネルインターフェイスへの速度モードとデュプレックスモードの設定については、

「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」の項を参照してくださ

い。その他のインターフェイスへの速度とデュプレックス速度の設定については、「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」の項を参照してください。

Flow Control
1 Gb/s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、以下の表を参照してください。

表 5：リンクフロー制御上でのポートフロー制御の影響

リンクフロー制御の状態ポートフロー制御の状態

データ送信ポート（ポーズフ

レームを受信）

データ受信ポート（ポーズフ

レームを送信）

イネーブルイネーブルイネーブル
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リンクフロー制御の状態ポートフロー制御の状態

データ送信ポート（ポーズフ

レームを受信）

データ受信ポート（ポーズフ

レームを送信）

イネーブル必要イネーブル

ディセーブルディセーブルイネーブル

イネーブルイネーブル必要

イネーブル必要必要

ディセーブルディセーブル必要

ディセーブルイネーブルディセーブル

ディセーブル必要ディセーブル

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については、「フロー制御の設定」の項を参照してください。

ポート MTU サイズ
最大伝送単位（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 IEEE802.3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。

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。

（注）

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）のいずれかのMTUサイズを設定できます。
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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限り、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。

（注）

MTUサイズの設定については、「MTUサイズの設定」の項を参照してください。

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だけで使用され、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、Interior Gateway Routing Protocol（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への帯域幅パラメータの設定については、「情報目的としての

帯域幅および遅延の設定」の項を参照してください。その他のインターフェイスへの帯域幅パラ

メータの設定については、「帯域幅の設定」の項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、リンク速度などの他のパラメータが等しい場合、

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は遅延設定を使用して、他のイーサネットリ
ンクより優先されるイーサネットリンクのプリファレンスを設定できます。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への帯域幅パラメータの設定については、「情報目的としての

帯域幅および遅延の設定」の項を参照してください。その他のインターフェイスへのスループッ

ト遅延パラメータの設定については、「スループット遅延の設定」の項を参照してください。

Administrative Status
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への管理ステータスパラメータの設定については、「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」の項を参照してください。その他のイン

ターフェイスへの管理ステータスパラメータの設定については、「インターフェイスのシャット

ダウンおよび再開」の項を参照してください。
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UDLD パラメータ

UDLD の概要
シスコ独自の単方向リンク検出（UDLD）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、さまざまな問題を引き起こす可能性があ

ります。

UDLDは、レイヤ 1プロトコルと協調してリンクの物理ステータスを検出するレイヤ 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、ネイバーの 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の検出が協調して動作して、物理的な
単一方向接続と論理的な単一方向接続を防止し、その他のプロトコルの異常動作を防止できます。

リンク上でローカルデバイスから送信されたトラフィックはネイバーで受信されるのに対し、ネ

イバーから送信されたトラフィックはローカルデバイスで受信されない場合には常に、単方向リ

ンクが発生します。対になったファイバケーブルのうち一方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限り、そのリンクはアップ状態が維持されなくなります。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で両方の光ファイバ
が正常に動作している場合は、レイヤ 2で UDLDが、これらの光ファイルが正しく接続されてい
るかどうか、および正しいネイバー間でトラフィックが双方向に流れているかを調べます。自動

ネゴシエーションはレイヤ 1で動作するため、このチェックは、自動ネゴシエーションでは実行
できません。

Cisco Nexus 7000シリーズのデバイスは、UDLDをイネーブルにした LANポート上のネイバーデ
バイスに定期的にUDLDフレームを送信します。一定の時間内にフレームがエコーバックされて
きて、特定の確認応答（echo）が見つからなければ、そのリンクは単一方向のフラグが立てられ、
そのLANポートはシャットダウンされます。UDLDプロトコルにより単方向リンクが正しく識別
されその使用が禁止されるようにするためには、リンクの両端のデバイスでUDLDがサポートさ
れている必要があります。UDLDフレームの送信間隔は、グローバル単位でも指定されたインター
フェイスにも設定できます。

UDLDは、銅線の LANポート上では、このタイプのメディアでの不要な制御トラフィックの
送信を避けるために、ローカルでデフォルトでディセーブルになっています。

（注）

以下の図は、単方向リンクが発生した状態の一例を示したものです。デバイス Bはこのポートで
デバイスAからのトラフィックを正常に受信していますが、デバイスAは同じポート上でデバイ
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スBからのトラフィックを受信していません。UDLDによって問題が検出され、ポートがディセー
ブルになります。

図 1：単方向リンク

UDLD のデフォルト設定

表 6：UDLD のデフォルト設定

デフォルト値機能

グローバルにディセーブルUDLDグローバルイネーブルステート

すべてのイーサネット光ファイバ LANポート
でイネーブル

ポート別のUDLDイネーブルステート（光ファ
イバメディア用）

すべてのイーサネット 10/100および
1000BASE-TX LANポートでディセーブル

ポート別の UDLDイネーブルステート（ツイ
ストペア（銅製）メディア用）

ディセーブルUDLDアグレッシブモード

15秒UDLDメッセージの間隔

デバイスおよびそのポートへのUDLDの設定については、「UDLDモードの設定」の項を参照し
てください。

UDLD アグレッシブモードと非アグレッシブモード
デフォルトでは、UDLDアグレッシブモードはディセーブルになっています。UDLDアグレッシ
ブモードは、UDLDアグレッシブモードをサポートするネットワークデバイスの間のポイント
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
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なくなったとき、UDLDはネイバーとの接続を再確立しようとします。この再試行に 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、間隔がデフォルトの 15秒である非アグレッシブな
UDLDでも、（デフォルトのスパニングツリーパラメータを使用して）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、単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すると、次のようなことが発生します。

•リンクの一方にポートスタックが生じる（送受信どちらも）

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

このような場合、UDLDアグレッシブモードでは、リンクのポートの 1つがディセーブルにな
り、トラフィックが廃棄されるのを防止します。

UDLDアグレッシブモードをすべてのファイバポートでイネーブルにするには、UDLDアグ
レッシブモードをグローバルでイネーブルにします。指定されたインターフェイスの銅ポー

トで、UDLDアグレッシブモードをイネーブルにする必要があります。

（注）

ラインカードのアップグレードが In-Service Software Upgrade（ISSU）中に実行され、ライン
カードのポートの一部がレイヤ 2ポートチャネルのメンバーで UDLDアグレッシブモードで
設定されている場合、リモートポートの 1つがシャットダウンされると、UDLDはローカル
デバイス上の対応するポートを errdisableステートにします。これは、正常な動作です。

ヒント

ISSUの完了後にサービスを復元するには、ローカルポートで shutdownコマンドと no shutdown
コマンドを順に入力します。

Carrier Delay

キャリア遅延タイマーは、VLANネットワークインターフェイスでのみ設定できます。タイ
マーは、物理イーサネットインターフェイス、ポートチャネル、およびループバックイン

ターフェイスでは設定できません。VLANネットワークインターフェイスの設定については、
「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）

リンクがダウンし、キャリア遅延タイマーが切れる前に回復した場合、ダウン状態は効率的にフィ

ルタリングされ、デバイス上の他のソフトウェアによってリンクダウンイベントの発生が認識さ

れることはありません。大きなキャリア遅延タイマーでは、検出されるリンクアップ/リンクダウ
ンイベントが少なくなります。キャリア遅延時間を 0に設定すると、デバイスは発生する各リン
クアップ/リンクダウンイベントを検出します。
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ほとんどの環境では、短い遅延時間は長い遅延時間より良好です。選択する正確な値は、リンク

停止の性質およびこれらのリンクがネットワークで持続すると予想される時間によって異なりま

す。データリンクが短い停止の影響を受ける場合（特に、これらの停止時間が IPルーティングの
収束にかかる時間より短い場合）、長いキャリア遅延の値を設定し、これらの短い停止によって

ルーティングテーブルで不要な問題が発生するのを防ぐ必要があります。ただし、停止がさらに

長くなる傾向がある場合、停止を早く検出し、IPルート収束が早く始まり早く終わるように、さ
らに短いキャリア遅延時間を設定できます。

デフォルトのキャリア遅延時間は 100ミリ秒です。

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。これらの集約された各物理インターフェイス間でトラフィックのロードバ

ランシングも行います。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。

ポートチャネルおよびポートチャネルの設定については、「ポートチャネルの設定」を参照し

てください。

ポートプロファイル
CiscoNexus 7000シリーズデバイスのCiscoNX-OSリリース 4.2(1)以降では、たくさんのインター
フェイスコマンドを含むポートプロファイルを作成して、そのポートプロファイルを一定範囲

のインターフェイスに適用できます。ポートプロファイルはそれぞれ特定のタイプのインター

フェイスにだけ適用できます。次のインターフェイスから選択できます。

•イーサネット

• VLANネットワークインターフェイス

•ループバック

•ポートチャネル

• Tunnel
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インターフェイスタイプにイーサネットまたはポートチャネルを選択する場合、ポートプロファ

イルはデフォルトモードになります。デフォルトモードはレイヤ 3です。ポートプロファイル
をレイヤ 2モードに変更するには、switchportコマンドを入力します。

ポートプロファイルをインターフェイスまたはインターフェイスの範囲にアタッチするときに

ポートプロファイルを継承します。ポートプロファイルをインターフェイスまたはインターフェ

イスの範囲にアタッチ、または継承する場合、そのポートプロファイルのすべてのコマンドがイ

ンターフェイスに適用されます。また、ポートプロファイルには、別のポートプロファイルの設

定を継承することができます。別のポートプロファイルを継承すると、最初のポートプロファイ

ルは、2番目の継承されたポートプロファイルのコマンドのすべてが最初のポートプロファイル
と競合しないと想定できます。4つのレベルの継承がサポートされています。任意の数のポート
プロファイルで同じポートプロファイルを継承できます。

次の注意事項に従って、インターフェイスまたはインターフェイスの範囲で継承されたコマンド

が適用されます。

•競合が発生した場合は、インターフェイスモードで入力したコマンドがポートプロファイ
ルのコマンドに優先します。しかし、ポートプロファイルはそのコマンドをポートプロファ

イルに保持します。

•ポートプロファイルのコマンドは、port-profileコマンドがデフォルトコマンドで明示的に上
書きされていない限り、インターフェイスのデフォルトコマンドに優先します。

•一定範囲のインターフェイスが 2つ目のポートプロファイルを継承すると、矛盾がある場
合、最初のポートプロファイルのコマンドが 2つ目のポートプロファイルのコマンドを無
効にします。

•ポートプロフィルをインターフェイスまたはインターフェイスの範囲に継承した後、イン
ターフェイスコンフィギュレーションレベルで新しい値を入力して、個々の設定値を上書

きできます。インターフェイスコンフィギュレーションレベルで個々の設定値を削除する

と、インターフェイスではポートプロファイル内の値が再度使用されます。

•ポートプロファイルに関連したデフォルト設定はありません。

指定するインターフェイスタイプにより、コマンドのサブセットが port-profileコンフィギュレー
ションモードで使用できます。

SessionManagerにポートプロファイルは使用できません。SessionManagerについては、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

（注）

ポートプロファイル設定をインターフェイスに適用するには、そのポートプロファイルをイネー

ブルにする必要があります。ポートプロファイルをイネーブルにする前に、そのポートプロファ

イルを一定範囲のインターフェイスに設定し、継承できます。その後、指定されたインターフェ

イスで設定が実行されるように、そのポートプロファイルをイネーブルにします。

元のポートプロファイルに 1つ以上のポートプロファイルを継承する場合、最後に継承された
ポートプロファイルだけをイネーブルにする必要があります。こうすれば、その前までのポート

プロファイルがイネーブルにされたと見なされます。
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ポートプロファイルをインターフェイスの範囲から削除する場合、まずインターフェイスからコ

ンフィギュレーションを取り消して、ポートプロファイルリンク自体を削除します。また、ポー

トプロファイルを削除すると、インターフェイスコンフィギュレーションが確認され、直接入力

された interfaceコマンドで無効にされた port-profileコマンドをスキップするか、それらのコマン
ドをデフォルト値に戻します。

他のポートプロファイルにより継承されたポートプロファイルを削除する場合は、そのポート

プロファイルを削除する前に継承を無効にする必要があります。

また、ポートプロファイルを元々適用していたインターフェイスのグループの中から、そのプロ

ファイルを削除するインターフェイスを選択することもできます。たとえば、1つのポートプロ
ファイルを設定した後、10個のインターフェイスに対してそのポートプロファイルを継承するよ
う設定した場合、その 10個のうちいくつかのインターフェイスからのみポートプロファイルを
削除することができます。ポートプロファイルは、適用されている残りのインターフェイスで引

き続き動作します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを使用して指定したインターフェイスの範囲の

特定のコンフィギュレーションを削除する場合、そのコンフィギュレーションもそのインターフェ

イスの範囲のポートプロファイルからのみ削除されます。たとえば、ポートプロファイル内に

チャネルグループがあり、インターフェイスコンフィギュレーションモードでそのポートチャ

ネルを削除する場合、指定したポートチャネルも同様にポートプロファイルから削除されます。

デバイスの場合と同様、オブジェクトをインターフェイスに適用せずに、そのオブジェクトのコ

ンフィギュレーションをポートプロファイルに入力できます。たとえば、仮想ルーティングおよ

び転送（VRF）インスタンスをシステムに適用しなくても、設定できます。そのVRFと関連する
コンフィギュレーションをポートプロファイルから削除しても、システムに影響はありません。

インターフェイスまたはインターフェイスの範囲のポートプロファイルを継承し、特定の設定値

を削除した後、その port-profileコンフィギュレーションは指定のインターフェイスでは動作しま
せん。

ポートプロファイルを誤ったタイプのインターフェイスに適用しようとすると、システムにより

エラーが返されます。

ポートプロファイルをイネーブル化、継承、または変更しようとすると、システムによりチェッ

クポイントが作成されます。ポートプロファイル設定が正常に実行されなかった場合は、システ

ムによりその前の設定までロールバックされ、エラーが返されます。ポートプロファイルは部分

的にだけ適用されることはありません。

タイムドメイン反射率計ケーブル診断
Cisco Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco NX-OSリリース 5.0(2)および最新世代のラインカー
ドの導入以降では、高価なサードパーティ製機器を使用せずに、ケーブル診断を実施できます。

ラインカードに直接埋め込まれたケーブル診断機能により、リンク障害を診断するためにケーブ

ルを取り外したりケーブルテスタを接続する必要はありません。ラインカード上の各ポートは、

タイムドメイン反射率計（TDR）を使用して、単独でケーブルの問題を検出し、これらの問題を
スイッチソフトウェアにレポートできます。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
28

基本インターフェイスパラメータの設定

タイムドメイン反射率計ケーブル診断



TDRを使用して、パルス波形信号を導体に送信することで導体を分析し、反射された波形の極
性、振幅およびラウンドトリップ時間を調べることができます。

ケーブル内の信号の伝播速度を予測し、その反射が送信元に戻るまでにかかる時間を測定するこ

とで、反射ポイントまでの距離を測定することが可能です。また、元のパルスの極性および振幅

をその反射率と比較することによって、異なるタイプの障害（たとえば、開いたペアまたは短絡

したペア）を区別できます。

リモートでケーブル障害を診断できるようにすることで、問題の根本原因を迅速かつ効率的に特

定でき、接続問題に対する迅速な対応をユーザに提供できるようになりました。

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

注意事項と制約事項
基本インターフェイスパラメータの設定には次の注意事項と制約事項があります。

•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いずれかです。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。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
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、次の点に注意します。

◦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。
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◦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、
システム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トできるようにしま

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、速度モードとデュプレックスモード, （20ページ）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。

◦ nospeed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 Mb/s、100 Mb/s、1000 Mb/s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。

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トできませ

ん。

（注）

•デバウンスタイマーリンクアップは、F3シリーズラインカードでのみサポートされます。

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。

注意
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デフォルト設定

表 7：基本インターフェイスパラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ブランク説明

ディセーブルビーコン

イネーブル100ミリ秒デバウンスタイマーリンクダウン

ディセーブルデバウンスタイマーリンクアップ

インターフェイスのデータレート帯域幅

100マイクロ秒スループット遅延

シャットダウン管理ステータス

1500バイトMTU

グローバルにディセーブルUDLDグローバル

すべてのイーサネット光ファイバ LANポート
でイネーブル

ポート別のUDLDイネーブルステート（光ファ
イバメディア用）

すべてのイーサネット 10/100および
1000BASE-TX LANポートでディセーブル

銅線メディア用のポート別 UDLDイネーブル
ステート

ディセーブルUDLDメッセージの間隔

ディセーブルUDLDアグレッシブモード

100ミリ秒キャリア遅延

ディセーブルエラーディセーブル

ディセーブルエラーディセーブル回復

300秒エラーディセーブル回復間隔

イネーブルリンクのデバウンス

ディセーブルポートプロファイル
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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。

設定するインターフェイスの指定

同じタイプの 1つ以上のインターフェイスの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。

以下の表に、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を指定するために使用

するインターフェイスタイプと IDを示します。

表 8：設定するインターフェイスの識別に必要な情報

IDインターフェイスタイプ

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

イーサネット

0（ポート 0）管理

インターフェイス範囲コンフィギュレーションモードを使用して、同じコンフィギュレーション

パラメータを持つ複数のインターフェイスを設定できます。インターフェイス範囲コンフィギュ

レーションモードを開始すると、このモードを終了するまで、入力したすべてのコマンドパラ

メータが、その範囲内の全インターフェイスに適用されます。

ダッシュ（-）とカンマ（,）を使用して、一定範囲のインターフェイスを入力します。ダッシュは
連続しているインターフェイスを区切り、カンマは不連続なインターフェイスを区切ります。不

連続なインターフェイスを入力するときは、各インターフェイスのメディアタイプを入力する必

要があります。

次に、連続しているインターフェイス範囲の設定例を示します。

switch(config)# interface ethernet 2/29-30
switch(config-if-range)#

次に、不連続なインターフェイス範囲の設定例を示します。

switch(config)# interface ethernet 2/29, ethernet 2/33, ethernet 2/35
switch(config-if-range)#

サブインターフェイスが同じポート上の場合にだけ、範囲でサブインターフェイスを指定できま

す（たとえば、2/29.1-2）。ただし、ポートの範囲でサブインターフェイスを指定できません。た
とえば、2/29.2-2/30.2は入力できません。2つのサブインターフェイスを個別に指定できます。た
とえば、2/29.2、2/30.2を入力できます。
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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。

（注）

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   

設定するインターフェイスを指定します。switch(config)#
interfaceinterface

ステップ 2   

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
ポートの場合は、「ethernet slot / port」を使用します。管理イ
ンターフェイスの場合は、「mgmt0」を使用します。

インターフェイスタイプと ID（ポートまたはスロッ
ト/ポート番号）の間にスペースを追加する必要はあ
りません。たとえば、イーサネットスロット 4、
ポート5インターフェイスの場合は、「ethernet4/5」
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」となりま
す。

（注）

説明の設定

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254
字以内で、大文字と小文字は区別されます。

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   

設定するインターフェイスを指定します。switch(config)#
interfaceinterface

ステップ 2   

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は、「ethernet slot/port」
を使用します。管理インターフェイスの場合は、

「mgmt0」を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの説明を指定します。最大文字

数は 254文字です。
switch(config-if)#
descriptiontext

ステップ 3   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

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。

switch(config)# show
interfaceinterface

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/24
switch(config-if)# description server1
switch(config-if)#

Cisco NX-OSリリース 6.1以降では、show interface ethコマンドの出力は、次の例に示すように拡
張されます。

switch# show interface eth 2/1
Ethernet2/1 is down (SFP not inserted)
admin state is down, Dedicated Interface
Hardware: 1000 Ethernet, address: 0026.9814.0ec1 (bia f866.f23e.0de8)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, medium is broadcast
auto-duplex, auto-speed
Beacon is turned off
Auto-Negotiation is turned on
Input flow-control is off, output flow-control is off
Auto-mdix is turned off
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100
EEE (efficient-ethernet) : n/a
Last link flapped never
Last clearing of "show interface" counters never
0 interface resets
30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

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。
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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   

設定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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

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。デフォ

ルトモードはディセーブルです。

switch(config-if)# {beacon | no
beacon}

ステップ 3   

（任意）

ビーコンモードステートなど、インターフェイ

スのステータスを表示します。

switch(config)# show interface
ethernetslot/port

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

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

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# configure terminal
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ギガビットイーサネットモジュール上の 10 Gbごとの帯域幅が、1つのポートに専
用であるか、または同一ポートグループ内の 4つのポートで共有されるかを指定できます。

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。
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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   

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
ethernetslot/port, ethernetslot/port,
ethernetslot/port, ethernetslot/port

ステップ 2   

ポートを管理シャットダウンします。switch(config-if)# shutdownステップ 3   

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
ethernetslot/port

ステップ 4   

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。

switch(config-if)# rate-mode
dedicated

ステップ 5   

ポートを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 6   

（任意）

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-if)# show interface
ethernetslot/portcapabilities

ステップ 7   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 8   

（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

ステップ 9   

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# configure terminal
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ギガビット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。
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はじめる前に

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。

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
ethernetslot/port

ステップ 2   

ポートを管理シャットダウンします。switch(config-if)# shutdownステップ 3   

設定する 4つのイーサネットインターフェイ
ス（同一ポートグループの一部でなければな

switch(config)# interface
ethernetslot/port, ethernetslot/port,
ethernetslot/port, ethernetslot/port

ステップ 4   

りません）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。

指定したポートに共有レートモードを設定し

ます。

switch(config-if)# rate-mode
shared

ステップ 5   

ポートを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 6   

（任意）

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-if)# show interface
ethernetslot/port

ステップ 7   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 8   

（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

ステップ 9   

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# configure terminal
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)#
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Error-Disabled ステートの設定
インターフェイスが error-disabledステートに移行する理由を表示し、自動回復を設定できます。

Error-Disable 検出のイネーブル化
アプリケーションでの error-disable検出をイネーブルにできます。その結果、原因がインターフェ
イスで検出された場合、インターフェイスは error-disabledステートとなり、リンクダウンステー
トに類似した動作ステートとなります。

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   

インターフェイスを error-disabledステートにする
条件を指定します。デフォルトではイネーブルに

なっています。

switch(config)# errdisable detect
cause {acl-exception | all |
link-flap | loopback}

ステップ 2   

インターフェイスを管理的にダウンさせます。イ

ンターフェイスを error-disabledステートから手動
switch(config)# shutdownステップ 3   

で回復させるには、最初にこのコマンドを入力し

ます。

インターフェイスを管理的にアップし、

error-disabledステートから手動で回復させるイン
ターフェイスをイネーブルにします。

switch(config)# no shutdownステップ 4   

（任意）

error-disabledインターフェイスに関する情報を表
示します。

switch(config)# show interface
status err-disabled

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

次の例では、すべての場合で error-disabled検出をイネーブルにする方法を示します。

switch(config)# errdisable detect cause all
switch(config)#
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errdisable ステート回復のイネーブル化
インターフェイスが error-disabledステートから回復して再びアップ状態になるようにアプリケー
ションを設定することができます。回復タイマーを設定しない限り、300秒後にリトライします
（errdisable recovery intervalコマンドを参照）。

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   

インターフェイスが error-disabledステートから
自動的に回復する条件を指定すると、デバイス

switch(config)# errdisable recovery
cause {all | bpduguard | link-flap |
psecure-violation | security-violation
| storm-control | udld}

ステップ 2   

はインターフェイスを再びアップします。デバ

イスは300秒待機してからリトライします。デ
フォルトではディセーブルになっています。

（任意）

error-disabledインターフェイスに関する情報を
表示します。

switch(config)# show interface
status err-disabled

ステップ 3   

（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

ステップ 4   

次に、すべての条件下で error-disabledリカバリをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# errdisable recovery cause all
switch(config)#

errdisable ステート回復間隔の設定
error-disabled回復タイマーの値を設定できます。

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   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスが error-disabledステートから
回復する間隔を指定します。有効範囲は 30～
65535秒で、デフォルトは 300秒です。

switch(config)# errdisable
recovery intervalinterval

ステップ 2   

（任意）

error-disabledインターフェイスに関する情報を
表示します。

switch(config)# show interface
status err-disabled

ステップ 3   

（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

ステップ 4   

次の例では、error-disabled回復タイマーが回復の間隔を 32秒に設定するように設定する方法を示
します。

switch(config)# errdisable recovery interval 32
switch(config)#

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MediumDependent 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。

はじめる前に

リモートポートのMDIXをイネーブルにする必要があります。

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   

設定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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

ポートのMDIX検出をイネーブルまたはディ
セーブルにするかどうかを指定します。

switch(config-if)# {mdix auto | no
mdix}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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-if)# show interface
ethernetslot/portcapabilities

ステップ 4   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 5   

（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

ステップ 6   

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# configure terminal
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# configure terminal
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は、デバウンス時間をミリ秒単位（ms）で指定するこ
とによりイネーブル化でき、デバウンス時間に0を指定することによりディセーブル化できます。

show interface debounceコマンドを使用すれば、すべてのイーサネットポートのデバウンス時間
を表示できます。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal
グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 2 switch(config)# interface ethernetslot/port
設定するインターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ステップ 3 switch(config-if)# link debounce [link-up | time]milliseconds
指定された時間（0～ 5000ミリ秒）のデバウンスリンクアップまたはダウンタイマーを有効に
します。link debounce link-upコマンドのデフォルト値は 0です。デバウンスリンクアップタイ
マー値は 100ミリ秒に設定することをお勧めします。

link-upキーワードが指定されていない link debounceコマンドは、リンクダウンデバ
ウンス時間を参照します。

（注）
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linkdebounce link-upコマンドは、ユーザによって設定された過去の値をすべてオーバー
ライドします。

（注）

0ミリ秒を指定すると、デバウンスタイマーはディセーブルになります。

ステップ 4 switch(config-if)# exit
インターフェイスモードを終了します。

ステップ 5 （任意） switch(config)# show interface debounce
イーサネットインターフェイスすべてのリンクデバウンス時間を示します。

ステップ 6 （任意） switch(config)# copy running-config startup-config
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、リンクダウンデバウンスタイマーを有効にして、イーサネットポート 3/1に対して 1000
ミリ秒に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# link debounce time 1000
switch(config-if)#

次に、デバウンスリンクアップタイマーを有効にして、イーサネットポート 3/1のデバウンス
時間を 1000ミリ秒に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# link debounce link-up 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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# link debounce time 0
switch(config-if)#

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いては、速度モードとデュプレックスモード, （20ページ）を参照して
ください。
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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 Mb/s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 Mb/s（1 Gb/s）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。

（注）

はじめる前に

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。

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   

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
switch(config)#
interfaceinterface

ステップ 2   

トの場合は、「ethernet slot / port」を使用します。管理
インターフェイスの場合は、「mgmt0」を使用します。

48ポート 10/100/1000モジュールのイーサネットポー
トでは 10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/sの速度を設定しま

switch(config-if)# speed
{{10 | 100 | 1000 | {auto [10
100 [1000]]}} | {10000 |
auto}}

ステップ 3   

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。

32ポート10ギガビットイーサネットモジュールのイー
サネットポートでは、速度を 10,000Mb/s（10 Gb/s）に
設定します。または、ポートがリンクの他の 10ギガ
ビットイーサネット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1000Mb/s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。

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 | half | auto}

ステップ 4   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 5   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

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。

switch(config)# show
interfaceinterface

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

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 1000Mb/s
に設定し、全二重モードに設定する例を示します。

switch# configure terminal
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 Gb/s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
トの機能をイネーブルまたはディセーブルにできます。1 Gb/s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機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。

10 Gb/s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できません。（注）

はじめる前に

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がオンまたは指

定になっていることを確認します。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に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。
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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   

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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

ポートのフロー制御設定を指定します。1000Mb/s
以上で動作するポートにのみ送信設定を指定で

switch(config-if)# flowcontrol
{send | receive} {desired | on |
off}

ステップ 3   

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。

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

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。

switch(config)# show interface
ethernetslot/port

ステップ 5   

（任意）

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

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

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# configure terminal
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最大伝送単位（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。
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システムジャンボMTUのサイズを変更できますが、その値を変更すると、その値を使用する
レイヤ 2インターフェイスが新しいシステムジャンボMTU値に自動的に変更します。

（注）

デフォルトでは、Cisco NX-OS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。

switchportコマンドを使用して、ポートモードを変更できます。

ポートモードをレイヤ 2に変更した後でレイヤ 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。

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インターフェイスに別のシステムジャンボMTUサイズを使用する必要がある場合は、
「システムジャンボMTUサイズの設定」の項を参照してください。

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   

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
ethernetslot/port

ステップ 2   

レイヤ 2またはレイヤ 3を使用するように指定し
ます。

switch(config-if)# {switchport
| no switchport}

ステップ 3   

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

switch(config-if)#mtusizeステップ 4   

イズ（システムジャンボMTUサイズを変更して
いない場合は 9216）を指定します。

レイヤ 3インターフェイスでは、576～ 9216の任
意の偶数を指定します。

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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

switch(config)# show interface
ethernetslot/port

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# mtu 1500
switch(config-if)#

システムジャンボ MTU サイズの設定
レイヤ 2インターフェイスのジャンボMTUサイズ、レイヤ 2インターフェイス、およびサブイ
ンターフェイスを設定するには、次の作業を実行します。システムジャンボMTUサイズを設定
しない場合、デフォルトは 9216バイトです。

ポートチャネルサブインターフェイスでジャンボMTUを設定する場合は、最初に基本インター
フェイスでMTU 9216を有効にしてから、サブインターフェイスでそれを再設定する必要があり
ます。ジャンボMTUを基本インターフェイスで有効にする前にサブインターフェイスで有効に
すると、次のエラーメッセージがコンソールに表示されます。

switch(config)# int po 502.4
switch(config-subif)# mtu 9216
ERROR: Incompatible MTU values

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   

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 size

ステップ 2   

（任意）

現在の稼働設定を表示します。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 all

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアク

ション

設定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。

switch(config)# interface
type slot/port

ステップ 4   

ジャンボMTU用のポートチャネルサブインターフェイス
を有効にする場合は、最初に「mtu 9216」を使用して基本
インターフェイスを有効にしてから、「mtu 9216」を使用
してMTUサイズをサポートするそれぞれのサブインター
フェイスを設定します。誤った順序で実行した場合は、ジャ

ンボMTUサポートが有効になりません。

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。

switch(config-if)#mtu
size

ステップ 5   

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。

レイヤ 3ポートチャネルサブインターフェイス
のジャンボMTUをイネーブルにするには、まず
mtu9216コマンドを使用して基本（親）インター
フェイスをイネーブルにし、続いてこのMTUサ
イズをサポート対象とする各サブインターフェイ

スに mtu 9216コマンドを設定します。逆の順序
（まずサブインターフェイス、次に基本インター

フェイス）でコマンドを設定すると、

「Incompatible MTU values」のメッセージ
が表示されます。

（注）

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 6   

（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

ステップ 7   

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# configure terminal
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)#
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帯域幅の設定

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。

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   

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
ethernetslot/port

ステップ 2   

情報用としてのみ 1～ 10,000,000の値を帯域幅
に指定します。

switch(config-if)#bandwidthkbpsステップ 3   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

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
ethernetslot/port

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

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幅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# configure terminal
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。
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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   

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
ethernetslot/port

ステップ 2   

遅延時間を 10マイクロ秒単位で指定します。1
～ 16777215の範囲の情報値を 10マイクロ秒単
位で設定できます。

switch(config-if)# delayvalueステップ 3   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

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。

switch(config)# show interface
ethernetslot/port

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、あるインターフェイスが別のインターフェイスに優先するように、スループット遅延時間

を設定する例を示します。低い遅延値が高い値に優先します。この例では、イーサネット 7/48は
7/47よりも優先されます。7/48のデフォルトの遅延は、最大値（16777215）に設定されている7/47
の設定値より小さいです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/47
switch(config-if)# delay 16777215
switch(config-if)# ip address 192.168.10.1/24
switch(config-if)# ip router eigrp 10
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/48
switch(config-if)# ip address 192.168.11.1/24
switch(config-if)# ip router eigrp 10
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

feature eigrpコマンドを実行して、最初に EIGRP機能がイネーブルであることを確認する必要
があります。

（注）
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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、すべての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。

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   

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
switch(config)#
interfaceinterface

ステップ 2   

サネットポートの場合は、「ethernet slot / port」
を使用します。管理インターフェイスの場合は、

「mgmt0」を使用します。

インターフェイスをディセーブルにします。switch(config-if)# shutdownステップ 3   

（任意）

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
interfaceinterface

ステップ 4   

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ステップ 5   

（任意）

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
interfaceinterface

ステップ 6   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 7   

（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

ステップ 8   

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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#
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UDLD モードの設定
単一方向リンク検出（UDLD）を実行するように設定されているデバイス上のイーサネットイン
ターフェイスには、ノーマルモードまたはアグレッシブモードの UDLD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には、そのインターフェイスを含むデバイス上
で UDLDを事前にイネーブルにしておく必要があります。UDLDは他方のリンク先のインター
フェイスおよびそのデバイスでもイネーブルになっている必要があります。

以下の表に、異なるインターフェイスでUDLDをイネーブルおよびディセーブルにする CLI詳細
を示します。

銅線またはファイバ以外のポー

ト

ファイバポート説明

ディセーブルイネーブルデフォルト設定

udld enableno udld disableenable UDLDコマンド

no udld enableudld disabledisable UDLDコマンド

ノーマルUDLDモードを使用するには、ポートの 1つをノーマルモードに設定し、他方のポート
をノーマルモード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。

はじめる前に

他方のリンク先ポートおよびデバイスで UDLDをイネーブルにする必要があります。

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   

デバイスの UDLDをイネーブルにします。switch(config)# feature udldステップ 2   

no feature udldはデバイスの UDLDをディセーブルに
します。

（任意）

UDLDメッセージを送信する間隔を指定します。有効
な範囲は 7～ 90秒で、デフォルトは 15秒です。

switch(config)# udld
message-timeseconds

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

インターフェイスレベルタイマーは、双方

向 UDLDステータスが検出された場合にの
み変更します。それ以外の場合、タイマーは

7秒のままで、変更できません。

（注）

（任意）

UDLDモードをアグレッシブに指定します。
switch(config)# udld
aggressive

ステップ 4   

銅インターフェイスの場合、UDLDアグレッ
シブモードに設定するインターフェイスの

インターフェイスコマンドモードを入力し、

インターフェイスコマンドモードでこのコ

マンドを発行します。

（注）

（任意）

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
ethernetslot/port

ステップ 5   

（任意）

指定した銅線ポートのUDLDをイネーブルにしたり、
指定したファイバポートのUDLDをディセーブルにし
ます。

switch(config-if)# udld
{enable | disable}

ステップ 6   

銅線ポートで UDLDをイネーブルにするには、udld
enableコマンドを入力します。ファイバポートでUDLD
をイネーブルにするには、no udld disableコマンドを
入力します。詳細については、上記の表を参照してく

ださい。

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 7   

（任意）

UDLDのステータスを表示します。
switch(config)# show udld
[ethernetslot/port | global |
neighbors]

ステップ 8   

（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

ステップ 9   

次に、デバイスの UDLDをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature udld
switch(config)#
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次の例では、UDLDメッセージの間隔を 30秒に設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature udld
switch(config)# udld message-time 30
switch(config)#

次の例は、ファイバインターフェイスのアグレッシブUDLDモードをイネーブルにする方法を示
しています。

switch# configure terminal
switch(config)# feature udld
switch(config)# udld aggressive
switch(config)#

次に、銅インターフェイスイーサネット 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# configure terminal
switch(config)# feature udld
switch(config)# udld aggressive
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if-range)# udld enable
switch(config-if-range)#

次に、イーサネットポートの 3/1の UDLDをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
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# configure terminal
switch(config)# no feature udld
switch(config)# exit

キャリア遅延タイマーの設定

キャリア遅延タイマーは、すべてのリンクダウン/リンクアップイベントがデバイスの他のソフト
ウェアによって検出されない時間を設定します。長いキャリア遅延時間を設定すると、記録され

るリンクダウン/リンクアップイベントは少なくなります。キャリア遅延時間を0に設定すると、
デバイスは各リンクダウン/リンクアップイベントを検出します。

キャリア遅延タイマーは、VLANネットワークインターフェイスでだけ設定できます。この
タイマーを他のインターフェイスモードで設定できません。

（注）

はじめる前に

VLANインターフェイスモードであることを確認します。キャリア遅延タイマーは、他のイン
ターフェイスモードで設定できません。
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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   

VLANインターフェイスモードを開始しま
す。

switch(config)# interface
vlanvlan-id

ステップ 2   

キャリア遅延タイマーを設定します。0～ 60
秒または 0～ 1000ミリ秒の時間を設定できま
す。デフォルトは 100ミリ秒です。

switch(config-if)# carrier-delay
{sec |msec number}

ステップ 3   

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

インターフェイスのステータスを表示します。

switch(config)# show
interfacevlan-id

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、VLAN 5に対してキャリア遅延タイマーを 20秒に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)# carrier-delay 20
switch(config-if)#

ポートプロファイルの設定

いくつかの設定パラメータを一定範囲のインターフェイスに同時に適用できます。範囲内のすべ

てのインターフェイスが同じタイプである必要があります。また、1つのポートプロファイルか
ら別のポートプロファイルに設定を継承することもできます。システムは 4つのレベルの継承を
サポートしています。

ポートプロファイルの作成

デバイスにポートプロファイルを作成できます。各ポートプロファイルは、タイプにかかわら

ず、ネットワーク上で一意の名前を持つ必要があります。
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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   

指定されたタイプのインターフェイスのポー

トプロファイルを作成して命名し、ポートプ

switch(config)# port-profile [type
{ethernet | interface-vlan |
loopback | port channel | tunnel}]
name

ステップ 2   

ロファイルコンフィギュレーションモードを

開始します。

ポートプロファイルコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-ppm)# exitステップ 3   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config)# show port-profileステップ 4   

（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

ステップ 5   

次の例では、トンネルインターフェイスに testという名前のポートプロファイルを作成する方法
を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type tunnel test
switch(config-ppm)#

ポートプロファイルコンフィギュレーションモードの開始およびポートプロファ

イルの修正

ポートプロファイルコンフィギュレーションモードを開始し、ポートプロファイルを修正でき

ます。ポートプロファイルを修正するには、ポートプロファイルコンフィギュレーションモー

ドを開始する必要があります。

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   

指定されたポートプロファイルのポートプロ

ファイルコンフィギュレーションモードを開

switch(config)# port-profile [type
{ethernet | interface-vlan |
loopback | port channel | tunnel}]
name

ステップ 2   

始し、プロファイルの設定を追加または削除

します。
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目的コマンドまたはアクション

ポートプロファイルコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-ppm)# exitステップ 3   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config)# show port-profileステップ 4   

（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

ステップ 5   

次に、指定されたポートプロファイルのポートプロファイルコンフィギュレーションモードを

開始し、すべてのインターフェイスを管理的にアップする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type tunnel test
switch(config-ppm)# no shutdown
switch(config-ppm)#

一定範囲のインターフェイスへのポートプロファイルの割り当て

単独のインターフェイスまたはある範囲に属する複数のインターフェイスにポートプロファイル

を割り当てることができます。すべてのインターフェイスが同じタイプである必要があります。

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   

インターフェイスの範囲を選択します。switch(config)# interface
[ethernetslot/port |

ステップ 2   

interface-vlanvlan-id |
loopbacknumber |
port-channelnumber | tunnelnumber]

指定したポートプロファイルを、選択した

インターフェイスに割り当てます。

switch(config-if)# inherit
port-profilename

ステップ 3   

ポートプロファイルコンフィギュレーショ

ンモードを終了します。

switch(config-ppm)# exitステップ 4   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config)# show port-profileステップ 5   
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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(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次に、イーサネットインターフェイス 7/3～ 7/5、10/2、および 11/20～ 11/25に adamという名前
のポートプロファイルを割り当てる例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet7/3-5, ethernet10/2, ethernet11/20-25
switch(config-if)# inherit port-profile adam
switch(config-if)#

特定のポートプロファイルのイネーブル化

ポートプロファイル設定をインターフェイスに適用するには、そのポートプロファイルをイネー

ブルにする必要があります。ポートプロファイルをイネーブルにする前に、そのポートプロファ

イルを一定範囲のインターフェイスに設定し、継承できます。その後、指定されたインターフェ

イスで設定が実行されるように、そのポートプロファイルをイネーブルにします。

元のポートプロファイルに 1つ以上のポートプロファイルを継承する場合、最後に継承された
ポートプロファイルだけをイネーブルにする必要があります。こうすれば、その前までのポート

プロファイルがイネーブルにされたと見なされます。

ポートプロファイルをイネーブルまたはディセーブルにするには、ポートプロファイルコンフィ

ギュレーションモードを開始する必要があります。

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   

指定されたタイプのインターフェイスのポー

トプロファイルを作成して命名し、ポートプ

switch(config)# port-profile [type
{ethernet | interface-vlan |
loopback | port channel | tunnel}]
name

ステップ 2   

ロファイルコンフィギュレーションモードを

開始します。

そのポートプロファイルをイネーブルにしま

す。

switch(config-ppm)# state enabledステップ 3   

ポートプロファイルコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-ppm)# exitステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config)# show port-profileステップ 5   

（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

ステップ 6   

次の例は、ポートプロファイルコンフィギュレーションモードを開始し、ポートプロファイル

をイネーブルにする方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type tunnel test
switch(config-ppm)# state enabled
switch(config-ppm)#

ポートプロファイルの継承

ポートプロファイルを既存のポートプロファイルに継承できます。システムは 4つのレベルの継
承をサポートしています。

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   

指定されたポートプロファイルに対して、ポー

トプロファイルコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)#port-profilenameステップ 2   

別のポートプロファイルを既存のポートプロ

ファイルに継承します。元のポートプロファイ

switch(config-ppm)# inherit
port-profilename

ステップ 3   

ルは、継承されたポートプロファイルのすべて

の設定を想定します。

ポートプロファイルコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-ppm)# exitステップ 4   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config)# show
port-profile

ステップ 5   
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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(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次の例では、adamという名前のポートプロファイルを testという名前のポートプロファイルに
継承する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile test
switch(config-ppm)# inherit port-profile adam
switch(config-ppm)#

一定範囲のインターフェイスからのポートプロファイルの削除

プロファイルを適用した一部またはすべてのインターフェイスから、ポートプロファイルを削除

できます。この設定は、インターフェイスコンフィギュレーションモードで行います。

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   

インターフェイスの範囲を選択します。switch(config)# interface
[ethernetslot/port |

ステップ 2   

interface-vlanvlan-id |
loopbacknumber |
port-channelnumber | tunnelnumber]

指定したポートプロファイルを、選択した

インターフェイスに割り当てます。

switch(config-if)# inherit
port-profilename

ステップ 3   

ポートプロファイル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 4   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config)# show port-profileステップ 5   

（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

ステップ 6   
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次に、イーサネットインターフェイス 7/3～ 7/5、10/2、および 11/20～ 11/25に adamという名前
のポートプロファイルを割り当てる例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/3-5, 10/2, 11/20-25
switch(config-if)# inherit port-profile adam
switch(config-if)#

継承されたポートプロファイルの削除

継承されたポートプロファイルを削除できます。この設定は、ポートプロファイルモードで行

います。

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   

指定されたポートプロファイルに対して、ポー

トプロファイルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# port-profilenameステップ 2   

このポートプロファイルから継承されたポート

プロファイルを削除します。

switch(config-ppm)# inherit
port-profilename

ステップ 3   

ポートプロファイルコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-ppm)# exitステップ 4   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

switch(config)# showport-profileステップ 5   

（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

ステップ 6   

次の例では、adamという名前の継承されたポートプロファイルを testという名前のポートプロ
ファイルから削除する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile test
switch(config-ppm)# no inherit port-profile adam
switch(config-ppm)#
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TDR ケーブル診断の実施
高価なサードパーティ製機器を使用せずに、ケーブル診断を実施できます。ラインカード上の各

ポートは、TDR診断を使用して、単独でケーブルの問題を検出し、これらの問題をスイッチソフ
トウェアにレポートできます。

はじめる前に

TDRテストの注意事項は次のとおりです。

• TDRでは、最大で 115 mの長さのケーブルをテストできます。

•このテストは、ケーブルの両端で同時に開始しないでください。ケーブルの両端でテストを
同時に開始すると、テストの結果が不正確になる可能性があります。

•どのケーブル診断テストの場合でも、テストの実行中にポートのコンフィギュレーションを
変更しないでください。変更すると、テスト結果が不正確になる可能性があります。

•関連するポートグループのすべてのポートを、TDRテスト実行前にシャットダウンする必
要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたインターフェイスでTDRテストを
開始します。インターフェイスで以前に

switch# test cable-diagnostics tdr
interfacenumber

ステップ 1   

shutdownコマンドが実行されている必要があ
ります。

（任意）

指定されたインターフェイスのTDRテスト結
果を表示します。

switch# show
interfacenumbercable-diagnostics-tdr

ステップ 2   

次の例では、特定のインターフェイスでTDRテストを行う方法を示します。この例では、イーサ
ネット 3/1はケーブルが 1つ喪失しており、イーサネット 3/12のケーブルと接続は良好です。

switch(config)# interface ethernet 3/1-12
switch(config-if-range)# shutdown
switch# test cable-diagnostics tdr interface ethernet 3/1
switch# test cable-diagnostics tdr interface ethernet 3/12
switch# show interface ethernet 3/1 cable-diagnostics-tdr

--------------------------------------------------------------------------------
Interface Speed Pair Cable Length Distance to fault Channel Pair Status
-------------- ----- ---- -------------- ------------------- ------- -----------
Eth3/1 auto --- N/A 1 +/- 2 m Pair A Open

auto --- N/A 1 +/- 2 m Pair B Open
auto --- N/A 1 +/- 2 m Pair C Open
auto --- N/A 1 +/- 2 m Pair D Open
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n7000# show interface ethernet 3/12 cable-diagnostics-tdr
--------------------------------------------------------------------------------
Interface Speed Pair Cable Length Distance to fault Channel Pair Status
-------------- ----- ---- -------------- ------------------- ------- -----------
Eth3/12 1000 --- N/A N/A Pair A Terminated

--- N/A N/A Pair B Terminated
--- N/A N/A Pair C Terminated
--- N/A N/A Pair D Terminated

スーパーバイザに到達するパケットのレート制限の設定

Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、スーパーバイザモジュールに到達するパケットのレート制
限をデバイスでグローバルに設定できます。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。

特定のインターフェイスのスーパーバイザモジュールに到達するパケットのレート制限も設定で

きます。

着信または発信パケットのレートが設定済みレート制限を超過した場合、デバイスはシステム

メッセージを記録しますが、パケットをドロップしません。

（注）

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   

特定のインターフェイスのスーパーバイザモジュー

ルに到達するパケットのレート制限を設定します。

switch(config)# [no] rate-limit
cpu direction {input | output |
both} ppspacketsaction log

ステップ 2   

着信または発信パケットのレートが設定済みレート

制限を超過した場合、デバイスはシステムメッセー

ジを記録しますが、パケットをドロップしません。

範囲は 1～ 100000です。デフォルトレートは 10000
です。

ポートプロファイルコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

switch(config-ppm)# exitステップ 3   

（任意）

特定のインターフェイスのスーパーバイザモジュー

ルに到達するパケットのインバウンドおよびアウト

バウンドのレート制限の設定を表示します。

show system internal pktmgr
interface ethernetslot/port

ステップ 4   

（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

ステップ 5   
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次に、特定のインターフェイスのスーパーバイザモジュールに到達するパケットのレート制限を

設定する例を示します。

switch# rate-limit cpu direction both pps 1000 action log
switch# show system internal pktmgr interface ethernet 4/9
Ethernet4/9, ordinal: 44
SUP-traffic statistics: (sent/received)
Packets: 528 / 0
Bytes: 121968 / 0
Instant packet rate: 0 pps / 0 pps
Packet rate limiter (Out/In): 1000 pps / 1000 pps
Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA):
Packet statistics:
Tx: Unicast 0, Multicast 528
Broadcast 0
Rx: Unicast 0, Multicast 0
Broadcast 0

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。

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。（注）

目的コマンド

CDPステータスを表示します。show cdp

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 interface

インターフェイスの状態表を表示します。show interface brief

レイヤ 2ポートのステータスを表示します。show interface switchport

error-disabledインターフェイスに関する情報を
表示します。

show interface status err-disabled

ハードウェアポリシーと矛盾するインターフェ

イスおよび VLANのエラーを表示します。

detailコマンドを使用すると、エラーを生成す
るインターフェイスの詳細が表示されます。

show interface status error policy [detail]

現在の VDCのステータスを表示します。show vdc
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目的コマンド

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 udldinterface

現在のデバイスのUDLDステータスを表示しま
す。

show udld-global

ポートプロファイルに関する情報を表示しま

す。

show port-profile

特定のインターフェイスのスーパーバイザモ

ジュールに到達するパケットのインバウンドお

よびアウトバウンドのレート制限の設定を表示

します。

show system internal pktmgr internal
ethernetslot/port

errdisableリカバリおよび検出ランタイム情報を
表示します。

show errdisable {recovery | detect}

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』を参照してください。

インターフェイスカウンタのモニタリング

インターフェイス統計情報の表示

インターフェイスでの統計情報の収集に、最大 3つのサンプリング間隔を設定できます。

F2シリーズ I/Oモジュールは VLAN単位の統計情報はサポートしません。したがって、show
interfaceコマンドは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）の VLAN単位の Rx/Txカウンタ
または統計情報を表示しません。

（注）

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   
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目的コマンドまたはアクション

ビットレートおよびパケットレートの統計情報を

収集する最大 3つのサンプリング間隔を設定しま
switch(config)# load-interval
counters {{1 | 2 | 3} seconds}

ステップ 2   

す。各カウンタのデフォルト値は、次のとおりで

す。

• 1：30秒（VLANネットワークインターフェ
イスの場合は 60秒）

• 2：300秒

• 3：未設定

（任意）

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。

switch(config)# show
interfaceinterface

ステップ 3   

ポートプロファイ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 4   

（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 5   

次に、イーサネットポート 3/1の 3種類のサンプリング間隔を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# load-interval counter 1 60
switch(config-if)# load-interval counter 2 135
switch(config-if)# load-interval counter 3 225
switch(config-if)#

インターフェイスカウンタのクリア

clear counters interfaceコマンドを使用して、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、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。

手順

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスカウンタをクリ

アします。

switch# clear counters interface {all [snmp] |
ethernetslot/port [snmp] | loopbacknumber |
mgmtnumber | port channelchannel-number |
tunneltunnel-number | vlanvlan-number}

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

インターフェイスのステータスを

表示します。

switch# show interfaceinterfaceステップ 2   

（任意）

インターフェイスカウンタを表示

します。

switch# show interface [ethernetslot/port |
port-channelchannel-number] counters

ステップ 3   

次に、イーサネットポート 5/5の簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）カウンタをクリア
する例を示します。

switch# clear counters interface ethernet 5/5 snmp
switch#

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html

『Interfaces ConfigurationGuide, Cisco
DCNM for LAN』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
System Management Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_
Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSHigh
Availability and Redundancy Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_
Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_
Release_6-x.html

『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS
Fabric Extender Software Configuration
Guide for Cisco Nexus 7000 Series
Switches, Release 6.x』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/
b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html

『Cisco NX-OS Licensing Guide』
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マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html

VLAN、MACアドレステーブル、
プライベートVLAN、およびスパニ
ングツリープロトコル。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/fabricpath/configuration/guide/
b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Configuration Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/
nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes』
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html
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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。

レイヤ 2 インターフェイスの設定の機能履歴
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 9：レイヤ 2 インターフェイスの設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

switchport trunk native vlan tagコマンド
のサポートが追加され、vlan dot1q tag
nativeコマンドに exclude controlキー
ワードが追加されました。

6.2(10)トランクポートでのネイ

ティブ VLANタギング
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機能情報リリース機能名

ハードウェアポリシーと矛盾するイン

ターフェイスおよびVLANのエラーを表
示する show interface status error policy
コマンドが追加されました。

6.2(2)インターフェイスおよび

vlanのポリシーエラーの
表示

インタフェースからSNMP値をクリアす
るためのオプションを提供する snmp
キーワードを含めるための clear counters
interfaceコマンドが更新されました。

6.2(2)インターフェイスから

SNMPカウンタをクリア

対応する VLAN内にアップ状態のイン
ターフェイスがない場合でもSVIをアッ
プ状態に保持するための no autostateコ
マンドが追加されました。

6.2(2)SVI自動ステートのディ
セーブル化

低速ドレインデバイスの検出および輻輳

回避の設定が追加されました。

6.1(1)低速ドレインデバイスの

検出と輻輳回避

複数のインターフェイスの設定をクリア

するための default interfaceコマンドが
追加されました。

5.2(1)デフォルトインターフェ

イス

ポートの状態がSVIのアップまたはダウ
ン状態に影響しないようにするための

switchport autostate excludeコマンドが
追加されました。

5.2(1)SVI自動ステート除外

load-intervalコマンドが追加されまし
た。

4.2(1)インターフェイス統計情報

の3つの設定可能なサンプ
リング間隔

レイヤ 2 インターフェイスの設定
この章では、レイヤ 2スイッチングポートを、Cisco NX-OSデバイスでのアクセスポートまたは
トランクポートとして設定する方法について説明します。

Ciscoリリース 5.2以降では、Cisco Nexus 7000シリーズのデバイスは FabricPathレイヤ 2イン
ターフェイスをサポートします。FabricPath機能およびインターフェイスの詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』を参照してください。

（注）
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Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、レイヤ 2ポートは次のいずれかとして機能できます。

•トランクポート

•アクセスポート

•プライベート VLANポート（プライベート VLANの詳細については、『Cisco DCNM Layer
2 Switching Configuration Guide』を参照）

• FabricPathポート（FabricPathについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath
Configuration Guide』および『Cisco DCNM FabricPath Configuration Guide』を参照）

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、レイヤ 2ポートは、共有インターフェイスとしても機能
できます。共有インターフェイスとしてアクセスインターフェイスを設定できません。共有イン

ターフェイスについては、『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco
MDS 9500』を参照してください。

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
て機能します。

Cisco NX-OSリリース 6.1以降では、低速ドレインデバイスの検知と輻輳回避メカニズムは、
Fabric Channel over Ethernet（FCoE）トラフィックを伝送する Fシリーズ I/Oモジュールでサ
ポートされます。CiscoNexus 7000シリーズプラットフォームでの低速ドレインデバイスの検
出と輻輳回避の詳細については、「低速ドレインデバイスの検出と輻輳回避の設定」の項を

参照してください。

（注）

レイヤ 2スイッチングポートは、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、メディアアク
セスコントロール（MAC）アドレステーブルを維持します。

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
して機能します。プライベート VLANの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

（注）

アクセスインターフェイスとトランクインターフェイスについて

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。（注）
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アクセスおよびトランクインターフェイス

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。

•アクセスポートでは 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。

セットアップスクリプトを使用するか、system default switchportコマンドを入力して、すべての
ポートをレイヤ 2ポートにできます。セットアップスクリプトの使用については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。CLIを使用
して、ポートをレイヤ 2ポートとして設定するには、switchportコマンドを使用します。

1つのトランク内のポートはすべて、同じ仮想デバイスコンテキスト（VDC）に配置されている
必要があります。VDCについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS 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。

以下の図は、ネットワークにおけるトランクポートの使い方を示したものです。トランクポート

は、2つ以上の VLANのトラフィックを伝送します。

図 2：トランクおよびアクセスポートと VLAN トラフィック

VLANついては、『Cisco Nexus 7000 Series 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」の項を参照）。

レイヤ 3インターフェイスでのサブインターフェイスについては、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

（注）
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アクセスポートでのパフォーマンスを最適化するには、その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されたポートは、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。

ホストポートとして設定できるのは端末だけです。端末以外のポートをホストとして設定しよう

とするとエラーになります。

アクセスポートは、アクセス VLAN値の他に 802.1Qタグがヘッダーに設定されたパケットを受
信すると、送信元のMACアドレスを学習せずにドロップします。

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

VLANについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参
照してください。

（注）

トランクとは、スイッチと他のネットワーキングデバイス間の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。

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（以下の図を参照）。このタグには、そのフレームおよびパケットが

属する特定のVLANに関する情報が含まれます。タグ方式を使用すると、複数の異なるVLAN用
にカプセル化されたパケットが、同じポートを通過しても、各VLANのトラフィックを区別する
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ことができます。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。

図 3：802.1Q タグなしヘッダーと 802.1Q タグ付きヘッダー

アクセス VLAN

アクセス VLANを割り当て、プライベート VLANのプライマリ VLANとしても動作させる
と、そのアクセス VLANに対応するすべてのアクセスポートが、プライベート VLANモード
のプライマリ VLAN向けのすべてのブロードキャストトラフィックを受信するようになりま
す。

（注）

プライベート VLANの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』を参照してください。

（注）

アクセスモードでポートを設定すると、その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。アクセスモードのポート（アクセスポート）用に VLANを設定しないと、そ
のインターフェイスはデフォルトの VLAN（VLAN1）のトラフィックだけを伝送します。

VLANのアクセスポートメンバーシップを変更するには、新しい VLANを指定します。VLAN
をアクセスポートのアクセスVLANとして割り当てるには、まず、VLANを作成する必要があり
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。
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アクセスポートは、アクセス VLAN値の他に 802.1Qタグがヘッダーに設定されたパケットを受
信すると、送信元のMACアドレスを学習せずにドロップします。

トランクポートのネイティブ VLAN ID
トランクポートは、タグなしパケットと802.1Qタグ付きパケットを同時に伝送できます。デフォ
ルトのポート VLAN IDをトランクポートに割り当てると、すべてのタグなしトラフィックが、
そのトランクポートのデフォルトのポート VLAN IDで伝送され、タグなしトラフィックはすべ
てこの VLANに属するものと見なされます。この VLANのことを、トランクポートのネイティ
ブ VLAN IDといいます。つまり、トランクポートでタグなし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。

ネイティブ VLAN ID番号は、トランクの両端で一致していなければなりません。（注）

トランクポートは、デフォルトのポート VLAN IDと同じ VLANが設定された出力パケットをタ
グなしで送信します。他のすべての出力パケットは、トランクポートによってタグ付けされま

す。ネイティブ VLAN IDを設定しないと、トランクポートはデフォルト VLANを使用します。

Fibre Channel over Ethernet（FCoE）VLANをイーサネットトランクスイッチポートのネイティ
ブ VLANとして使用できません。

（注）

ネイティブ VLAN トラフィックのタギング
シスコのソフトウェアは、トランクポートで IEEE 802.1Q標準をサポートします。タグなしトラ
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）。タグなし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、タグなし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タグなし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。この設定はグローバルです。
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。

Cisco NX-OSリリース 6.2(10)以降では、ポートレベルで switchport trunk native vlan tagコマン
ドを使用することで、制御パケットおよびデータパケットにタグ付けするかどうかを指定できま

す。たとえば、switchport trunk native vlan tag exclude controlコマンドを使用すれば、制御パケッ
トをタグ付けせず、データパケットをタグ付けすることができます。
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ポートレベルの設定が適用されると、ネイティブVLANタギングのグローバル設定はそのポー
トでは有効になりません。グローバル設定よりもポートレベルの設定が優先されます。

（注）

switchport trunk native vlan tagコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Command Reference』を参照してください。

Allowed VLANs
デフォルトでは、トランクポートはすべてのVLANに対してトラフィックを送受信します。各ト
ランク上では、すべての VLAN IDが許可されます。この包括的なリストから VLANを削除する
ことによって、特定の VLANからのトラフィックが、そのトランクを通過するのを禁止できま
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のスパニングツリープロトコル（STP）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。この分割を行わないと、VLAN1（デフォルトでは、すべての
ポートでイネーブル）が非常に大きな STPトポロジを形成し、STPのコンバージェンス中に問題
が発生する可能性があります。VLAN1を削除すると、そのポート上でVLAN1のデータトラフィッ
クはすべてブロックされますが、制御トラフィックは通過し続けます。

STPの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を
参照してください。

Ciscoリリース 5.2以降では、内部使用に予約されているVLANのブロックを変更できます。予約
されている VLANの変更の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』を参照してください。

デフォルトインターフェイス

デフォルトインターフェイス機能を使用して、イーサネット、ループバック、VLANネットワー
ク、トンネル、およびポートチャネルインターフェイスなどの物理インターフェイスおよび論理

インターフェイスの両方に対する設定済みパラメータを消去できます。

最大 8ポートがデフォルトインターフェイスに選択できます。デフォルトのインターフェイ
ス機能は、管理インターフェイスに対しサポートされていません。それはデバイスが到達不能

な状態になる可能性があるためです。

（注）

スイッチ仮想インターフェイスおよび自動ステート動作

Cisco NX-OSでは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、デバイスの VLANのブリッジン
グ機能とルーティング機能間の論理インターフェイスを表します。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
76

レイヤ 2 インターフェイスの設定
アクセスインターフェイスとトランクインターフェイスについて



このインターフェイスの動作状態は、その対応するVLAN内のさまざまなポートの状態によって
決まります。VLANの SVIインターフェイスは、その VLAN内の少なくとも 1個のポートがスパ
ニングツリープロトコル（STP）のフォワーディングステートにある場合に稼働します。同様
に、このインターフェイスは最後の STP転送ポートがダウンするか、別の STP状態になったと
き、ダウンします。

SVI 自動ステート除外

一般的に、VLANインターフェイスに複数のポートがある場合、VLAN内のすべてのポートがダ
ウンすると、SVIはダウン状態になります。SVI自動ステート除外機能を使用して、SVIが同じ
VLANに属する場合でも、SVIのステータス（アップまたはダウン）を定義すると同時に特定の
ポートおよびポートチャネルを除外することができます。たとえば、除外されたポートまたは

ポートチャネルがアップ状態であり、別のポートが VLAN内でダウン状態である場合でも、SVI
状態はダウンに変更されます。

SVI自動ステート除外機能は、スイッチド物理イーサネットポートおよびポートチャネルに
対してのみ使用できます。

（注）

SVI 自動ステートのディセーブル化

デバイスのインバンド管理にも SVIを使用できます。具体的には、自動ステートのディセーブル
化機能を設定して、対応する VLAN内にアップ状態のインターフェイスがない場合でも SVIを
アップ状態に保持することができます。この機能は、システム（すべての SVI向け）または個々
の SVIに対し設定できます。

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。

ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSHighAvailability
and Redundancy Guide』を参照してください。

（注）

仮想化のサポート

デバイスは仮想デバイスコンテキスト（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。
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VDCおよびリソースの割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual
Device Context Configuration Guide』を参照してください。

（注）

インターフェイスのライセンス要件

vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

レイヤ 2 インターフェイスの前提条件
ライセンス 2インターフェイスには次の前提条件があります。

•デバイスにログインしている。

• switchport modeコマンドを使用する前に、ポートをレイヤ 2ポートとして設定する必要があ
ります。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。

レイヤ 2 インターフェイスの注意事項および制約事項
VLANトランキングには次の設定上の注意事項と制限事項があります。

•ポートはレイヤ 2またはレイヤ 3インターフェイスのいずれかです。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デバイスを接続するときは、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と反対側の端のネイティブ 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。
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•ネットワーク上のすべてのネイティブVLANについて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 VLAN上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台のシスコデバイスを接続すると、トランク上で許容される
VLANごとにスパニングツリーブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）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
ランクの他のすべての 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デバイスでは、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スイッチを他社製のスイッチに接続すると、他社製のス
イッチのMono Spanning Treeとシスコ製スイッチのネイティブ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。

•シスコデバイスは、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、他社製のデバイス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他のシスコデバイスは、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、Ciscoスイッチは、他社製の 802.1Qデ
バイス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
コデバイス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デバイス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。

•シスコデバイスを他社製の 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デバイスを接続する場合は、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。シスコデバイスを他社製の 802.1Qクラウド
にアクセスポート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。

•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したときには、その

グループに最初に追加されたポートのパラメータ設定値をすべてのポートが引き継ぎます。

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。
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•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対応ポートのモードをトランクに変更しようとし
ても、ポートモードは変更されません。

•アクセスポートまたはトランクポートでネイティブ VLANを変更すると、インターフェイ
スがフラップされます。これは予想された動作です。

レイヤ 2 インターフェイスのデフォルト設定

表 10：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

デフォルトパラメータ

アクセススイッチポートモード

1～ 3967、4048～ 4094Allowed VLANs

VLAN1アクセス VLAN ID

VLAN1Native VLAN ID

ディセーブルネイティブ VLAN IDタギング

閉じる管理状態

イネーブルSVI自動ステート

アクセスインターフェイスとトランクインターフェイスの設定

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）

トランクのすべての VLANは同じ VDCであることが必要です。（注）

レイヤ 2 アクセスポートとしての VLAN 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、パケットを、1つの
タグなしVLAN上だけで送信します。インターフェイスが伝送するVLANトラフィックを指定し
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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。デフォルトの VLANは
VLAN 1です。

VLANをアクセスVLANとして指定するには、そのVLANが存在しなければなりません。システ
ムは、存在しないアクセス VLANに割り当てられたアクセスポートをシャットダウンします。

はじめる前に

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。

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   

設定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。

switch(config)# interface
{{typeslot/port} |
{port-channelnumber}}

ステップ 2   

インターフェイスを、非トランキング、タグなし、シン

グル VLANレイヤ 2インターフェイスとして設定しま
switch(config-if)#
switchport mode {access |
trunk}

ステップ 3   

す。アクセスポートは、1つの VLANのトラフィック
だけを伝送できます。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。異なる
VLANのトラフィックを伝送するようにアクセスポー
トを設定するには、switchport access vlanコマンドを使
用します。

このアクセスポートでトラフィックを伝送する VLAN
を指定します。このコマンドを入力しないと、アクセス

switch(config-if)#
switchport access
vlanvlan-id

ステップ 4   

ポートはVLAN1だけのトラフィックを伝送します。こ
のコマンドを使用して、アクセスポートがトラフィッ

クを伝送する VLANを変更できます。

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 5   

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 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。

switch# show interfaceステップ 7   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するインター

フェイスおよび VLANが表示され、ポリシーがハード
ウェアポリシーと一致することを確認できます。

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示するに

は、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。この

switch# no shutdownステップ 9   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行でき、

ポートがアップできます。ポリシーが対応していない場

合は、エラーは error-disabledポリシー状態になります。

（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

ステップ 10   

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のトラフィックだけを
伝送する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan 5
switch(config-if)#

アクセスホストポートの設定

switchport hostコマンドは、端末に接続するインターフェイスだけに使用します。（注）

端末に接続されたアクセスポートでのパフォーマンスを最適化するには、そのポートをホスト

ポートとしても設定します。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

ターフェイス上でポートチャネル動作がディセーブルになります。

ポートチャネルインターフェイスについては、「ポートチャネルの設定」および『CiscoNexus
7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

（注）

はじめる前に

エンドステーションのインターフェイスに接続された適切なインターフェイスを設定することを

確認してください。
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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   

設定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。

switch(config)#
interfacetype slot/port

ステップ 2   

インターフェイスをアクセスホストポートとして設定

します。このポートはただちに、スパニングツリー

switch(config-if)#
switchport host

ステップ 3   

フォワーディングステートに移行し、このインター

フェイスのポートチャネル動作をディセーブルにしま

す。

このコマンドは端末だけに適用しま

す。

（注）

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

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 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。

switch# show interfaceステップ 6   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 7   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch# no shutdownステップ 8   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（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

ステップ 9   
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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# configure terminal
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」の項を参照）。

デバイスは 802.1Qカプセル化だけをサポートします。（注）

はじめる前に

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。

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   

設定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。

switch(config)# interface
{{typeslot/port} |
{port-channelnumber}}

ステップ 2   

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、同じ物理リンクで 1つ

switch(config-if)#
switchport mode {access |
trunk}

ステップ 3   

以上の VLAN内のトラフィックを伝送できます（各
VLANはトランキングが許可された VLANリストに基
づいています）。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。特定のトランク上で特定の VLANだけを許可す
るように指定するには、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。switch(config-if)# exitステップ 4   

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 5   

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
84

レイヤ 2 インターフェイスの設定
アクセスインターフェイスとトランクインターフェイスの設定



目的コマンドまたはアクショ

ン

（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   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するインター

フェイスおよび VLANが表示され、ポリシーがハード
ウェアポリシーと一致することを確認できます。

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 7   

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。この

switch# no shutdownステップ 8   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行でき、

ポートがアップできます。ポリシーが対応していない

場合は、エラーは error-disabledポリシー状態になりま
す。

（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

ステップ 9   

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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)#

802.1Q トランクポートのネイティブ VLAN の設定
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と、
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。

イーサネットインターフェイスのネイティブ VLANとして FCoE VLANを設定できません。（注）
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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   

設定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。

switch(config)# interface
{{typeslot/port} |
{port-channelnumber}}

ステップ 2   

802.1QトランクのネイティブVLANを設定します。
指定できる範囲は 1～ 4094です（ただし、内部使用

switch(config-if)# switchport
trunk native vlanvlan-id

ステップ 3   

に予約されている VLANは除きます）。デフォルト
値は VLAN 1です。

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

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 5   

VLANのステータスおよび情報を表示します。switch# show vlanステップ 6   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 7   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示す

るには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。こ

switch# no shutdownステップ 8   

のコマンドにより、ポリシープログラミングが続行

でき、ポートがアップできます。ポリシーが対応し

ていない場合は、エラーは error-disabledポリシー状
態になります。

（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

ステップ 9   
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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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 5
switch(config-if)#

トランキングポートの許可 VLAN の設定
特定のトランクポートで許可されている VLANの IDを指定できます。

switchport trunk allowed vlanvlan-listコマンドは、指定したポートの現在のVLANリストを新しい
リストと置き換えます。新しいリストが適用される前に確認を求められます。

大規模な設定のコピーアンドペーストをしている場合は、CLIが他のコマンドを受け入れる前に
確認のため待機しているので障害が発生する場合があります。この問題を回避するには、設定を

ペーストする前に terminal dont-askコマンドを使用して、メッセージの表示をディセーブルにで
きます。

はじめる前に

指定トランクポートの許可 VLANを設定する前に、正しいインターフェイスを設定しているこ
と、およびそのインターフェイスがトランクであることを確認してください。

Ciscoリリース 5.2以降では、内部使用に予約されているVLANのブロックを変更できます。予約
されている VLANの変更の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』を参照してください。

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   

設定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。

switch(config)# interface
{{typeslot/port} |
{port-channelnumber}}

ステップ 2   

トランクインターフェイスの許可VLANを設定します。
デフォルトでは、トランクインターフェイス上のすべて

switch(config-if)#
switchport trunk allowed
vlan {vlan-list | addvlan-list

ステップ 3   

の VLAN（1～ 3967および 4048～ 4094）が許可されま
| all | exceptvlan-list | none
| removevlan-list} す。VLAN 3968～ 4047は、内部で使用するデフォルト

で予約されているVLANです。デフォルトでは、すべて
のトランクインターフェイスですべてのVLANが許可さ
れます。Ciscoリリース 5.2(1)以降では、デフォルトの予
約済み VLANは 3968～ 4094で、予約済み VLANのブ
ロックを変更できます。詳細については、『Cisco Nexus
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目的コマンドまたはアクショ

ン

7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
を参照してください。

内部で割り当て済みのVLANを、トランクポー
ト上の許可 VLANとして追加することはでき
ません。内部で割り当て済みの VLANを、ト
ランクポートの許可 VLANとして登録しよう
とすると、メッセージが返されます。

（注）

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 4   

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 5   

VLANのステータスおよび情報を表示します。switch# show vlanステップ 6   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するインター

フェイスおよび VLANが表示され、ポリシーがハード
ウェアポリシーと一致することを確認できます。

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 7   

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示するに

は、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。このコ

switch# no shutdownステップ 8   

マンドにより、ポリシープログラミングが続行でき、

ポートがアップできます。ポリシーが対応していない場

合は、エラーは error-disabledポリシー状態になります。

（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

ステップ 9   

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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 15-20
switch(config-if)#

デフォルトインターフェイスの設定

デフォルトインターフェイス機能によって、イーサネット、ループバック、VLANネットワー
ク、ポートチャネル、およびトンネルインターフェイスなどの複数インターフェイスの既存コン
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フィギュレーションを消去できます。特定のインターフェイスでのすべてのユーザコンフィギュ

レーションは削除されます。後で削除したコンフィギュレーションを復元できるように、任意で

チェックポイントを作成してからインターフェイスのコンフィギュレーションを消去できます。

デフォルトのインターフェイス機能は、管理インターフェイスに対しサポートされていませ

ん。それはデバイスが到達不能な状態になる可能性があるためです。

（注）

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   

インターフェイスの設定を削除しデフォルトの設定を復

元します。?キーワードを使用して、サポートされるイ
ンターフェイスを表示します。

switch(config)# default
interfaceint-if
[checkpointname]

ステップ 2   

checkpointキーワードを使用して、設定を消去する前に
インターフェイスの実行コンフィギュレーションのコ

ピーを保存します。

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 3   

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 4   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するインター

フェイスおよび VLANが表示され、ポリシーがハード
ウェアポリシーと一致することを確認できます。

switch# show interface
status error policy
[detail]

ステップ 5   

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示するに

は、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。このコ

switch# no shutdownステップ 6   

マンドにより、ポリシープログラミングが続行でき、

ポートがアップできます。ポリシーが対応していない場

合は、エラーは error-disabledポリシー状態になります。
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次に、ロールバック目的で実行コンフィギュレーションのチェックポイントを保存する際にイー

サネットインターフェイスの設定を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# default interface ethernet 3/1 checkpoint test8
.......Done
switch(config)#

SVI 自動ステート除外の設定
イーサネットインターフェイスまたはポートチャネルにSVI自動ステート除外機能を設定できま
す。自動ステート除外オプションを使用して、ポートが SVI計算を稼働または停止したり、それ
を選択したポートでイネーブルのすべてのVLANに適用するのをイネーブルまたはディセーブル
にすることができます。また、自動ステートが除外されたインターフェイスからVLANを除外す
るには、SVI自動ステート除外 VLAN機能を使用することもできます。

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   

設定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。

switch(config)# interface
{{typeslot/port} |
{port-channelnumber}}

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2インターフェイスとし
て設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

VLANに複数のポートがあるときに、VLANイン
ターフェイスのリンクアップ計算からポートを除外

します。

switch(config-if)# [no]
switchport autostate exclude

ステップ 4   

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形
式を使用します。

自動ステート除外インターフェイスからvlanまたは
vlanのセットを除外します。これにより、システム
の中断を最小限に抑えることができます。

switch(config-if)# [no]
switchport autostate exclude
vlanvlan id

ステップ 5   

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形
式を使用します。

インターフェイスモードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 6   

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 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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。

switch# show running-config
interface {{typeslot/port} |
{port-channelnumber}

ステップ 8   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよびVLANが表示され、ポリシーが

switch# show interface status
error policy [detail]

ステップ 9   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示す

るには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するイン

ターフェイスおよび VLANのエラーをクリアしま

switch# no shutdownステップ 10   

す。このコマンドにより、ポリシープログラミング

が続行でき、ポートがアップできます。ポリシーが

対応していない場合は、エラーは error-disabledポリ
シー状態になります。

（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

ステップ 11   

次に、Cisco NX-OSデバイスで VLANインターフェイスのリンクアップ計算からポートを除外す
る例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport autostate exclude

次に、自動除外インターフェイスから VLANを除外する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport autostate exclude
switch(config-if)# switchport autostate exclude vlan 10

システムの SVI 自動ステートのディセーブル化の設定
SVI自動ステートのディセーブル化機能を設定して、対応する VLAN内にアップ状態のインター
フェイスがない場合でも SVIをアップ状態に保持することができます。システム全体にこの機能
を設定するには、次の手順を使用します。
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はじめる前に

システム全体にこの機能を設定する前に、正しい VDCにいることを確認します。VDCの変更は
switchto vdcコマンドを使用します。

手順

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   

デバイスに対するデフォルトの自動ステート動作をディ

セーブルにします。

switch(config)# system
default interface-vlan no
autostate

ステップ 2   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するインター

フェイスおよび VLANが表示され、ポリシーがハード
ウェアポリシーと一致することを確認できます。

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 3   

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。この

switch# no shutdownステップ 4   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行でき、

ポートがアップできます。ポリシーが対応していない

場合は、エラーは error-disabledポリシー状態になりま
す。

（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 [all]

ステップ 5   

デフォルト情報および設定情報を表示するには、allキー
ワードを使用します。

次に、Cisco NX-OSデバイス上でデフォルトの自動ステート動作をディセーブルにする例を示し
ます。

switch# configure terminal
switch(config)# system default interface-vlan no autostate
switch(config)# show running-config
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SVI 単位の SVI 自動ステートのディセーブル化の設定
個々の SVI上で SVI自動ステートのイネーブル化またはディセーブル化を設定できます。SVIレ
ベルの設定は、その特定の SVIに対するシステムレベルの SVI自動ステート設定より優先されま
す。

はじめる前に

SVIレベルでこの機能を設定する前に、正しい VDCにいることを確認します。VDCの変更は
switchto vdcコマンドを使用します。

手順

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   

VLANインターフェイスモードをイネーブルにしま
す。

switch(config)# feature
interface-vlan

ステップ 2   

VLANインターフェイスを作成し、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。範

囲は、1～ 4094です。

switch(config)# interface
vlanvlan-id

ステップ 3   

デフォルトでは、指定されたインターフェイスのSVI
自動ステート機能をイネーブルにします。

switch(config-if)# [no]
autostate

ステップ 4   

デフォルト設定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。

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 5   

（任意）

特定の VLANインターフェイスの実行コンフィギュ
レーションを表示します。

switch(config)#show running
config-interface vlanvlan-id

ステップ 6   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch(config)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 7   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示す

るには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。こ

switch(config)# no shutdownステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

のコマンドにより、ポリシープログラミングが続行

でき、ポートがアップできます。ポリシーが対応し

ていない場合は、エラーは error-disabledポリシー状
態になります。

（任意）

スタートアップコンフィギュレーションのVLAN設
定を表示します。

switch(config)# show
startup-config interface
vlanvlan id

ステップ 9   

次に、個々の SVI上でデフォルトの自動ステート動作をディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature interface-vlan
switch(config)# interface vlan10
witch(config-if)# no autostate

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
タグなし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。

あるデバイス上で 802.1Qタギングをイネーブルにし、別のデバイスではディセーブルにする
と、デバイス上のトラフィックはすべてドロップされ、この機能はディセーブルになります。

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。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。
VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、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。
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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   

802.1Qトランキングネイティブ 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

switch(config)# vlan
dot1q tag native

ステップ 2   

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入るすべての

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
トではディセーブルになっています。

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 3   

（任意）

VLANのステータスと内容を表示します。
switch# show vlanステップ 4   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するインター

フェイスおよびVLANが表示され、ポリシーがハードウェ
アポリシーと一致することを確認できます。

switch# show interface
status error policy
[detail]

ステップ 5   

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示するに

は、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインターフェ

イスおよび VLANのエラーをクリアします。このコマン

switch# no shutdownステップ 6   

ドにより、ポリシープログラミングが続行でき、ポート

がアップできます。ポリシーが対応していない場合は、

エラーは error-disabledポリシー状態になります。

（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 7   

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# configure terminal
switch(config)# vlan dot1q tag native
switch#
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システムのデフォルトポートモードをレイヤ 2 に変更
システムのデフォルトポートモードをレイヤ 2アクセスポートに設定できます。

ストレージ VDCでファイバチャネルにシステムデフォルトのポートモードを設定する方法につ
いては、『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』を参照
してください。

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   

システムのすべてのインターフェイスに対するデフォル

トのポートモードをレイヤ 2アクセスポートモードに設
switch(config)# system
default switchport
[shutdown]

ステップ 2   

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。デフォルトでは、すべてのインターフェ

イスがレイヤ 3です。

system default switchport shutdownコマンドを
発行すると、no shutdownを使って設定されて
いないすべてのFEXHIFがシャットダウンされ
ます。シャットダウンを回避するには、noshut
を使って FEX HIFを設定します。

（注）

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 3   

（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
brief

ステップ 4   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するインター

フェイスおよびVLANが表示され、ポリシーがハードウェ
アポリシーと一致することを確認できます。

switch# show interface
status error policy
[detail]

ステップ 5   

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示するに

は、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインターフェ

イスおよび VLANのエラーをクリアします。このコマン

switch# no shutdownステップ 6   

ドにより、ポリシープログラミングが続行でき、ポート

がアップできます。ポリシーが対応していない場合は、

エラーは error-disabledポリシー状態になります。
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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(config)# copy
running-config
startup-config

ステップ 7   

次に、システムポートをデフォルトでレイヤ 2アクセスポートに設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config-if)# system default switchport
switch(config-if)#

低速ドレインデバイスの検出と輻輳回避の設定

Fibre Channel over Ethernet（FCoE）でのエンドデバイス間のデータトラフィックは、リンクレベ
ルおよび各ホップをベースとしたフロー制御を使用します。低速デバイスがファブリックに接続

されている場合、エンドデバイスは、設定されたレートでフレームを受け入れません。低速デバ

イスの存在がリンクのトラフィック輻輳の原因となります。トラフィックの輻輳は、宛先デバイ

スに低速ドレインが発生していない場合でも、トラフィックに同一のスイッチ間リンク（ISL）を
使用するファブリック内の無関係のフローに影響を与えます。

CiscoNX-OSリリース6.1以降では、低速ドレインデバイスの検出と輻輳回避は、FCoEトラフィッ
クを伝送する Fシリーズ I/Oモジュールでサポートされます。機能拡張は、主に低速ドレインデ
バイスに接続されるエッジポートにあり、エッジポート内の輻輳状態を最小限に抑えます。

一度低速ドレインデバイスがネットワーク上で検出されると、エッジポートに対するフレーム

タイムアウト値を小さな値に設定し、設定したしきい値を使用するすべてのパケットに対しタイ

ムアウトドロップを強制できます。フレームタイムアウト値を小さくすることにより、エッジ

ポートで実際にタイムアウトになる時間より早くパケットがドロップされるため、ファブリック

に影響する低速ドレイン状態が軽減されます。デフォルトのタイムアウト値は 500ミリ秒です。
この機能は、ISLのバッファ領域を空にし、低速ドレイン状態が発生していない他の無関係なフ
ローが使用できるようにします。

組み込みイベントマネージャ（EEM）システムポリシー __ori_mac_edge_pause（F1 I/Oモジュー
ルの場合）または __clm_sw_edge_port_pause（F2 /I/Oモジュールの場合）を上書きしようとする
と、デフォルトアクションとデフォルトの syslogも表示されます。action err-disableを指定して、
この条件が発生する不良ポートを隔離することを推奨します。

次は、F1 I/Oモジュールの EEMシステムポリシーを上書きする出力例です。

event manager applet my_eem_policy override __ori_mac_edge_pause
description "my_f1_Pause_eem_policy"
event policy-default count 1 time 2
action 1.0 cli switchto vdc storage
action 2.0 cli eth-port-manager internal-errdisable $interface $cause $SYSERR
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輻輳フレームタイムアウト値の設定

デフォルトの輻輳フレームタイムアウト値は 500ミリ秒です。ISLに対してはデフォルト設定を
保持し、エッジポートに対してはデフォルト値を超えない値を設定することを推奨します。フ

レームが設定された輻輳フレームタイムアウトよりも長い時間スイッチ内にある場合、それはド

ロップされ、ISL内のバッファ領域が空になり、輻輳が緩和されます。

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   

デバイスに対する新しい輻輳フレームタイムア

ウト値（ミリ秒）およびポートモードを設定し

ます。

switch# [no] system default
interface congestion
timeoutmillisecondsmode {core |
edge}

ステップ 2   

輻輳のタイムアウトの範囲は 100～ 1000ミリ秒
です。

デバイスに対するデフォルトの輻輳フレームタ

イムアウト値（ミリ秒）およびポートモードを

設定します。

switch# system default interface
congestion mode {core | edge}

ステップ 3   

輻輳のタイムアウトの範囲は 100～ 1000ミリ秒
です。

（任意）

タイムスタンプ情報を使用してモジュールごと

の送信元/宛先ペアに対する要求タイムアウトを
表示します。

switch# show logging onboard
flow-control request-timeout

ステップ 4   

エッジポートに対し低い値のタイムアウト値（たとえば 100または 200ミリ秒）を設定すると、
エッジポートの輻輳を軽減できます。輻輳が発生すると、それらのポートのパケットはすぐにタ

イムアウトします。500ミリ秒のデフォルトタイムアウトに戻すには、no system default interface
congestion timeoutmillisecondsmode {core | edge} command（または）system default interface
congestionmode {core | edge}を使用します。

輻輳フレームタイムアウト設定は、vdcに対してローカルで、vdcによって所有されているポー
ト（エッジ/コア）上でのみ有効です。

（注）

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
98

レイヤ 2 インターフェイスの設定
アクセスインターフェイスとトランクインターフェイスの設定



デフォルト設定をコアポートに使用し、ファブリックエッジポートに 500ミリ秒を超えない
輻輳フレームタイムアウト値を設定します。輻輳フレームタイムアウト値の推奨される範囲

は 100～ 200ミリ秒です。

（注）

次に、スーパーバイザCLIのタイムスタンプ情報を使用してモジュールごとの送信元/宛先ペアに
対する要求タイムアウトを表示する例を示します。

SUP CLI:
switch# show logging onboard flow-control request-timeout
----------------------------
Module: 2
----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
| Dest | Source | Events | Timestamp | Timestamp |
| Intf | Intf | Count | Earliest | Latest |
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 1736|11/14/2002-00:40:07|11/14/2002-00:57:22|
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 3477|11/13/2002-23:23:27|11/14/2002-00:00:48|
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 4298|11/13/2002-22:31:40|11/13/2002-23:18:00|
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 9690|11/13/2002-04:54:50|11/13/2002-07:31:58|

次に、モジュールCLIのタイムスタンプ情報を使用してモジュールごとの送信元/宛先ペアに対す
る要求タイムアウトを表示する例を示します。

Module CLI:
module--x# show logging onboard flow-control request-timeout
-------------------------------------------------------------------------------
| Dest | Source | Events | Timestamp | Timestamp |
| Intf | Intf | Count | Earliest | Latest |
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 1736|11/14/2002-00:40:07|11/14/2002-00:57:22|
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 3477|11/13/2002-23:23:27|11/14/2002-00:00:48|
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 4298|11/13/2002-22:31:40|11/13/2002-23:18:00|
-------------------------------------------------------------------------------
|fc4/3 |eth2/1,eth2/2 | 9690|11/13/2002-04:54:50|11/13/2002-07:31:58|

ポーズフレームタイムアウト値の設定

CiscoNX-OS6.1以降では、ポートのポーズフレームタイムアウト値をイネーブルまたはディセー
ブルにできます。システムは一時停止状態についてポートを定期的にチェックし、ポートが設定

された期間に継続的な一時停止状態にある場合は、ポートのポーズフレームタイムアウトをイ

ネーブルにします。この状況は、出力でドロップされるポートに接続するすべてのフレームで発

生します。この機能により ISLリンクのバッファ領域が空になり、同じリンクを使用する他の無
関係のフロー上のファブリックの減速と輻輳を軽減できます。

一時停止状態がポートでクリアされたりポートがフラップすると、システムはその特定のポート

上のポーズフレームタイムアウトをディセーブルにします。

ポーズフレームタイムアウトはデフォルトでイネーブルになっています。ISLに対してはデフォ
ルト設定を保持し、エッジポートに対してはデフォルト値を超えない値を設定することを推奨し

ます。
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低速ドレインデバイスの動作から迅速にリカバリするには、ポーズフレームタイムアウト値を

設定する必要があります。それは、フレームが輻輳したタイムアウトのスイッチにあるかどうか

にかかわらず、低速ドレインに直面しているエッジポート内のすべてのフレームがドロップされ

るためです。このプロセスにより、ISL内の輻輳がすぐにクリアされます。輻輳を完全にクリア
するには、輻輳フレームタイムアウト値を設定する代わりにポーズフレームタイムアウト値を

設定する必要があります。

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   

デバイスに対する新しいポーズフレームタ

イムアウト値（ミリ秒）およびポートモー

ドを設定します。

switch# system default interface pause
timeoutmillisecondsmode {core | edge}

ステップ 2   

デバイスに対するデフォルトのポーズフレー

ムタイムアウト値（ミリ秒）およびポート

モードを設定します。

switch# system default interface pause
mode {core | edge}

ステップ 3   

輻輳のタイムアウトの範囲は 100～ 500ミリ
秒です。

デバイスに対するポーズフレームタイムア

ウトをディセーブルにします。

switch# no system default interface
pause timeoutmillisecondsmode {core
| edge}

ステップ 4   

デバイスに対するデフォルトのポーズフレー

ムタイムアウトをディセーブルにします。

switch# no system default interface
pause mode {core | edge}

ステップ 5   

1インターフェイス 1モジュールごとの一時
停止イベントの総数を表示します。

switch# show logging onboard
flow-control pause-event [modulex]

ステップ 6   

（任意）

タイムスタンプ情報を使用して 1インター
フェイス 1モジュールごとのポーズカウン
タを表示します。

switch# show logging onboard
flow-control pause-count [modulex]
[last mm minutes] [last hh hours] [last
dd days]

ステップ 7   

（任意）

タイムスタンプ情報を使用して 1インター
フェイス 1モジュールごとのタイムアウト
ドロップを表示します。

switch# show logging onboard
flow-control timeout-drops [modulex]
[last mm minutes] [last hh hours] [last
dd days]

ステップ 8   

エッジポート上のポーズフレームタイムアウト値を無効にするには、no system default interface
pause timeoutmillisecondsmode {core | edge}コマンドを使用します。デフォルトのポーズタイムア
ウト値は 500ミリ秒です。
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一時停止イベントの例

次に、スーパーバイザ CLIに関する 1インターフェイス 1モジュールごとの一時停止イベントの
総数を表示する例を示します。

SUP CLI:
switch# show logging onboard flow-control pause-event module 2
----------------------------
Module: 2
----------------------------
------------------------------------------------------------------------------
STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 137 DEVICE Orion MAC Driver
------------------------------------------------------------------------------

| | Time Stamp |In|Port
Error Stat Counter Name | Count |MM/DD/YY HH:MM:SS|st|Range

| | |Id|
------------------------------------------------------------------------------
SW PL0 pause event VL3 |0x4e45b |06/18/03 05:27:50 |00|1
SW PL0 pause event VL3 |0x4e1a0 |06/18/03 05:25:50 |00|1
SW PL0 pause event VL3 |0x4dee5 |06/18/03 05:23:50 |00|1
SW PL0 pause event VL3 |0x4dc2a |06/18/03 05:21:50 |00|1

次に、モジュール CLIに関する 1インターフェイス 1モジュールごとの一時停止イベントの総数
を表示する例を示します。

Module CLI:
module-2# show logging onboard flow-control pause-event
------------------------------------------------------------------------------
STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 137 DEVICE Orion MAC Driver
------------------------------------------------------------------------------

| | Time Stamp |In|Port
Error Stat Counter Name | Count |MM/DD/YY HH:MM:SS|st|Range

| | |Id|
------------------------------------------------------------------------------
SW PL0 pause event VL3 |0x4e45b |06/18/03 05:27:50|00|1
SW PL0 pause event VL3 |0x4e1a0 |06/18/03 05:25:50|00|1
SW PL0 pause event VL3 |0x4dee5 |06/18/03 05:23:50|00|1
SW PL0 pause event VL3 |0x4dc2a |06/18/03 05:21:50|00|1
SW PL0 pause event VL3 |0x4d96f |06/18/03 05:19:50|00|1

ポーズカウンタの例

次に、スーパーバイザCLIに関するタイムスタンプ情報を使用した1インターフェイス1モジュー
ルごとのポーズカウンタを表示する例を示します。

SUP CLI:
switch# show logging onboard flow-control pause-count
------------------------------------------------------------------------------
STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 137 DEVICE Orion MAC Driver
------------------------------------------------------------------------------

| | Time Stamp |In|Port
Error Stat Counter Name | Count |MM/DD/YY HH:MM:SS|st|Range

| | |Id|
------------------------------------------------------------------------------
GD Received pause transitions of XO|0x984 |06/17/03 14:23:59|00|1
FF-XON UP3 | | | |
GD Received pause transitions of XO|0x41f |06/17/03 14:21:59|00|1
FF-XON UP3 | | | |

次に、モジュール CLIに関するタイムスタンプ情報を使用した 1インターフェイス 1モジュール
ごとのポーズカウンタを表示する例を示します。

Module CLI:
module-2# show logging onboard flow-control pause-count
------------------------------------------------------------------------------
STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 137 DEVICE Orion MAC Driver
------------------------------------------------------------------------------

| | Time Stamp |In|Port
Error Stat Counter Name | Count |MM/DD/YY HH:MM:SS|st|Range
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| | |Id|
------------------------------------------------------------------------------
GD Received pause transitions of XO|0x984 |06/17/03 14:23:59|00|1
FF-XON UP3 | | | |
GD Received pause transitions of XO|0x41f |06/17/03 14:21:59|00|1
FF-XON UP3 | | | |

タイムアウトドロップの例

次に、スーパーバイザCLIに関するタイムスタンプ情報を使用した1インターフェイス1モジュー
ルごとのタイムアウトドロップを表示する例を示します。

SUP CLI:
switch# show logging onboard flow-control timeout-drops
switch# show logging onboard flow-control timeout-drops
----------------------------
Module: 2
----------------------------
------------------------------------------------------------------------------
STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 137 DEVICE Orion MAC Driver
------------------------------------------------------------------------------

| | Time Stamp |In|Port
Error Stat Counter Name | Count |MM/DD/YY HH:MM:SS|st|Range

| | |Id|
------------------------------------------------------------------------------
ORI_EB_CNT_P0_SF_TIMESTAMP_DROP |0x100e |11/14/02 00:45:43|00|1
ORI_EB_CNT_P0_SF_TIMESTAMP_DROP |0xfd2 |11/14/02 00:43:42|00|1
Module CLI:

次に、モジュール CLIに関するタイムスタンプ情報を使用した 1インターフェイス 1モジュール
ごとのタイムアウトドロップを表示する例を示します。

module-2# show logging onboard flow-control timeout-drops
------------------------------------------------------------------------------
STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 137 DEVICE Orion MAC Driver
------------------------------------------------------------------------------

| | Time Stamp |In|Port
Error Stat Counter Name | Count |MM/DD/YY HH:MM:SS|st|Range

| | |Id|
------------------------------------------------------------------------------
ORI_EB_CNT_P0_SF_TIMESTAMP_DROP |0x100e |11/14/02 00:45:43|00|1
ORI_EB_CNT_P0_SF_TIMESTAMP_DROP |0xfd2 |11/14/02 00:43:42|00|1

インターフェイスコンフィギュレーションの確認

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、次のタスクのいずれかを行

います。

目的コマンド

インターフェイスの設定を表示します。show interface ethernetslot/port [brief | counters |
debounce | description | flowcontrol |mac-address
| status | transceiver]

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 brief

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 switchport
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目的コマンド

トランク設定情報を表示します。show interface trunk [modulemodule-number |
vlanvlan-id]

インターフェイスの機能に関する情報を表示し

ます。

show interface capabilities

ハードウェアポリシーと矛盾するインターフェ

イスおよび VLANのエラーを表示します。

detailコマンドを使用すると、エラーを生成す
るインターフェイスの詳細が表示されます。

show interface status error policy [detail]

現在の設定に関する情報を表示します。

allコマンドを使用すると、デフォルトの設定と
現在の設定が表示されます。

show running-config [all]

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。

show running-config interface ethernetslot/port

指定されたポートチャネルインターフェイスに

関するコンフィギュレーション情報を表示しま

す。

show running-config interface
port-channelslot/port

指定されたVLANインターフェイスに関するコ
ンフィギュレーション情報を表示します。

show running-config interface vlanvlan-id

これらのコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command
Reference』を参照してください。

レイヤ 2 インターフェイスのモニタリング
レイヤ 2インターフェイスを表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

カウンタをクリアします。clear counters interface [interface]

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco
NX-OS Release 4.2(1)から、3種類のサンプリン
グ間隔をビットレートおよびパケットレートの

統計情報に設定します。

load-interval {intervalseconds {1 | 2 | 3}}
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目的コマンド

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 [modulemodule]

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 detailed [all]

エラーパケットの数を表示します。show interface counters errors [modulemodule]

これらのコマンドについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』を
参照してください。

アクセスポートおよびトランクポートの設定例

ここでは、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
モード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)#

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html

『Interfaces ConfigurationGuide, Cisco
DCNM for LAN』
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マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
System Management Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_
Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSHigh
Availability and Redundancy Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_
Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_
Release_6-x.html

『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS
Fabric Extender Software Configuration
Guide for Cisco Nexus 7000 Series
Switches, Release 6.x』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/
b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html

VLAN、MACアドレステーブル、
プライベートVLAN、およびスパニ
ングツリープロトコル。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/fabricpath/configuration/guide/
b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Configuration Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/
nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes』
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MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。

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

• BRIDGE-MIB

• IF-MIB

• CISCO-IF-EXTENSION-MIB

• ETHERLIKE-MIB
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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。

レイヤ 3 インターフェイスの機能履歴
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。
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機能情報リリース機能名

ポリシープログラミング中にエラーを生

成するインターフェイスおよびVLANを
表示する show interface status error policy
コマンドが追加されました。

6.2(2)ポリシープログラミング

中のエラーを表示。

インタフェースからSNMP値をクリアす
るためのオプションを提供するキーワー

ド snmpを含めるため clear counters
interfaceコマンドが更新されました。

6.2(2)インターフェイスから

SNMPカウンタをクリア

Ciscoファブリックエクステンダは、
キューマッピングへのホストインター

フェイス（HIF）および DSCP上のレイ
ヤ3プロトコル隣接関係をサポートしま
す。

Ciscoリリース 6.2(2)より前
は、ファブリックエクステン

ダ（FEX）ポートをホスト接続
のためのレイヤ3インターフェ
イスとして設定できますが、

ルーティング用には設定できま

せん。

（注）

6.2(2)FEX

show interface ethコマンド出力が更新さ
れました。

6.1(1)サブインターフェースの出

力の表示拡張

load-intervalコマンドが追加されました。4.2(1)インターフェイス統計情報

の3つの設定可能なサンプ
リング間隔

この機能が導入されました。4.0(1)レイヤ3インターフェイス

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 Virtual Local Area Network（VLAN）ルーティングにはレイヤ 3インターフェイスが
使用できます。

共有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することはできません。共有イン
ターフェイスについては、『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco
MDS 9500』を参照してください。
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CiscoNX-OSリリース 6.2(2)以降のリリースでは、Ciscoファブリックエクステンダがキューマッ
ピングへのホストインターフェイス（HIF）および DSCP上のレイヤ 3プロトコル隣接関係をサ
ポートします。Ciscoリリース 6.2(2)より前は、ファブリックエクステンダ（FEX）ポートをホス
ト接続のためのレイヤ 3インターフェイスとして設定できますが、ルーティング用には設定でき
ません。ファブリックエクステンダの詳細については、『Configuring the Cisco Nexus 2000 Series
FabricExtender』を参照してください。ファブリックエクステンダの詳細については、『Configuring
the Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender』を参照してください。

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、スパニングツリープロト
コル（STP）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。

Ciscoリリース 4.2(1)からスタティックMediaAccessControl（MAC）アドレスをレイヤ 3インター
フェイスに割り当てられます。デフォルトでは、レイヤ3インターフェイスのMACアドレスは、
割り当て先の仮想デバイスコンテキスト（VDC）のMACアドレスです。MACアドレスの設定に
ついては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

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、「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。Cisco 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。

•入力パケット数/秒

•出力パケット数/秒

•入力バイト数/秒

•出力バイト数/秒

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。
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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。

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。

Cisco NX-OSでは、親インターフェイスがイネーブル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仮想ローカ

ルエリアネットワーク（VLAN）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。

以下の図は、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クポートを示して
います。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：VLAN のサブインターフェイス

VLANの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
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スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、デバイス上の VLAN
を同じデバイス上のレイヤ 3ルータエンジンに接続する仮想ルーテッドインターフェイスです。
VLANには 1つの VLANインターフェイスだけを関連付けることができますが、VLANに VLAN
インターフェイスを設定する必要があるのは、VLAN間でルーティングする場合か、または管理
VRF（仮想ルーティング/転送）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
る場合だけです。VLANインターフェイスの作成をイネーブルにすると、Cisco NX-OSによって
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。
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設定の前にVLANネットワークインターフェイス機能をイネーブルにする必要があります。Cisco
NX-OSリリース 4.2から、システムは機能のディセーブル化の前に自動的にチェックポイントを
作成するため、このチェックポイントにロールバックできます。ロールバックおよびチェックポ

イントについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参
照してください。

VLANと同じ VDCに VLANネットワークインターフェイスを設定する必要があります。

VLAN 1の VLANインターフェイスは削除できません。（注）

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アドレスおよび IPルーティングの詳細につ
いては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してくださ
い。

以下の図は、デバイス上の 2つの VLANに接続されている 2つのホストを示しています。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 1のレイヤ 3で、VLAN 10
は VLANインターフェイス 10のレイヤ 3で通信します。

図 5：VLAN インターフェイスによる 2 つの VLAN の接続

シャーシ内に F1シリーズモジュールがある Cisco Nexus 7000シリーズデバイスでインバンド
管理のための VLANインターフェイスを設定できます。

（注）

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
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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。VDCごとに最大 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層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、「IPトンネルの設定」
を参照してください。

レイヤ 3 インターフェイスの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、Cisco NX-OSは実行時の設定を適用します。

ハイアベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy Guide』を参照してください。

レイヤ 3 インターフェイスの仮想化サポート
レイヤ 3インターフェイスは、仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスをサポートします。
VRFは仮想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別のVDCやVRFを設定しない
限り、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。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 2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 Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を、
VRFでのインターフェイスの設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。
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そのインターフェイスに IPアドレスを設定する前に、インターフェイスを VRFに割り当てる
必要があります。

（注）

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

レイヤ 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。

• VDCを設定する場合は、アドバンスドサービスライセンスをインストールし、目的のVDC
を入力している（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』
を参照）。

• IPアドレッシングおよび基本設定を熟知している。IPアドレッシングについては、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

注意事項と制約事項
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約事項があります。

•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場合、Cisco 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、Cisco 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 Nexus 2000ファブリックエクステンダは、ポートに接続されたデバイスとのルーティ
ングプロトコルの隣接に参加できません。スタティックな直接ルートだけがサポートされま

す。この制限事項は、サポートされる接続例両方に適用されます。
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◦レイヤ 2モードのファブリックエクステンダ単一ポートまたはポートチャネルを有す
る SVI。

◦レイヤ 3モードのファブリックエクステンダポートまたはポートチャネル。

•レイヤ 3ルータインターフェイスおよびサブインターフェイスは、F1 I/Oモジュールでは設
定できません。

• F2シリーズ I/OモジュールはVLAN単位の統計情報はサポートしません。したがって、show
interfaceコマンドは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）の VLAN単位の Rx/Txカウン
タまたは統計情報を表示しません。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）

レイヤ 3 インターフェイスのデフォルト設定
表 11：レイヤ 3 インターフェイスのデフォルトパラメータ

デフォルトパラメータ

閉じる管理状態

レイヤ 3 インターフェイスの設定

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。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   
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目的コマンドまたはアクション

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
ethernetslot/port

ステップ 2   

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。

switch(config-if)# no
switchport

ステップ 3   

このインターフェイスの IPアドレスを設定します。
IPアドレスおよび IPv6アドレスの詳細については、

switch(config-if)# ip
addressip-address/length

説明オプション

ステップ 4   

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

このイ

ンター

フェイ

スの

IPv6ア
ドレス

を設定

しま

す。

ipv6 address
ipv6-address/length

（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

ステップ 5   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよびVLANが表示され、ポリシーが

switch# show interface status
error policy [detail]

ステップ 6   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示す

るには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するイン

ターフェイスおよび VLANのエラーをクリアしま

switch# no shutdownステップ 7   

す。このコマンドにより、ポリシープログラミング

が続行でき、ポートがアップできます。ポリシーが

対応していない場合は、エラーは error-disabledポリ
シー状態になります。

（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

ステップ 8   
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インターフェイスメディアをポイントツーポイントまたはブロードキャストのどちらかとして

設定するには、mediumコマンドを使用します。

目的コマンド

インターフェイスメディアをポイントツーポ

イントまたはブロードキャストのどちらかとし

て設定します。

medium {broadcast | p2p}

デフォルト設定はbroadcastであり、この設定はどの showコマンドにも表示されません。ただし、
p2pに設定を変更した場合、show running-configコマンドを入力すると、この設定が表示されま
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換するには、switchportコマンドを
使用します。

目的コマンド

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。

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# configure terminal
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

インターフェイスのデフォルト設定がルーテッドされます。レイヤ 2にインターフェイスを設定
するには、switchportコマンドを入力します。レイヤ 2インターフェイスをルーテッドインター
フェイスに変更する場合は、no switchportコマンドを入力します。

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。

はじめる前に

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」の項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。
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正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

このインターフェイスの IPアドレスを設定し
ます。IPアドレスおよび IPv6アドレスの詳細

switch(config-if)# ip
addressip-address/length

説明オプション

ステップ 3   

については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Unicast Routing Configuration Guide』を参照し
てください。

このインター

フェイスの

IPv6アドレス
を設定しま

す。

ipv6 address
ipv6-address/length

サブインターフェイス上の IEEE802.1QVLAN
カプセル化を設定します。範囲は 2～ 4093で
す。

switch(config-if)# encapsulation
dot1qvlan-id

ステップ 4   

（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ステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、サブインターフェイスを作成する例を示します。

switch# configure terminal
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

Cisco NX-OSリリース 6.1以降では、show interface ethコマンドの出力が、次の例に示すように、
サブインターフェイスに対し拡張されます。

switch# show interface ethernet 1/2.1
Ethernet1/2.1 is down (Parent Interface Admin down)
admin state is down, Dedicated Interface, [parent interface is Ethernet1/2]
Hardware: 40000 Ethernet, address: 0023.ac67.9bc1 (bia 4055.3926.61d4)
Internet Address is 10.10.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit, DLY 10 usec
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reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 11, medium is broadcast
Auto-mdix is turned off
EtherType is 0x8100
L3 in Switched:
ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

L3 out Switched:
ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

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。上位層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固有の値として、つまり親インターフェイスの帯域幅を親イ
ンターフェイスから継承するように帯域幅を設定します。

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
Mb/sです。

◦ 1 Gb/s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 Gb/sです。

◦ 10 Gb/s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 Gb/s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。

目的コマンド

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。

帯域幅

親インターフェイスから帯域幅を継承するようにサブインターフェイスを設定するには、インター

フェイスモードで次のコマンドを使用します。
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目的コマンド

設定された帯域幅の値を継承するように、この

インターフェイスのすべてのサブインターフェ

イスを設定します。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。指定できる範囲は 1～
10000000（KB単位）です。

bandwidth inherit [value]

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。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

VLANインターフェイスモードをイネーブルにし
ます。

switch(config)#feature
interface-vlan

ステップ 2   

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

switch(config)# interface
vlannumber

ステップ 3   

このインターフェイスのIPアドレスを設定します。
IPアドレスおよび IPv6アドレスの詳細について

switch(config-if)# ip
addressip-address/length

説明オプション

ステップ 4   

は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。

このイン

ターフェ

イスの

IPv6アド
レスを設

定しま

す。

ipv6 address
ipv6-address/length
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目的コマンドまたはアクション

（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
vlannumber

ステップ 5   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイ

ンターフェイスおよびVLANが表示され、ポリシー

switch(config-if)# show interface
status error policy [detail]

ステップ 6   

がハードウェアポリシーと一致することを確認で

きます。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示

するには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するイン

ターフェイスおよび VLANのエラーをクリアしま

switch(config-if)# no shutdownステップ 7   

す。このコマンドにより、ポリシープログラミン

グが続行でき、ポートがアップできます。ポリシー

が対応していない場合は、エラーは error-disabled
ポリシー状態になります。

（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

ステップ 8   

次に、VLANインターフェイスを作成する例を示します。

switch# configure terminal
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

Nexus シャーシでのインバンド管理の設定
シャーシ内に F1シリーズモジュールのみがある場合に、Cisco Nexus 7000シリーズデバイスでイ
ンバンド管理のための VLANインターフェイスを設定できます。

F1シリーズモジュールのインバンド管理には専用の VLANを使用することを推奨します。イ
ンバンド管理に使用している VLAN上でデータトラフィックを実行しないでください。

注意

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。
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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   

VLANインターフェイスモードをイネーブルにしま
す。

switch(config)#feature
interface-vlan

ステップ 2   

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

switch(config)# interface
vlannumber

ステップ 3   

インターフェイスを管理上のアップ状態にします（イ

ンターフェイスをイネーブルまたはディセーブルに

します）。

switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 4   

VLANインターフェイスの IPアドレスへのインバン
ド管理アクセスを許可します。

switch(config-if)#
management

ステップ 5   

このインターフェイスの IPアドレスを設定します。
IPアドレスの詳細については、『Cisco Nexus 7000

switch(config-if)# ip
addressip-address/length

ステップ 6   

Series NX-OS 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 vlannumber

ステップ 7   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよびVLANが表示され、ポリシーが

switch(config-if)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 8   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示す

るには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するイン

ターフェイスおよび VLANのエラーをクリアしま

switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 9   

す。このコマンドにより、ポリシープログラミング

が続行でき、ポートがアップできます。ポリシーが

対応していない場合は、エラーは error-disabledポリ
シー状態になります。

（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

ステップ 10   
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次に、Cisco Nexus 7000シャーシでインバンド管理を作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature interface-vlan
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# management
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。

はじめる前に

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を使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

ループバックインターフェイスを作成しま

す。範囲は 0～ 1023です。
switch(config)# interface
loopbackinstance

ステップ 2   

このインターフェイスの IPアドレスを設定し
ます。IPアドレスおよび IPv6アドレスの詳

switch(config-if)# ip
addressip-address/length

説明オプション

ステップ 3   

細については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OSUnicast Routing Configuration Guide』を
参照してください。

このイ

ンター

フェイ

スの

IPv6ア
ドレス

を設定

しま

す。

ipv6
addressipv6-address/length
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目的コマンドまたはアクション

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
loopbackinstance

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

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# configure terminal
switch(config)# interface loopback 0
switch(config-if)# ip address 192.0.2.100/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

VRF へのインターフェイスの割り当て
VRFにレイヤ 3インターフェイスを追加できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

VRF用のインターフェイスを設定した後で、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。

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。

switch(config)#
interfaceinterface-type number

ステップ 2   

このインターフェイスをVRFに追加します。switch(config-if)# vrf member
vrf-name

ステップ 3   

このインターフェイスの IPアドレスを設定し
ます。IPアドレスの詳細については、『Cisco

switch(config-if)# ip
addressip-address/length

ステップ 4   

Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

VRF情報を表示します。
switch(config-if)# show vrf
[vrf-name] interfaceinterface-type
number

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、VRFにレイヤ 3インターフェイスを追加する例を示します。

switch# configure terminal
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

レイヤ 3 インターフェイス設定の確認
目的コマンド

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 ethernetslot/port

レイヤ 3インターフェイスの動作ステータスを
表示します。

show interface ethernetslot/portbrief

レイヤ3インターフェイスの機能（ポートタイ
プ、速度、およびデュプレックスを含む）を表

示します。

show interface ethernetslot/portcapabilities

レイヤ 3インターフェイスの説明を表示しま
す。

show interface ethernetslot/portdescription

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、およびデュプレックスを

表示します。

show interface ethernetslot/portstatus
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目的コマンド

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 ethernetslot/port.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 port-channelchannel-id.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 loopbacknumber

ループバックインターフェイスの動作ステータ

スを表示します。

show interface loopbacknumberbrief

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 loopbacknumberdescription

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 loopbacknumberstatus

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 vlannumber

VLANインターフェイスの動作ステータスを表
示します。

show interface vlannumberbrief

VLANインターフェイスの説明を表示します。show interface vlannumberdescription

VLANインターフェイスのプライベートVLAN
情報を表示します。

show interface vlannumberprivate-vlan mapping

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。

show interface vlannumberstatus

ハードウェアポリシーと矛盾するインターフェ

イスおよび VLANのエラーを表示します。

detailコマンドを使用すると、エラーを受信す
るインターフェイスおよびVLANの詳細を表示
できます。

show interface status error policy [detail]
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レイヤ 3 インターフェイスのモニタリング
レイヤ 2インターフェイスを表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco
NX-OS Release 4.2(1)から、3種類のサンプリン
グ間隔をビットレートおよびパケットレートの

統計情報に設定します。VLANネットワークイ
ンターフェイスでの範囲は60～300秒であり、
レイヤインターフェイスでの範囲は 30～ 300
秒です。

load- interval {intervalseconds {1 | 2 | 3}}

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 ethernetslot/portcounters

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 ethernetslot/portcounters brief

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ビットと 64ビッ
トのパケットおよびバイトカウンタ（エラーを

含む）をすべて含めることができます。

show interface ethernetslot/portcounters detailed
[all]

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 ethernetslot/portcounters errors

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。

show interface ethernetslot/portcounters snmp

サブインターフェイスの統計情報（ユニキャス

ト、マルチキャスト、およびブロードキャス

ト）を表示します。

show interface ethernetslot/port.numbercounters

ポートチャネルサブインターフェイスの統計

情報（ユニキャスト、マルチキャスト、および

ブロードキャスト）を表示します。

show interface
port-channelchannel-id.numbercounters

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（ユニキャスト、マルチキャスト、

およびブロードキャスト）を表示します。

show interface loopbacknumbercounters
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目的コマンド

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ビットと 64
ビットのパケットおよびバイトカウンタ（エ

ラーを含む）をすべて含めることができます。

show interface loopbacknumbercounters detailed
[all]

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 loopbacknumbercounters errors

VLANインターフェイスの入力および出力カウ
ンタ（ユニキャスト、マルチキャスト、および

ブロードキャスト）を表示します。

show interface vlannumbercounters

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 vlannumbercounters detailed [all]

SNMPMIB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。

show interface vlannumbercounters snmp

これらのコマンドについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』を
参照してください。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html

『Interfaces ConfigurationGuide, Cisco
DCNM for LAN』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
System Management Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_
Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSHigh
Availability and Redundancy Guide』
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html


マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_
Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_
Release_6-x.html

『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS
Fabric Extender Software Configuration
Guide for Cisco Nexus 7000 Series
Switches, Release 6.x』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/
b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html

VLAN、MACアドレステーブル、
プライベートVLAN、およびスパニ
ングツリープロトコル。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/fabricpath/configuration/guide/
b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Configuration Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/
nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes』

MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。

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

• IF-MIB

• CISCO-IF-EXTENSION-MIB

• ETHERLIKE-MIB
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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• 機能情報の確認, 129 ページ

• BFDの機能の履歴, 129 ページ

• BFDに関する情報, 131 ページ

• インターフェイスのライセンス要件, 136 ページ

• BFDの前提条件, 136 ページ

• 注意事項と制約事項, 137 ページ

• デフォルト設定, 140 ページ

• BFDの設定, 141 ページ

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。

BFD の機能の履歴
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。
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表 12：基本インターフェイスパラメータ設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

M3ラインカード上のBFDFSAオフロー
ドに対するサポートが追加されました。

7.3(0)DX(1)M3上のBFDFSAオフロー
ド

HSRPv6上のBFDに対するサポートが追
加されました。

7.3(0)D1(1)HSRPv6に対する BFDサ
ポート

BFDアドレスリンク単位効率化に対す
る拡張機能として、すべての LAGメン
バーインターフェイス上で個別の BFD
セッションを設定するためのサポートが

追加されました。

7.3(0)D1(1)リンク単位の効率化に対処

するための BFD拡張機能

アンナンバードインターフェイス上で

BFDを設定するためのサポートが追加さ
れました。

7.2(1)D1(1)アンナンバードインター

フェイス上の BFD

F3ラインカード上のBFDACPオフロー
ドに対するサポートが追加されました。

7.2(1)D1(1)F3上のBFD FSAオフロー
ド

FabricPathコア上のレイヤ 2経由の BFD
に対するサポートが追加されました。

7.2(0)D1(1)FabricPathコア上のレイヤ
2経由の BFDに対するサ
ポート

Fabricbathコア上の SVI経由のBFDに対
するサポートが追加されました。

7.2(0)D1(1)Fabricbathコア上の SVI経
由の BFDに対するサポー
ト

インターフェイス上のすべての IPv6ス
タティックルートで BFDを設定するた
めのサポートが追加されました。

6.2(2a)IPv6スタティックルート
での BFD

Cisco NX-OSソフトウェアおよび Cisco
IOSソフトウェアで BFD相互運用性を
設定するためのサポートが追加されまし

た。

6.2(2)BFD相互運用性

IPv6での BFDのサポートが追加されま
した。

6.2(2)IPv6での BFD

OPSPv3でのBFDのサポートが追加され
ました。

6.2(2)OSPFv3での BFD
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機能情報リリース機能名

IS-ISv6での BFDのサポートが追加され
ました。

6.2(2)IS-ISv6での BFD

M2およびF2モジュールのサポートに関
する注記が追加されました。

6.1(1)M2および F2モジュール
上での BFD

キー付き SHA-1認証は BFDパケットで
サポートされます。

5.2(1)BFD認証

VRRPの BFDのサポートが追加されま
した。

5.2(1)VRRP用 BFD

この機能が導入されました。5.0(2)BFD

BFD に関する情報
BFDは、メディアタイプ、カプセル化、トポロジ、およびルーティングプロトコルの転送パス障
害を高速で検出するように設計された検出プロトコルです。BFDを使用することで、さまざまな
プロトコルの Helloメカニズムにより、変動速度ではなく一定速度で転送パス障害を検出できま
す。BFDはプロファイリングおよびプランニングを簡単にし、再コンバージェンス時間の一貫性
を保ち、予測可能にします。

BFDは 2台の隣接デバイス間のサブセカンド障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされ
るモジュール上のデータプレーンに分散できるため、プロトコル helloメッセージよりも CPUを
使いません。

非同期モード

Cisco NX-OSは、BFD非同期モードをサポートします。BFD非同期モードでは、2個の隣接する
デバイス間で BFD制御パケットが送信され、デバイス間の BFDネイバーセッションがアクティ
ベートされ、維持されます。両方のデバイス（または BFDネイバー）で BFDを設定できます。
インターフェイスおよび適切なプロトコルで一度 BFDがイネーブルになると、Cisco NX-OSは
BFDセッションを作成し、BFDセッションパラメータをネゴシエートし、BFD制御パケットを
ネゴシエートされた間隔で各 BFDネイバーに送信し始めます。BFDセッションパラメータは、
次のとおりです。

•目的の最小送信間隔：このデバイスが BFD Helloメッセージを送信する間隔。

•必要最小受信間隔：このデバイスが別のBFDデバイスからのBFDHelloメッセージを受け付
ける最小間隔。
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•検出乗数：転送パスの障害を検出するまでに喪失した、別の BFDデバイスからの BFD Hello
メッセージの数。

以下の図に、BFDセッションがどのように確立されているかを示します。この図は、OSPFとBFD
を実行する 2台のルータがある単純なネットワークを示します。OSPFがネイバーを検出すると
（1）、OSPF隣接ルータで BFDネイバーセッションを開始する要求が、ローカル BFDプロセス
に送信されます（2）。OSPFネイバールータとの BFDネイバーセッションが確立されました
（3）。

図 6： BFD ネイバー関係の確立

障害検出

一度 BFDセッションが確立され、タイマーネゴシエーションが終了すると、BFDネイバーは、
より速い速度の場合を除き IGP Helloプロトコルと同じ動作をする BFD制御パケットを送信し、
活性度を検出します。BFDは障害を検出しますが、プロトコルが障害の発生したピアをバイパス
するための処置を行う必要があります。

BFDは転送パスに障害を検出したとき、障害検出通知をBFD対応プロトコルに送信します。ロー
カルデバイスは、プロトコル再計算プロセスを開始してネットワーク全体の収束時間を削減でき

ます。

以下の図に、ネットワークで障害が発生した場合を示します（1）。OSPFネイバールータでの
BFDネイバーセッションが停止されます（2）。BFDはローカルOSPFプロセスに BFDネイバー
に接続できなくなったことを通知します（3）。ローカル OSPFプロセスは OSPFネイバー関係を
解除します（4）。代替パスが使用可能な場合、ルータはただちにそのパスでコンバージェンスを
開始します。
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BFD障害検出は 1秒未満で行われます。これは OSPF Helloメッセージが同じ障害を検出する
より高速です。

（注）

図 7：OSPF ネイバー関係の解除

分散型動作

Cisco NX-OSは、BFDをサポートする互換性のあるモジュールへBDF動作を配布できます。この
プロセスで、BFDパケット処理の CPUの負荷を、BFDネイバーに接続された各モジュールへオ
フロードします。すべての BFDセッションはモジュール CPU上で行われます。BFD障害が検出
されたときに、モジュールはスーパーバイザに通知します。

BFD エコー機能
BFDエコー機能は、転送エンジンからリモート BFDネイバーにエコーパケットを送信します。
BFDネイバーは検出を実行するために同じパスに沿ってエコーパケットを返送します。BFDネイ
バーは、エコーパケットの実際の転送に参加しません。エコー機能および転送エンジンが検出の

処理を行います。BFDはエコー機能がイネーブルになっている場合に非同期セッションの速度を
低下させ、2台の BFDネイバー間で送信される BFD制御パケット数を減らすために、slow timer
を使用できます。また、転送エンジンは、リモートシステムを含めないでリモート（ネイバー）

システムの転送パスをテストするので、パケット間遅延の変動が少なくなり、障害検出時間が短

縮されます。

BFDネイバーの両方がエコー機能を実行している場合、エコー機能には非対称性がありません。

ユニキャストリバースパス転送チェック（uRPF）はデフォルトではディセーブルです。これ
を BFDのあるインターフェイス機能でイネーブルにする必要がある場合は、BFDエコー機能
がディセーブルになっている必要があります。

（注）
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セキュリティ

Cisco NX-OSは BFDパケットを隣接する BFDピアから受信したことを確認するためにパケット
の存続可能時間（TTL）値を使用します。すべての非同期およびエコー要求パケットの場合、BFD
ネイバーは TTL値を 255に設定し、ローカル BFDプロセスは着信パケットを処理する前に TTL
値を 255として確認します。エコー応答パケットの場合、BFDは TTL値を 254に設定します。

Cisco NX-OSリリース 5.2以降では、BFDパケットの SHA-1認証を設定できます。

ハイアベイラビリティ

BFDは、ステートレスリスタートと In-ServiceSoftwareUpgrade（ISSU）をサポートします。ISSU
を使用すると、転送に影響を与えることなく、ソフトウェアをアップグレードできます。リブー

トまたはスーパーバイザスイッチオーバー後に、Cisco NX-OSが実行コンフィギュレーションを
適用し、BFDがただちに制御パケットを BFDピアに送信します。

仮想化のサポート

BFDは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは仮想
化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別の VDCや VRFを設定しない限り、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。詳
細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照
してください。

BFD 相互運用性
この機能は、Cisco IOSソフトウェア、Cisco NX-OSソフトウェアおよび Cisco IOS XRソフトウェ
ア間の BFD相互運用性を実現します。

F3 ラインカードおよび M3 ラインカード上の BFD ACP オフロード
F3ラインカード上の BFDファブリックサービスアクセラレータ（FSA）オフロードを使用すれ
ば、F3ラインカード上のネットワークプロセッサユニットに対する非同期およびエコーBFD送
信（Tx）および受信（Rx）のオフロードを実現できます。F3ラインカード上の BFD FSAオフ
ロード機能は、ルーティングテーブルを再計算するために迅速な障害検出パケットまたはメッ

セージをルーティングプロトコルに送信することにより、スケールを改善し、ネットワーク全体

の収束時間を短縮します。bfd hw-offload-module module-nameコマンドを使用して、各 VDCの
F3ラインカード上の BFD FSAオフロードを明示的に有効にする必要があります。この機能を無
効にするには、no bfd hw-offload-modulemodule-nameコマンドを使用します。この機能は、その
特定の VDC内のラインカード上でホストされているアクティブな BFDセッションが存在しない
場合にのみ有効にできます。
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BFD FSAオフロード機能は、Cisco Nexus 7000シリーズリリース 7.3(0)DX(1)のM3ラインカー
ドで導入されます。

FSAへの BFDセッションのオフロードは、F3ラインカード上ではデフォルトで無効になってお
り、M3ラインカード上ではデフォルトで有効になっています。セッションが FSAにオフロード
された場合は、BFDセッションが 15 msで動作できます。

アンナンバードインターフェイス上の BFD
シスコユニファイドファブリックは、相互接続を備えた 1024個のリーフからなる 32個のスパイ
ンをサポートする必要があります。32スパイン Vinci Fabricでは、1つのリーフに 32個のレイヤ
3リンク（スパインごとに 1つずつ）が割り当てられます。同様に、各スピネットに 1024個のレ
イヤ 3リンク（リーフごとに 1つずつ）が割り当てられます。通常、スパインとリーフ上の各レ
イヤ 3リンクには同数の IPアドレスが必要なため、割り当てと管理が複雑になります。この複雑
さを軽減するために、これらのリンク 3レイヤは指定されたループバックインターフェイスから
IPアドレスを抽出します。このようなレイヤ 3リンクは「アンナンバードリンク」と呼ばれま
す。これらのレイヤ 3アンナバードリンクは、それぞれのルータのMACアドレスに関連付けら
れます。BFDがこれらのリンク上の迅速な障害検出に使用されます。これには、アンナンバード
インターフェイス経由の BFDに対するサポートが不可欠です。

OSPFプロトコルと IS-ISプロトコルのどちらかを使用して、スパインとリーフ間のレイヤ 3接続
を提供することができます。

次の BFDサブ機能がアンナンバードインターフェイス上で適用されます。

•アドレスファミリのサポート

BFDクライアントは、IPv4アドレスまたは IPv6アドレスのいずれかを使用して BFDをブー
トストラップすることができます。

•エコーのサポート

デフォルトで、エコー機能が IPv4 BFDセッションと IPv6 BFDセッションの両方でサポート
されます。ただし、BFD IPv6セッションがリンクローカルアドレスを使用してブートスト
ラップされた場合は、エコーはサポートされません。

•アンナンバードポートチャネル経由の BFDセッション

論理モードセッションとリンク単位モードセッションの両方がサポートされます。デフォ

ルトで、ポートチャネル上の設定なしで、BFDセッションが論理モードになります。

次の設定は、アンナンバードインターフェイスでサポートされません。

•スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、アンナンバードと見なされません。

•スパインとリーフの同じセット間のマルチパスリンクはサポートされません。

•サブインターフェイスはアンナンバードと見なされないため、サブインターフェイスの最
適化はサポートされません。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
135

双方向フォワーディング検出の設定

アンナンバードインターフェイス上の BFD



リンク単位の効率化に対処するための BFD 拡張機能
リンク単位の効率化機能に対処するための双方向転送（BFD）拡張機能を使用すれば、すべての
リンク集約グループ（LAG）メンバーインターフェイス（RFC7130で規定されている）上で個別
の BFDセッションを設定することができます。

この拡張機能により、BFDセッションはポートチャネルの各メンバーリンク上で動作します。
BFDがリンク障害を検出すると、そのメンバーリンクが転送テーブルから削除されます。BFD
セッションは個別のポートチャネルインターフェイス上で作成されるため、このメカニズムが迅

速な障害検出を可能にします。

ユーザは、メインポートチャネルインターフェイス経由でRFC 7130 BFDを設定できます。この
インターフェイスでは、メンバーごとに 1つずつのマイクロBFDセッションを使用することによ
るLAG経由の帯域幅モニタリングが実行されます。メンバーポートのいずれかがダウンすると、
そのポートが転送テーブルから削除されます。これにより、そのメンバー上のトラフィックのブ

ラックホール化が回避されます。

マイクロ BFDセッションは、LACPベースのポートチャネルと非 LACPベースのポートチャネ
ルの両方でサポートされます（ポートチャネルのメンバーリンク上で動作する BFDセッション
は「マイクロ BFDセッション」と呼ばれます）。

マイクロ BFDセッションの設定方法の詳細については、「マイクロ BFDセッションの設定」の
トピックを参照してください。

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

BFD の前提条件
BFDには、次の前提条件があります。

• BFD機能をイネーブルにする必要があります。

• BFDをイネーブルにする任意のクライアントプロトコルでは、そのクライアントプロトコ
ルの BFDをイネーブルにします。

• BFD対応インターフェイスでインターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）リダイレ
クトメッセージをディセーブルにします。
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•デフォルト VDCの同一 IPの送信元および宛先アドレスの IPパケット検証チェックをディ
セーブルにします。

•設定作業とともに一覧表示されているその他の詳細な前提条件を参照してください。

• Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降では、IPv6の BFDがサポートされます。

• BFDの Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）IPv6クライアントを設定するには、
IS-ISがすべてのルータで実行している必要があります。さらに、BFDセッションの基本パ
ラメータは BFDネイバーに対して BFDセッションを実行するインターフェイス上で設定す
る必要があります。

• Cisco IOSソフトウェア、Cisco NX-OSソフトウェア、および Cisco IOS XRソフトウェアの
間で BFDの相互運用性をイネーブルにするには、エコーモードで BFDを使用します。さら
に、BFDの一部であるすべてのインターフェイス、およびピアデバイスでも no ip redirect
コマンドを設定します。

注意事項と制約事項
BFD設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• BFDは BFDバージョン 1をサポートします。

• Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降のリリースでは、BFDは IPv4と IPv6をサポートします。

• BFDは、インターフェイスごとのアドレスファミリ（IPv4または IPv6）1つにつき 1セッ
ションだけサポートします。

• BFDは、シングルホップ BFDをサポートします。

•ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）のBFDは、シングルホップExternalBGP（EBGP）
および Internal BGP（iBGP）ピアをサポートしています。

• BFDは、Cisco NX-OSリリース 5.2以降ではキー付き SHA-1認証をサポートします。

• BFDは、次のレイヤ 3インターフェイスをサポートします。物理インターフェイス、ポート
チャネル、サブインターフェイス、および VLANインターフェイス。

• BFDはレイヤ 3隣接情報に応じて、レイヤ 2のトポロジ変更を含むトポロジ変更を検出しま
す。レイヤ 3隣接情報が使用できない場合、VLANインターフェイス（SVI）の BFDセッ
ションはレイヤ 2トポロジのコンバージェンス後に稼働しない可能性があります。

• BFDは、単一のインターフェイス上の同一サブネット内の複数の IPv6ネクストホップのモ
ニタリングをサポートしていません。

• 2台のデバイス間のスタティックルート上の BFDについては、両方のデバイスが BFDをサ
ポートする必要があります。デバイスの一方または両方がBFDをサポートしていない場合、
スタティックルートはルーティング情報ベース（RIB）でプログラミングされません。

• BFDは、BFDマルチホップをサポートしません。iBGP用にBFDを設定する場合は、接続先
のインターフェイスで BGPネイバーの update-sourceコマンドを設定する必要があります。
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•ポートチャネル設定の制限事項

◦ BFDで使用されるレイヤ 3ポートチャネルでは、ポートチャネルの LACPをイネーブ
ルにする必要があります。BFDリンク単位は、EIGRP、ISIS、および OSPFクライアン
トでのみサポートされます。

ポートチャネル上で BFDリンク単位を設定するには、インターフェイスを
シャットダウンして、リンク単位を設定してから、再度、ポートチャネルを

起動する必要があります。

（注）

◦ SVIのセッションで使用されるレイヤ 2ポートチャネルでは、ポートチャネルの LACP
をイネーブルにする必要があります。

• SVIの制限事項

◦ ASICリセットにより他のポートのトラフィックが中断されます。このイベントは、そ
の他のポートの SVIセッションがフラップする原因になることがあります。ASICがリ
セットする既存のトリガーには、VDCをリロードしているVDC間のポート移動があり
ます。また、キャリアインターフェイスが仮想ポートチャネル（vPC）の場合、BFD
は SVIインターフェイスではサポートされません。

◦トポロジを変更すると（たとえば、VLANへのリンクの追加または削除、レイヤ 2ポー
トチャネルからのメンバの削除など）、SVIセッションが影響を受ける場合がありま
す。SVIセッションはダウンした後、トポロジディスカバリの終了後に起動する場合が
あります。

SVIのセッションがフラップしないようにし、トポロジを変更する必要がある
場合は、変更を加える前に BFD機能をディセーブルにして、変更後、BFDを
再度イネーブルにできます。また、大きな値（たとえば、5秒）になるように
BFDタイマーを設定し、上記のイベントの完了後に高速なタイマーに戻すこ
ともできます。

（注）

• N7K-F132XL-15モジュール上でのみメンバーポートがある VLANインターフェイスを通し
た BFDはサポートされません。N7K-F132XL-15モジュール上でのみメンバーポートを持つ
いずれかの VLANを通した BFDをディセーブルにする必要があります。

（たとえば、OSPFから）ルータレベルで BFDをイネーブルにすると、
N7K-F132XL-15ラインカードを通したBFDセッションは発生しません。OSPF
などのルーティングプロトコルについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

（注）
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•分散レイヤ 3ポートチャネルで BFDエコー機能を設定した場合、メンバーモジュールをリ
ロードすると、そのモジュールでホストされたBFDセッションがフラップされ、そのためパ
ケット損失が発生します。

•レイヤ 2スイッチを間に入れずに BFDピアを直接接続する場合、代替策として BFD per-link
を使用できます。

BFD per-linkモードとサブインターフェイス最適化をレイヤ 3ポートチャネル
で同時に使用することはサポートされていません。

（注）

• BFDエコー機能は、IPv6リンクローカルアドレスを使用する場合、サポートされません。

• IPv4と IPv6上の HSRPが BFDでサポートされます。

•
• HSRP BFD ALL-INTERFACEが設定されている場合は、すべてのインターフェイス上のすべ
ての IPv4および IPv6 HSRPグループが自動的に BFDをサポートします。

• BFDは、エニーキャスト HSRPではサポートされません。

•サポートされている Cisco NX-OSデバイスのラインカードによって生成される BFDパケッ
トはCOS 6/DSCP CS6とともに送信されます。BFDパケットのDSCP/COS値は、ユーザが設
定可能な値ではありません。

• BFDアドレスリンク単位の制限：

◦ BFDセッションを実行している 2台のスイッチ（ピアデバイス）間で直接接続された
ポートチャネルインターフェイスでのみサポートします。

◦ Onモードと LACPモードの両方でレイヤ 3ポートチャネルインターフェイスをサポー
トします。

◦レイヤ 3機能を備えたすべてのラインカードをサポートします。

◦ IPv6はサポートされていません。

◦ファブリックポートチャネルはサポートされません。

◦ vPCはサポートされていません。

◦ポートチャネル経由の仮想スイッチインターフェイスはサポートされません。

◦ストレージ VDCはサポートされません。

◦エコー機能は、マイクロ BFDセッションではサポートされません。

◦ RFC 7130リンクは、独自のリンクおよび BFD論理リンクとともに設定できません。

◦ RFC 7130がメインポートチャネルインターフェイス上で設定され、論理 BFDがサブ
インターフェイス上で設定されている場合は、論理 BFDセッションのアグレッシブタ
イマーを RFC 7130 BFDセッションより短くする必要があります。
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◦マイクロ BFDセッションは、ポートチャネルサブインターフェイスではサポートされ
ません。

◦ FEXインターフェイス（HIF）ポートはサポートされません。

◦ IEFT-BFDがポートチャネルインターフェイス上で有効になっている場合は、ポート
チャネルの動作状態は、セッションを確立可能な最小のマイクロ BFDセッションメン
バーに依存します。ポートチャネルをアップにするために必要なリンクの最小数が満た

されていない場合は、ポートチャネルインターフェイスがダウンします。その結果、

ポートチャネルサブインターフェイスと論理 BFDセッションもダウンします。

◦ LACPポートチャネルのメンバーがホットスタンバイ状態で、アクティブリンクの 1
つで BFD障害が発生した場合は、ホットスタンバイリンクが直接起動しない可能性が
あります。BFD障害が発生したアクティブリンクがダウンすると、ホットスタンバイ
メンバーがアクティブになります。このシナリオでは、ホットスタンバイが起動する前

にポートチャネルがダウンする可能性があります。

◦ BFDリンク単位は、BFDではサポートされません。これは、EIGRP、OSPF、および
ISISでのみサポートされます。

デフォルト設定

表 13：デフォルトの BFD パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルBFD機能

50ミリ秒必要最小受信間隔

50ミリ秒目的の最小送信間隔

3検出乗数

イネーブルエコー機能

非同期モード

論理モード（送信元/宛先ペアのアドレスごとに
1セッション）。

ポートチャネル

2000ミリ秒slow timer

ディセーブルサブインターフェイスの最適化
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BFD の設定

設定階層

グローバルレベル、およびインターフェイスまたはサブインターフェイスレベルで BFDを設定
できます（物理インターフェイスとポートチャネルの場合）。インターフェイスまたはサブイン

ターフェイスの設定はグローバル設定よりも優先されます。サポートされているインターフェイ

ス上で、サブインターフェイスレベルの設定は、サブインターフェイスの最適化がイネーブルに

なっていない限りインターフェイスまたはポートチャネル設定よりも優先されます。詳細につい

ては、「サブインターフェイスの BFDの最適化」の項を参照してください。

BFD per-linkモードとサブインターフェイス最適化をレイヤ 3ポートチャネルで同時に使用す
ることはサポートされていません。

（注）

ポートチャネルのメンバである物理ポートについては、メンバポートはマスターポートチャネ

ルの BFD設定を継承します。メンバポートサブインターフェイスは、サブインターフェイスの
最適化がイネーブルになっていない限りマスターポートチャネルの BFD設定より優先すること
ができます。

BFD 設定のタスクフロー
BFDの設定には、次の作業を行います。

ステップ 1： BFD機能の有効化, （141ページ）

ステップ 2：グローバルな BFDパラメータの設定, （142ページ）またはインターフェイスでの
BFDの設定, （144ページ）

ステップ 3： IPv6用の BFDの設定, （149ページ）

BFD 機能の有効化
デバイス VDC内のインターフェイスおよびプロトコルで BFDを設定する前に、BFD機能をイ
ネーブルにする必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。
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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   

BFD機能をイネーブルにします。switch(config)# feature bfdステップ 2   

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能

を表示します。

switch(config)# show feature |
include bfd

ステップ 3   

（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

ステップ 4   

no feature bfdコマンドを使用して、BFD機能をディセーブルにし、関連するコンフィギュレー
ションをすべて削除します。

目的コマンド

BFD機能をディセーブルにして、関連するすべ
ての設定を削除します。

no feature bfd

グローバルな BFD パラメータの設定
デバイスのすべての BFDセッションの BFDセッションパラメータを設定できます。BFDセッ
ションパラメータは、スリーウェイハンドシェイクの BFDピア間でネゴシエートされます。

インターフェイスでこれらのグローバルなセッションパラメータを上書きするには、「インター

フェイスでの BFDの設定」を参照してください。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。
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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   

デバイスのすべてのBFDセッションのBFDセッ
ションパラメータを設定します。インターフェ

switch(config)# bfd
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステッ

プ 2   
イスで BFDセッションパラメータを設定する
ことにより、このコマンドでこれらの値を無効

にすることができます。mintxおよび msecの範
囲は15～999ミリ秒で、デフォルトは50です。
乗数の範囲は1～50です。乗数のデフォルトは
3です。

mintx引数の値が15ミリ秒に設定され
ていたとしても、セッション上で bfd
hw-offload-moduleコマンドが有効に
なっていない場合は、設定は適用され

ず、セッションがデフォルトタイマー

値の 50ミリ秒で機能します。

（注）

エコー機能で使用される slow timerを設定しま
す。この値はエコー機能がイネーブルの場合、

switch(config)# bfd slow-timer [interval]ステッ

プ 3   
BFDが新しいセッションを開始する速度および
非同期セッションがBFD制御パケットに使用す
る速度を決定します。slow-timer値は新しい制
御パケット間隔として使用されますが、エコー

パケットは設定されたBFD間隔を使用します。
エコーパケットはリンク障害検出に使用されま

すが、低速の制御パケットはBFDセッションを
維持します。指定できる範囲は1000～30000ミ
リ秒です。デフォルトは 2000です。

双方向フォワーディング検出（BFD）のエコー
フレームに使用するインターフェイスを設定し

switch(config-if)# bfd echo-interface
loopbackinterface number

ステッ

プ 4   
ます。このコマンドは、指定されたループバッ

クインターフェイスで設定されるアドレスに、

エコーパケットの送信元アドレスを変更しま

す。指定できるインターフェイス番号の範囲は

0～ 1023です。

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config)# show running-config bfdステッ

プ 5   
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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(config)# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 6   

インターフェイスでの BFD の設定
インターフェイスのすべてのBFDセッションのBFDセッションパラメータを設定できます。BFD
セッションパラメータは、スリーウェイハンドシェイクのBFDピア間でネゴシエートされます。

この設定は、設定されたインターフェイスのグローバルセッションパラメータより優先されま

す。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステッ

プ 2   

デバイスのすべての BFDセッションの BFD
セッションパラメータを設定します。インター

switch(config)# bfd
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステッ

プ 3   
フェイスで BFDセッションパラメータを設定
することにより、このコマンドでこれらの値を

無効にすることができます。mintxおよび msec
の範囲は 15～ 999ミリ秒で、デフォルトは 50
です。乗数の範囲は1～50です。乗数のデフォ
ルトは 3です。
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目的コマンドまたはアクション

mintx引数の値が 15ミリ秒に設定さ
れていたとしても、セッション上で

bfd hw-offload-moduleコマンドが有
効になっていない場合は、設定は適

用されず、セッションがデフォルト

タイマー値の 50ミリ秒で機能しま
す。

（注）

（任意）

インターフェイスですべての BFDセッション
の SHA-1認証を設定します。ascii_key文字列

switch(config-if)# bfd authentication
keyed-sha1 keyididkeyascii_key

ステッ

プ 4   

は BFDピア間で共有する秘密キーです。id値
は、0～ 255の数字で、この特定の ascii_keyに
割り当てられます。BFDパケットは、複数のア
クティブキーでの使用が許可されている idで
キーを指定します。

インターフェイスの SHA-1認証をディセーブ
ルにするには、コマンドの no形式を使用しま
す。

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-if)# show running-config
bfd

ステッ

プ 5   

（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

ステッ

プ 6   

ポートチャネルの BFD の設定
ポートチャネルのすべての BFDセッションの BFDセッションパラメータを設定できます。パー
リンクモードがレイヤ 3ポートチャネルに使用される場合、BFDにより、ポートチャネルの各
リンクのセッションが作成され、集約結果がクライアントプロトコルへ提供されます。たとえ

ば、ポートチャネルの 1つのリンクの BFDセッションが稼働している場合、OSPFなどのクライ
アントプロトコルにポートチャネルが稼働していることが通知されます。BFDセッションパラ
メータは、スリーウェイハンドシェイクの BFDピア間でネゴシエートされます。

この設定は、設定されたポートチャネルのグローバルセッションパラメータより優先されます。

ポートチャネルのメンバポートはメンバポートのサブインターフェイスレベルで BFDパラメー
タを設定しない限り、ポートチャネルの BFDセッションパラメータを継承します。その場合、
サブインターフェイス最適化がイネーブルにされていなければ、メンバポートサブインターフェ
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イスはサブインターフェイスBFDコンフィギュレーションを使用します。詳細については、「サ
ブインターフェイスの BFDの最適化」の項を参照してください。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDをイネーブルにする前に、ポートチャネルの Link Aggregation Control Protocol（LACP）がイ
ネーブルにされ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   

ポートチャネルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。?キーワードを使用して、サ
ポートされる数値の範囲を表示します。

switch(config)# interface
port-channelnumber

ステッ

プ 2   

ポートチャネルのリンクごとにBFDセッショ
ンを設定します。

switch(config-if)# bfd per-linkステッ

プ 3   

デバイスのすべての BFDセッションの BFD
セッションパラメータを設定します。インター

switch(config-if)# bfd
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステッ

プ 4   
フェイスでBFDセッションパラメータを設定
することにより、このコマンドでこれらの値

を無効にすることができます。mintxおよび
msecの範囲は 15～ 999ミリ秒で、デフォルト
は 50です。乗数の範囲は 1～ 50です。乗数
のデフォルトは 3です。

mintx引数の値が 15ミリ秒に設定さ
れていたとしても、セッション上で

bfd hw-offload-moduleコマンドが有
効になっていない場合は、設定は適

用されず、セッションがデフォルト

タイマー値の 50ミリ秒で機能しま
す。

（注）

（任意）

インターフェイスですべての BFDセッション
の SHA-1認証を設定します。ascii_key文字列

switch(config-if)# bfd authentication
keyed-sha1 keyididkeyascii_key

ステッ

プ 5   

は BFDピア間で共有する秘密キーです。id値
は、0～ 255の数字で、この特定の ascii_key
に割り当てられます。BFDパケットは、複数
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目的コマンドまたはアクション

のアクティブキーでの使用が許可されている

idでキーを指定します。

インターフェイスの SHA-1認証をディセーブ
ルにするには、コマンドの no形式を使用しま
す。

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

switch(config-if)# show running-config
bfd

ステッ

プ 6   

（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

ステッ

プ 7   

BFD エコー機能の設定
BFDモニタ対象リンクの一端または両端でBFDエコー機能を設定できます。エコー機能は設定さ
れた slow timerに基づいて必要最小受信間隔を遅くします。RequiredMinEchoRx BFDセッション
パラメータは、エコー機能がディセーブルの場合、ゼロに設定されます。slow timerは、エコー機
能がイネーブルの場合、必要最小受信間隔になります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）のリダイレクトメッセージが BFD対応イン
ターフェイスでディセーブルであることを確認します。インターフェイスでno ip redirectsコマン
ドを使用します。

同一の送信元アドレスおよび宛先アドレスを調べる IPパケット検証チェックがディセーブルに
なっていることを確認します。デフォルト VDCでは no hardware ip verify address identicalコマ
ンドを使用します。このコマンドの詳細については、『CiscoNexus7000SeriesNX-OSUnicastRouting
Configuration Guide』を参照してください。
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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   

エコー機能で使用される slow timerを設定します。こ
の値は BFDが新しいセッションを開始する速度を決

switch(config)# bfd
slow-timerecho-interval

ステップ 2   

定し、BFDエコー機能がイネーブルの場合に非同期
セッションの速度を低下させるために使用されます。

この値は、エコー機能がイネーブルの場合、必要最小

受信間隔より優先されます。指定できる範囲は 1000
～ 30000ミリ秒です。デフォルトは 2000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

開始します。?キーワードを使用して、サポートされ
るインターフェイスを表示します。

switch(config)#
interfaceint-if

ステップ 3   

エコー機能をイネーブルにします。デフォルトではイ

ネーブルになっています。

switch(config-if)# bfd echoステップ 4   

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)# show
running-config bfd

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

サブインターフェイスの BFD の最適化
サブインターフェイスでBFDを最適化できます。BFDにより、設定されているすべてのサブイン
ターフェイスのセッションが作成されます。BFDにより、設定されている最小の VLAN IDを持
つサブインターフェイスがマスターサブインターフェイスとして設定され、そのサブインター

フェイスは親インターフェイスのBFDセッションパラメータを使用します。残りのサブインター
フェイスは slow timerを使用します。最適化されたサブインターフェイスセッションでエラーが
検出されると、BFDにより、その物理インターフェイスのすべてのサブインターフェイスがダウ
ンとマークされます。

ハードウェアオフロード機能が有効になっているときは、サブインターフェイスの数が 750
未満の場合にのみbfdoptimize subinterfaceコマンドを設定します。そうしなければ、BFDセッ
ションが確立されません。

（注）
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

これらのサブインターフェイスが別の Cisco NX-OSデバイスに接続するようにしてください。こ
の機能は、Cisco NX-OSでだけサポートされます。

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

BFD対応インターフェイスのサブインターフェ
イスを最適化します。デフォルトではディセー

ブルになっています。

switch(config-if)# bfd optimize
subinterface

ステップ 3   

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-if)# show
running-config bfd

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

IPv6 用の BFD の設定

IPv6 に対するグローバル BFD パラメータの設定
BFDパラメータを設定する場合は、IPv4または IPv6アドレスファミリを指定できます。
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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   

BFDセッションパラメータを、デバイス
のすべての BFDセッションに対しミリ秒
単位で設定します。

switch(config)# bfd [ipv4 | ipv6] interval
[intervalmin_rx interval
multiplierinterval-multiplier

ステップ 2   

IPv6 に対するインターフェイス BFD パラメータごとの設定

はじめる前に

BFDをデバイスでイネーブルにする必要があります。

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interface
typenumber

ステップ 2   

BFDセッションパラメータを、デバイスのす
べての BFDセッションに対しミリ秒単位で設
定します。

switch(config-if)# bfd [ipv4 | ipv6]
interval [intervalmin_rx interval
multiplierinterval-multiplier

ステップ 3   

（任意）

指定されたアドレスファミリのすべての BFD
セッションに対する Secure Hash Algorithm 1
（SHA-1）認証を設定します。

switch(config-if)# bfd [ipv4 | ipv6]
authentication keyed-sha1
keyididkeyascii_key

ステップ 4   

IPv6 スタティックルートでの BFD の設定
インターフェイス上のすべての IPv6スタティックルートに対する BFDを設定できます。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFDがスタティックルートの両端のデバイスでイネーブルになっていることを確認します。

BFDセッションパラメータを設定します。

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   

VRFコンフィギュレーションモードを開始して、
IPv6スタティックルートで BFDを設定します。

switch(config)# vrf
contextvrf-name

ステップ 2   

•ルートがBFD追跡されるVRFを指定します。

IPv6スタティックルートを作成します。switch(config-vrf)# ipv6
routeroute interface
{nh-address | nh-prefix}

ステップ 3   

•ルート引数に IPv6アドレスを指定します。

• ?キーワードを使用して、サポートされるイン
ターフェイスを表示します。

•このスタティックルートのネクストホップ
（nh）アドレスまたはプレフィックスを指定し
ます。

このインターフェイスとネクストホップの組み合わ

せ上のすべての IPv6スタティックルートに対し
BFDをイネーブルにします。

switch(config-vrf)# ipv6 route
static bfdnetwork-interface
{nh-address | nh-prefix}

ステップ 4   

• ?キーワードを使用して、サポートされるイン
ターフェイスを表示します。

•このスタティックルートのネクストホップ
（nh）アドレスまたはプレフィックスを指定し
ます。

（任意）

BFDネイバーに関する情報を表示します。
switch(config-vrf)# show bfd
neighbors

ステップ 5   

（任意）

スタティックルートを表示します。

switch(config-vrf)# show ipv6
route static

ステップ 6   
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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(config-vrf)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

次に、2台の BFDネイバー間の IPv6スタティックルート上で BFDを設定する例を示します。

switch(config)# vrf context red
switch(config-vrf)# ipv6 route 1::5/64 ethernet 3/1 2::2
switch(config-vrf)# ipv6 route static bfd ethernet 3/1 2::2 <===Enables BFD on static
routes for the interface/next hop combination.

IPv6 に対する BFD エコーモードの設定
BFDエコー機能は、IPv6リンクローカルアドレスを持つデバイスではサポートされません。

エコー機能はデフォルトでイネーブルになっています。IPv4、IPv6、またはすべてのアドレスファ
ミリでディセーブルにできます。

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。?キーワードを使用して、サポートされ
るインターフェイスを表示します。

switch(config)#
interfaceint-if

ステップ 2   

指定されたアドレスに対するエコー機能をイネーブル

にします。デフォルトではイネーブルになっていま

す。

switch(config-if)# bfd [ipv4
| ipv6] echo

ステップ 3   

指定されたアドレスファミリに対するエコー機能を

ディセーブルにするには、コマンドの no形式を使用
します。

IPv6 に対する BFD エコーインターフェイスの設定
すべてのエコーフレームの発信元アドレスとしてループバックインターフェイスを設定するに

は、このタスクを実行します。
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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   

ループバックインターフェイスを作成し、

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。

switch(config)# interface loopback
number

ステップ 2   

インターフェイスの IPアドレスを設定しま
す。

switch(config-if)# ip addressip-address
mask

ステップ 3   

すべてのエコーフレームの発信元アドレス

として IPv6アドレスを設定します。
switch(config-if)# ipv6
address{ipv6-address / prefix-length |
prefix-name sub-bits / prefix-length}

ステップ 4   

IPv6 に対する BFD スロータイマーの設定
エコーモードはデフォルトでイネーブルになっています。スロータイマー値を設定し、アドレス

ファミリに対するエコーモードをディセーブルまたはイネーブルにできます。

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

指定したアドレスファミリに対するエコー機能

で使用するために、slow timerをミリ秒単位で設
定します。

switch(config-if)# bfd [ipv4 |
ipv6] slow-timer[interval]

ステップ 3   
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ルーティングプロトコルに対する BFD サポートの設定

BGP での BFD の設定
Border Gateway Protocol（BGP）用に BFDを設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

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   

BGPをイネーブルにして、ローカルBGPスピー
カにAS番号を割り当てます。AS番号は16ビッ

switch(config)# router
bgpas-number

ステップ 2   

ト整数または32ビット整数にできます。上位16
ビット 10進数と下位 16ビット 10進数による
xx.xxという形式です。

リモート BGPピアの IPv4アドレスまたは IPv6
アドレスおよびAS番号を設定します。ip-address

switch(config-router)# neighbor
{ip-address | ipv6-address}
remote-asas-number

ステップ 3   

の形式は x.x.x.xです。ipv6-addressの形式は
A:B::C:Dです。

この BGPピアの BFDをイネーブルにします。switch(config-router-neighbor)#
bfd

ステップ 4   

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-router-neighbor)#
show running-config bfd

ステップ 5   

（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-router-neighbor)#
copy running-config
startup-config

ステップ 6   

EIGRP 上の BFD の設定
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）の BFDを設定できます。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

EIGRP機能をイネーブルにします。

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   

インスタンスタグを設定して、新しいEIGRPプロセ
スを作成します。インスタンスタグには最大20文字

switch(config)# router
eigrpinstance-tag

ステップ 2   

の英数字を使用できます。大文字と小文字を区別し

ます。

AS番号であると認められていない instance-tagを設
定する場合は、autonomous-systemコマンドを使用し
てAS番号を明示的に設定する必要があります。そう
しないと、この EIGRPインスタンスはシャットダウ
ン状態のままになります。

（任意）

すべてのEIGRPインターフェイスのBFDをイネーブ
ルにします。

switch(config-router-neighbor)#
bfd

ステップ 3   

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。?キーワードを使用して、サポートされ
るインターフェイスを表示します。

switch(config-router-neighbor)#
interfaceint-if

ステップ 4   

（任意）

EIGRPインターフェイスでBFDをイネーブルまたは
ディセーブルにします。インスタンスタグには最大

switch(config-if)# ip
eigrpinstance-tagbfd

ステップ 5   

20文字の英数字を使用できます。大文字と小文字を
区別します。

デフォルトではディセーブルになっています。

（任意）

EIGRPに関する情報を表示します。vrf-nameには最
大 32文字の英数字文字列を指定します。大文字と小
文字は区別されます。

switch(config-if)# show ip
eigrp [vrfvrf-name]
[interfacesif]

ステップ 6   
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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(config-if)#copy
running-config startup-config

ステップ 7   

OSPF での BFD の設定
Open Shortest Path Firstバージョン 2（OSPFv2）で BFDを設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

OSPF機能をイネーブルにします。

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   

新規OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みの
インスタンスタグを割り当てます。インスタンス

switch(config)# router
ospfinstance-tag

ステップ 2   

タグには最大 20文字の英数字を使用できます。大
文字と小文字を区別します。

（任意）

すべてのOSPFv2インターフェイスのBFDをイネー
ブルにします。

switch(config-router)# bfdステップ 3   

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。?キーワードを使用して、サポート
されるインターフェイスを表示します。

switch(config-router)#
interfaceint-if

ステップ 4   

（任意）

OSPFv2インターフェイスでBFDをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトではディセー

ブルになっています。

switch(config-if)# ip ospf bfdステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

OSPFに関する情報を表示します。vrf-nameには最
大 32文字の英数字文字列を指定します。大文字と
小文字は区別されます。

switch(config-if)# show ip
ospf [vrfvrf-name]
[interfacesif]

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

OSPFv3 での BFD の設定
BFDは、IPv6ネットワークのリンクステートルーティングプロトコルである Open Shortest Path
Firstバージョン 3（OSPFv3）をサポートします。

OSPFv3に対する BFDサポートをイネーブルにするには、2つの方法があります。

•ルータコンフィギュレーションモードで bfdコマンドを入力して、OSPFv3がルーティング
しているすべてのインターフェイスに対してBFDをイネーブルにできます。インターフェイ
スコンフィギュレーションモードでospfv3bfddisableコマンドを入力して、個々のインター
フェイス上で BFDサポートをディセーブルにできます。

•インターフェイスコンフィギュレーションモードでospfv3bfdコマンドを入力して、OSPFv3
がルーティングしているインターフェイスのサブセットに対してBFDをイネーブルにできま
す。

OSPFは、FULLステートの OSPFネイバーに対する BFDセッションを開始するだけです。（注）

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステッ

プ 2   

デバイスのすべての BFDセッションの BFD
セッションパラメータを設定します。インター

switch(config-if)# bfd
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステッ

プ 3   
フェイスで BFDセッションパラメータを設定
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目的コマンドまたはアクション

することにより、このコマンドでこれらの値を

無効にすることができます。mintxおよび msec
の範囲は 15～ 999ミリ秒で、デフォルトは 50
です。乗数の範囲は1～50です。乗数のデフォ
ルトは 3です。

mintx引数の値が 15ミリ秒に設定さ
れていたとしても、セッション上で

bfd hw-offload-moduleコマンドが有
効になっていない場合は、設定は適

用されず、セッションがデフォルト

タイマー値の 50ミリ秒で機能しま
す。

（注）

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、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

switch(config-if)# endステッ

プ 4   

すべてのインターフェイスでの OSPFv3 に対する BFD の設定

はじめる前に

OSPFv3は、参加しているすべてのデバイスで実行されている必要があります。BFDセッション
をBFDネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFDセッションの基本パラメータを設定
する必要があります。

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   

OSFPv3ルーティングプロセスを設定します。switch(config)# router
ospfv3process-id

ステップ 2   

ルーティングプロセスに参加するすべてのイ

ンターフェイスに対してBFDをイネーブルに
します。

switch(config-router)# bfdステップ 3   

EXECモードに戻すには、このコマンドを 2
回入力します。

switch(config-router)# exitステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

既存のBFD隣接関係の詳細なリストを表示し
ます。

switch# show bfd neighbors
[details]

ステップ 5   

OSPFv3ルーティングプロセスに関する一般
的な情報を表示します。

switch# show ospfv3 [process-id]ステップ 6   

1 つ以上のインターフェイスでの OSPFv3 に対する BFD の設定

はじめる前に

OSPFv3は、参加しているすべてのデバイスで実行されている必要があります。BFDセッション
をBFDネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFDセッションの基本パラメータを設定
する必要があります。

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

OSPFv3ルーティングプロセスに関連付けられた
1つ以上のインターフェイスに対して、インター
フェイスごとに BFDをイネーブルにします。

switch(config-if)# ospfv3 bfd
[disable]

ステップ 3   

EXECモードに戻すには、このコマンドを 2回入
力します。

switch(config-if)# exitステップ 4   

既存の BFD隣接関係の詳細なリストを表示しま
す。

switch# show bfd neighbors
[details]

ステップ 5   

OSPFv3ルーティングプロセスに関する一般的な
情報を表示します。

switch# show ospfv3
[process-id]

ステップ 6   

IS-IS での BFD の設定
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）プロトコル用に BFDを設定できます。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

IS-IS機能をイネーブルにします。

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   

instance tagを設定して、新しい IS-ISインスタン
スを作成します。

switch(config)# router
isisinstance-tag

ステップ 2   

（任意）

すべての IS-ISインターフェイスの BFDをイネー
ブルにします。

switch(config-router)# bfdステップ 3   

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。?キーワードを使用して、サポー
トされるインターフェイスを表示します。

switch(config-router)#
interfaceint-if

ステップ 4   

（任意）

IS-ISインターフェイスで BFDをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトではディセー

ブルになっています。

switch(config-if)# isis bfdステップ 5   

（任意）

IS-ISに関する情報を表示します。vrf-nameには最
大32文字の英数字文字列を指定します。大文字と
小文字は区別されます。

switch(config-if)# show isis
[vrfvrf-name] [interfacesif]

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

IS-ISv6 での BFD の設定
BFDで登録されたプロトコルとして IS-ISで BFDサポートが設定される場合、IS-ISが BFDから
転送パスの検出障害メッセージを受信します。IS-ISに対する BFDサポートは、ルータアドレス
ファミリ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

ドで設定できます。IS-IS IPv6は、シングルトポロジモードで実行します。
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IS-IS BFDは、シングルトポロジモードに同時隣接している IPv4と IPv6の両方をサポートしま
す。BFDが IPv4と IPv6の両方にイネーブルの場合、IS-ISは BFDに 2つの BFDセッション作成
要求を送信します。シングルトポロジモードでは、IS-IS隣接状態は、両方のBFDセッションが
アップした場合にのみ実行できます。BFDセッションのいずれかがダウンすると、関連する IS-IS
隣接状態もまたダウンします。

IS-IS BFD IPv6がインターフェイスでディセーブルの場合、IS-ISは隣接デバイスから IPv6の関連
BFDセッションを削除します。IS-IS隣接エントリを削除すると、すべての BFDセッションも削
除されます。IS-ISは、次のいずれかのイベントが発生したときに要求した各 BFDセッションを
削除するように BFDに要求します。

• IS-ISインスタンスが削除または設定解除される。

• IS-IS隣接エントリが削除される。

• IS-IS BFDがアドレスファミリのネクストホップインターフェイスでディセーブルになる。

インターフェイスでの IS-IS IPv6 クライアントサポートの設定

IS-ISは、次の条件がすべて満たされると、インターフェイスと隣接デバイスの IPv6アドレスに
対する BFDセッションを要求します。

• IS-IS隣接エントリが存在する。

•アドレスファミリ識別子（AFI）固有のピアインターフェイスアドレスが認識されている。

• IS-IS BFDがインターフェイスでその AFIに対してイネーブルになっている。

• IS-ISがローカルインターフェイスでその AFIに対してイネーブルになっている。

•隣接デバイスが RFC 6213をサポートしている場合、BFDが指定されたネットワーク層プロ
トコル識別子（NLPID）に対しイネーブルになっている必要がある。

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。?キーワードを使用して、サポー
トされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

IS-ISに設定されている特定のインターフェイスで
BFD IPv6をイネーブルにします。

switch(config-if)# isis ipv6 bfdステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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、グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

switch(config-if)# endステップ 4   

（任意） IS-ISに関するインターフェイス情報を
表示します。

switch(config)# show isis
interfacetype number

ステップ 5   

すべてのインターフェイスでの BFD の IS-IS IPv6 クライアントサポートの設定

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   

IS-ISルーティングプロトコルをイネーブルにし、
ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch(config)# router
isisprocess-id

ステップ 2   

（任意）

新しいスタイル、タイプ、長さ、値オブジェクト

（TLV）のみを生成し受け入れるように、IS-ISを
実行しているデバイスを設定します。

switch(config-router)#
metric-style transition

ステップ 3   

標準の IPv6アドレスプレフィックスを使用する
IS-ISルーティングセッションを設定するアドレス

switch(config-router)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 4   

ファミリコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ルーティングプロセスに参加するすべてのインター

フェイスに対して BFDをイネーブルにします。
switch(config-router-af)# bfdステップ 5   

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

switch(config-router-af)# endステップ 6   

（任意）

IS-ISに関するインターフェイス情報を表示します。
switch(config)# show isis
[process-id]

ステップ 7   
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特定のインターフェイスでの FabricPath BFD の設定

はじめる前に

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

feature-set fabricpathコマンドを入力すると、ISIS機能がデフォルトで有効になります。

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   

ユーザが、セッション単位で L2BFDフレームのカ
プセル化モードを選択できるようにします。コマン

switch(config)# [no] bfd
fabricpath encap-ce

ステップ 2   

ドを有効にすると、Fabricpathカプセル化を使用せ
ずにフレームが送信されます。デフォルトモード

は、Fabricpathカプセル化を使用してフレームが送
信されます。

インターフェイス上で FabricPath BFDをイネーブル
にします。

switch(config-if)# fabricpath
isis bfd

ステップ 3   

この例では、特定のインターフェイス上で FabricPath BFDを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# [no] bfd fabricpath encap-ce
switch(config-if)# fabricpath isis bfd

すべての IS-IS インターフェイスでの FabricPath BFD の設定

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

feature-set fabricpathコマンドを入力すると、ISIS機能がデフォルトで有効になります。
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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 Intermediate
System to Intermediate System（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   

すべての IS-ISインターフェイス上でFabricPath
BFDをイネーブルにします。

switch(config-fabricpath-isis)#bfdステップ 3   

この例では、すべての IS-ISインターフェイス上で FabricPath BFDを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# fabricpath domain default
switch(config-fabricpath-isis)# bfd

HSRP での BFD の設定
Hot Standby Router Protocol（HSRP）用に BFDを設定できます。アクティブおよびスタンバイの
HSRPルータは BFDを介して相互に追跡しています。スタンバイ HSRPルータ上の BFDがアク
ティブ HSRPルータが動作していないことを検知すると、スタンバイ HSRPはこのイベントをア
クティブタイマー失効として取り扱いアクティブ HSRPルータとして役割を引き継ぎます。

show hsrp bfd-sessionsコマンドは、すべてのインターフェイスの HSRP BFDセッション情報を表
示するために使用します。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

HSRP機能をイネーブルにします。

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   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

HSRPインターフェイスですべての BFDをイネー
ブルまたはディセーブルにします。デフォルトで

はディセーブルになっています。

switch(config)# hsrp bfd
all-interfaces

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。?キーワードを使用して、サポート
されるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 3   

（任意）

HSRPインターフェイスで BFDをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトではディセー

ブルになっています。

switch(config-if)# hsrp bfdステップ 4   

（任意）

HSRPの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-if)# show
running-config hsrp

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

VRRP での BFD の設定
仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）の BFDを設定できます。アクティブおよびスタンバイの
VRRPルータは BFDを介して相互に追跡しています。スタンバイ VRRPルータ上の BFDがアク
ティブ VRRPルータが動作していないことを検知すると、スタンバイ VRRPはこのイベントをア
クティブタイマー失効として取り扱いアクティブ VRRPルータとして役割を引き継ぎます。

show vrrp detailでは、このイベントが BFD@Act-downまたは BFD@Sby-downとして表示されま
す。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

BFDセッションパラメータを設定します。

VRRP機能をイネーブルにします。
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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   

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

VRRPグループ番号を指定します。switch(config-if)# vrrpgroup-noステップ 3   

VRRPインターフェイスで BFDをイネーブルま
たはディセーブルにします。デフォルトではディ

セーブルになっています。

switch(config-if)# vrrp
bfdaddress

ステップ 4   

（任意）

VRRPの実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

switch(config-if)# show
running-config vrrp

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

PIM での BFD の設定
PIM（Protocol Independent Multicast）プロトコルの BFDを設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

PIM機能をイネーブルにします。

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   

PIMの BFDをイネーブルにします。switch(config)# ip pim bfdステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 3   

PIMインターフェイスのBFDをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトではディ

セーブルになっています。

switch(config-if)# ip pim
bfd-instance [disable]

ステップ 4   

（任意）

PIMの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-if)# show
running-config pim

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

スタティックルートでの BFD の設定
インターフェイスのスタティックルータの BFDを設定できます。仮想ルーティングおよび転送
（VRF）インスタンス内のスタティックルートでの BFDを任意で設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。

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   

（任意）

VRFコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

switch(config)# vrf contextvrf-nameステップ 2   

スタティックルートを作成します。?キーワー
ドを使用して、サポートされているインター

フェイスを表示します。

switch(config-vrf)# ip routeroute
interface {nh-address | nh-prefix}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのすべてのスタティックルー

トの BFDをイネーブルにします。?キーワー
switch(config-vrf)# ip route static
bfd interface {nh-address |
nh-prefix}

ステップ 4   

ドを使用して、サポートされるインターフェ

イスを表示します。

（任意）

スタティックルートを表示します。

switch(config-vrf)# show ip route
static [vrfvrf-name]

ステップ 5   

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

ステップ 6   

MPLS TE 高速再ルーティングの BFD 設定
MPLSトラフィックエンジニアリング（TE）はBFDを使用して、ノード障害の検出を高速化し、
転送パス障害の検出時間を短縮します。MPLS TE高速再ルーティングの BFDは、トンネルで高
速再ルーティングをイネーブルにすると自動的に設定されます。詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』の「Configuring MPLS TE Fast Reroute Link and Node
Protection」の章を参照してください。

インターフェイスにおける BFD のディセーブル化
グローバルまたは VRFレベルで BFDがイネーブルになっているルーティングプロトコルのイン
ターフェイスで BFDを選択的にディセーブルにできます。

インターフェイスでBFDをディセーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーション
モードで次のコマンドのいずれかを使用します。

目的コマンド

EIGRPインターフェイスで BFDをディセーブ
ルにします。インスタンスタグには最大 20文
字の英数字を使用できます。大文字と小文字を

区別します。

ip eigrpinstance-tagbfd disable

OSPFv2インターフェイスでBFDをディセーブ
ルにします。

ip ospf bfd disable

IS-ISインターフェイスで BFDをディセーブル
にします。

isis bfd disable
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アンナンバードインターフェイスでの BFD の設定
アンナンバードインターフェイス経由でBFDをセットアップする基本的なスイッチ設定の一部を
以下に示します。

1 アンナンバードのイーサネットインターフェイスを設定します。

2 アンナンバードインターフェイスの IPアドレスが抽出されるループバックインターフェイス
を設定します。

3 ルータ上で IS-ISまたは VRFを使用した OSPFを設定します。

手順

ステップ 1 アンナンバードのイーサネットインターフェイス上で ISISを設定する手順を以下に示します。
a) 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

b) 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 ethernetslot / port

c) インターフェイスメディアをポイントツーポイントとして設定します。
switch(config-if)#medium p2p

d) ループバックインターフェイス上で IP処理を有効にします。
switch(config-if)# ip unnumberedinstance

e) 複数のレベルでルーティングのコストを計算するための IS-ISメトリックを設定します。
switch(config-if)# isis metric {metric-value |maximum} [level-1 | level-2]

f) 隣接関係のタイプを設定します。
switch(config-if)# isis circuit-type [level-1 | level-1-2 | level-2-only]

g) 設定されたインターフェイス上で IS-ISルーティングプロセスを IP用に設定し、エリア指示子
をルーティングプロセスにアタッチします。
switch(config-if)#ip router isisarea-tag

h) BFDの有効化
switch(config-if)#isis bfdinstance

i) コンフィギュレーションモードを終了します。
switch(config-if)#end

ステップ 2 アンナンバードインターフェイスの IPアドレスが抽出されるループバックインターフェイスを
設定する手順を以下に示します。

a) ループバックインターフェイスを作成し、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。
switch(config)# interface loopbackinstance

b) このループバックインターフェイスの IPアドレスを設定します。
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switch(config-if)#ip addressaddress

c) 設定されたインターフェイス上で IS-ISルーティングプロセスを IP用に設定し、エリア指示子
をルーティングプロセスにアタッチします。
switch(config-if)#ip router isisarea-tag

アンナンバードインターフェイス上の BFD の設定例

次の例では、ISISプロトコルを使用したアンナンバードイーサネットインターフェイス上でBFD
を設定する方法を示します。

interface Ethernet1/2
medium p2p
ip unnumbered loopback1
isis metric 10 level-1
isis circuit-type level-1
ip router isis 100
isis bfd
no shutdown

router isis 100
net 49.0001.0000.0000.000a.00
is-type level-1
address-family ipv6 unicast

次の例では、OSPFと VRFを使用したアンナンバードインターフェイス経由で BFDを設定する
方法を示します。

vrf context vrf3
interface Ethernet1/14
medium p2p
vrf member vrf3
ip unnumbered loopback1
ip router ospf 10 area 0.0.0.0
no shutdown

interface loopback1
vrf member vrf3
ip address 10.1.1.2/32

line vty
router ospf 10
bfd
vrf vrf3
bfd
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BFD 相互運用性の設定

ポイントツーポイントリンク内の Cisco NX-OS デバイスの BFD 相互運用性の設定

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。?キーワードを使用し
switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

て、サポートされるインターフェイスを表示

します。

OSPFv2インターフェイスで BFDをイネーブ
ルにします。デフォルトではディセーブルに

なっています。

switch(config-if)# ip ospf bfdステップ 3   

サポートされている任意のプロトコルの BFD
をイネーブルにできます。

デバイスがリダイレクトを送信しないように

します。

switch(config-if)# no ip redirectステップ 4   

デバイスのすべての BFDセッションの BFD
セッションパラメータを設定します。インター

switch(config-if)# bfd
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステップ 5   

フェイスでBFDセッションパラメータを設定
することにより、このコマンドでこれらの値

を無効にすることができます。mintxおよび
msecの範囲は 15～ 999ミリ秒で、デフォルト
は 50です。乗数の範囲は 1～ 50です。乗数
のデフォルトは 3です。

mintx引数の値が 15ミリ秒に設定さ
れていたとしても、セッション上で

bfd hw-offload-moduleコマンドが有
効になっていない場合は、設定は適

用されず、セッションがデフォルト

タイマー値の 50ミリ秒で機能しま
す。

（注）

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、EXECモードに戻ります。
switch(config-if)# exitステップ 6   
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スイッチ仮想インターフェイス内の Cisco NX-OS デバイスの BFD 相互運用性の設定
BFDは、L3スイッチ上に設定されたスイッチ仮想インターフェイスでサポートされます。このよ
うな 2つのスイッチを接続するポートは、次のモードで接続できます。

•トランク：このような 2つのデバイスのポートは従来のイーサネットを使用して接続し、ト
ランクモードで設定することができます。

•ファブリック：このような 2つのデバイスのポートはファブリックパスコアを使用して接
続し、FabricPathモードで設定することができます。

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   

ダイナミックスイッチ仮想インターフェイ

ス（SVI）を作成します。
switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

デバイスのすべてのBFDセッションのBFD
セッションパラメータを設定します。イン

switch(config-if)# bfd
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステップ 3   

ターフェイスでBFDセッションパラメータ
を設定することにより、このコマンドでこ

れらの値を無効にすることができます。mintx
および msecの範囲は 15～ 999ミリ秒で、
デフォルトは 50です。乗数の範囲は 1～ 50
です。乗数のデフォルトは 3です。

mintx引数の値が 15ミリ秒に設定
されていたとしても、セッション

上で bfd hw-offload-moduleコマン
ドが有効になっていない場合は、

設定は適用されず、セッションが

デフォルトタイマー値の 50ミリ
秒で機能します。

（注）

デバイスがリダイレクトを送信しないよう

にします。

switch(config-if)# no ip redirectステップ 4   

このインターフェイスの IPアドレスを設定
します。

switch(config-if)# ip
addressip-address/length

ステップ 5   

OSPFv2インターフェイスで BFDをイネー
ブルにします。デフォルトではディセーブ

ルになっています。

switch(config-if)# ip ospf bfdステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

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、EXECモードに戻ります。
switch(config-if)# exitステップ 7   

上記手順に従って設定された別のスイッチ

に接続するポートを設定します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 8   

インターフェイスが、従来のイーサネット

トランクポートまたはファブリックパス

ポートとして設定されます。

次のいずれかを実行します。ステップ 9   

• switch(config-if)# switchport mode
trunk

• switch(config-if)# switchport mode
fabricpath

特権 EXECモードに戻ります。switch(config-if)# endステップ 10   

論理モードの Cisco NX-OS デバイスの BFD 相互運用性の設定

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   

ポートチャネルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。?キーワードを使用して、
サポートされる数値の範囲を表示します。

switch(config)# interfacetype
number.subinterface-id

ステップ 2   

デバイスのすべての BFDセッションの BFD
セッションパラメータを設定します。イン

switch(config-if)# bfd
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステップ 3   

ターフェイスで BFDセッションパラメータ
を設定することにより、このコマンドでこれ

らの値を無効にすることができます。mintxお
よびmsecの範囲は15～999ミリ秒で、デフォ
ルトは 50です。乗数の範囲は 1～ 50です。
乗数のデフォルトは 3です。
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目的コマンドまたはアクション

mintx引数の値が 15ミリ秒に設定さ
れていたとしても、セッション上で

bfd hw-offload-moduleコマンドが有
効になっていない場合は、設定は適

用されず、セッションがデフォルト

タイマー値の 50ミリ秒で機能しま
す。

（注）

デバイスがリダイレクトを送信しないように

します。

switch(config-if)# no ip redirectステップ 4   

OSPFv2インターフェイスで BFDをイネーブ
ルにします。デフォルトではディセーブルに

なっています。

switch(config-if)# ip ospf bfdステップ 5   

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、EXECモードに戻ります。
switch(config-if)# exitステップ 6   

Cisco Nexus 7000 シリーズデバイスでの BFD 相互運用性の確認
次に、Cisco Nexus 7000シリーズデバイス上で BFD相互運用性を確認する例を示します。

switch# show bfd neighbors details
OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int
Vrf
10.1.1.1 10.1.1.2 1140850707/2147418093 Up 6393(4) Up Vlan2121
default
Session state is Up and using echo function with 50 ms interval
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0, Authentication: None
MinTxInt: 50000 us, MinRxInt: 2000000 us, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 2000000 us, Received Multiplier: 4
Holdown (hits): 8000 ms (0), Hello (hits): 2000 ms (108)
Rx Count: 92, Rx Interval (ms) min/max/avg: 347/1996/1776 last: 1606 ms ago
Tx Count: 108, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1515/1515/1515 last: 1233 ms ago
Registered protocols: ospf
Uptime: 0 days 0 hrs 2 mins 44 secs
Last packet: Version: 1 - Diagnostic: 0
State bit: Up - Demand bit: 0
Poll bit: 0 - Final bit: 0
Multiplier: 4 - Length: 24
My Discr.: 2147418093 - Your Discr.: 1140850707
Min tx interval: 2000000 - Min rx interval: 2000000
Min Echo interval: 1000 - Authentication bit: 0
Hosting LC: 10, Down reason: None, Reason not-hosted: None

switch# show bfd neighbors details
OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int
Vrf
10.0.2.1 10.0.2.2 1140850695/131083 Up 270(3) Up Po14.121
default
Session state is Up and not using echo function
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0, Authentication: None
MinTxInt: 50000 us, MinRxInt: 50000 us, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 100000 us, Received Multiplier: 3
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Holdown (hits): 300 ms (0), Hello (hits): 100 ms (3136283)
Rx Count: 2669290, Rx Interval (ms) min/max/avg: 12/1999/93 last: 29 ms ago
Tx Count: 3136283, Tx Interval (ms) min/max/avg: 77/77/77 last: 76 ms ago
Registered protocols: ospf
Uptime: 2 days 21 hrs 41 mins 45 secs
Last packet: Version: 1 - Diagnostic: 0
State bit: Up - Demand bit: 0
Poll bit: 0 - Final bit: 0
Multiplier: 3 - Length: 24
My Discr.: 131083 - Your Discr.: 1140850695
Min tx interval: 100000 - Min rx interval: 100000
Min Echo interval: 0 - Authentication bit: 0
Hosting LC: 8, Down reason: None, Reason not-hosted: None

F3 および M3 ラインカード上の BFD ACP オフロードの確認
BFD設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を実行します。

目的コマンド

実行 BFDコンフィギュレーションを表示しま
す。

show running-config bfd

次のシステム起動時に適用されるBFDコンフィ
ギュレーションを表示します。

show startup-config bfd

BFDネイバーに関する情報を表示します。show bfd neighbors

BFDネイバーに関する詳細情報を表示します。show bfd neighbors neighbors

次の例では、F3およびM3ラインカード上の BFD ACPオフロード機能を確認する方法を示しま
す。出力には、オフロードされたセッションの横にアスタリスク（*）記号が表示されます。

switch# show bfd neighbors

OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf
*10.2.2.2 10.2.2.1 1124073477/1 Up N/A(3) Up Eth1/45 default

10.1.1.2 10.1.1.1 1124073478/1 Down N/A(3) Down Eth1/46 default

*10.3.3.2 10.3.3.1 1124073479/1 Up N/A(3) Up Eth1/47 default

10.4.4.2 10.4.4.1 1124073480/1 Down N/A(3) Down Eth1/48 default

次の例では、F3およびM3ラインカード上の BFD ACPオフロードを確認する方法を示します。
出力には、特定のセッションがオフロードされたことを示すフィールドが表示されます。

switch# show bfd neighbors details

OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf
*10.2.2.1 10.2.2.2 1107296257/1124073474 Up 4880(3) Up Eth1/2 default

Session state is Up and using echo function with 50 ms interval
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0, Authentication: None
MinTxInt: 50000 us, MinRxInt: 2000000 us, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 2000000 us, Received Multiplier: 3
Holdown (hits): 6000 ms (0), Hello (hits): 2000 ms (1142)
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Rx Count: 1139, Rx Interval (ms) min/max/avg: 0/5132/1693 last: 1119 ms ago
Tx Count: 1142, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1689/1689/1689 last: 1120 ms ago
Registered protocols: hsrp_engine
Uptime: 0 days 0 hrs 32 mins 3 secs
Last packet: Version: 1 - Diagnostic: 0

State bit: Up - Demand bit: 0
Poll bit: 0 - Final bit: 0
Multiplier: 3 - Length: 24
My Discr.: 1124073474 - Your Discr.: 1107296257
Min tx interval: 50000 - Min rx interval: 2000000
Min Echo interval: 50000 - Authentication bit: 0

Hosting LC: 1, Down reason: None, Reason not-hosted: None, Offloaded: Yes

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』を参照してください。

マイクロ BFD セッションの設定

ポートチャネルインターフェイスの設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

BFD機能をイネーブルにします。詳細については、次のサイトを参照してください。BFD機能の
有効化, （141ページ）

手順

ステップ 1 インターフェイスポートチャネルを設定します。
switch(config)# interface port-channel port-number

ポートチャネルコンフィギュレーションモードを開始します。?キーワードを使用して、サポー
トされる数値の範囲を表示します。

ステップ 2 レイヤ 3ポートチャネルとしてインターフェイスを設定します。
switch(config)# no switchport

次の作業

• BFD開始タイマーの設定

• IETFリンク単位 BFDの有効化

（オプション）BFD 開始タイマーの設定

手順

ポートチャネルの BFD開始タイマーを設定します。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
176

双方向フォワーディング検出の設定

マイクロ BFD セッションの設定



switch(config)# interface port-channel port-number

デフォルト値は無限（つまり、タイマーが作動していない状態）です。開始タイマーが

動作するためには、ポートチャネル BFD設定を完了する前（つまり、port-channel bfd
track-member-linkと port-channel bfd destinationをアクティブメンバーとのレイヤ 3ポー
トチャネルインターフェイス用に設定する前）に開始タイマー値を設定します。

（注）

次の作業

• IETFリンク単位 BFDの有効化

• BFD宛先 IPアドレスの設定

IETF リンク単位 BFD の有効化

手順

ポートチャネルインターフェイス上で IETF BFDを有効にします。
switch(config-if)# port-channel bfd track-member-link

次の作業

• BFD宛先 IPアドレスの設定

•マイクロ BFDセッション設定の確認

BFD 宛先アドレスの設定

手順

メンバーリンク上の BFDセッションに使用される IPv4アドレスを設定します。
switch(config-if)# port-channel bfd destination ip-address

次の作業

•マイクロ BFDセッション設定の確認

（オプション）マイクロ BFD セッション設定の確認
マイクロ BFDセッション設定を確認するには、次のコマンドを任意の順序で使用します。
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手順

ステップ 1 ポートチャネルとポートチャネルメンバーの動作状態を表示します。
switch# show port-channel summary

ステップ 2 ポートチャネルメンバー上のマイクロ BFDセッションを表示します。
switch# show bfd neighbors

ステップ 3 ポートチャネルインターフェイスの BFDセッションと、メンバーの関連するマイクロ BFDセッ
ションを表示します。
switch# show bfd neighbors details

ステップ 4 BFDのテクニカルサポート情報を表示します。
switch# show tech-support bfd

ステップ 5 イーサネットポートマネージャ、イーサネットポートチャネルマネージャ、および LACPのテ
クニカルサポート情報を表示します。
switch# show tech-support lacp all

ステップ 6 ポートチャネルインターフェイスの実行コンフィギュレーション情報を表示します。
switch# show running-config interface port-channel port-channel-number

例：マイクロ BFD セッションの設定

マイクロ BFD セッションの設定

この例では、次のトポロジを使用しています。

図 8：マイクロ BFD セッションの設定

スイッチ 1のサンプル設定

feature bfd
configure terminal

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
178

双方向フォワーディング検出の設定

マイクロ BFD セッションの設定



interface port-channel 10
port-channel bfd track-member-link
port-channel bfd destination 10.1.1.2
port-channel bfd start 60
ip address 10.1.1.1/24

スイッチ 2のサンプル設定

feature bfd
configure terminal

interface port-channel 10
port-channel bfd track-member-link
port-channel bfd destination 10.1.1.1
port-channel bfd start 60
ip address 10.1.1.2/24

マイクロ BFD セッション設定の確認

次に、show port-channel summaryコマンドの出力結果を示します。

下記に表示される出力にはフィールドの説明も表示されます。

switch(config-if-range)# show port-channel summary

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended r - Module-removed
b - BFD Session Wait
S - Switched R - Routed
U - Up (port-channel)
M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------
Group Port- Type Protocol Member Ports

Channel
--------------------------------------------------------------------
10 Po10(RD) Eth NONE Eth7/26(b) Eth7/27(b) Eth7/28(b)

次に、show bfd neighbors detailコマンドの出力結果を示します。

出力にはフィールドの説明も表示されます。

switch(config-if-range)# show bfd neighbors detail

OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf
10.1.1.1 10.1.1.2 1107296277/0 Down N/A(3) Down Po10 default
Session state is Down and not using echo function
Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0, Authentication: None
MinTxInt: 0 us, MinRxInt: 0 us, Multiplier: 0
Received MinRxInt: 0 us, Received Multiplier: 0
Holdown (hits): 0 ms (0), Hello (hits): 0 ms (0)
Rx Count: 0, Rx Interval (ms) min/max/avg: 0/0/0 last: 0 ms ago
Tx Count: 0, Tx Interval (ms) min/max/avg: 0/0/0 last: 0 ms ago
Registered protocols: eth_port_channel
Downtime: 0 days 0 hrs 0 mins 4 secs
Last packet: Version: 0 - Diagnostic: 0

State bit: AdminDown - Demand bit: 0
Poll bit: 0 - Final bit: 0
Multiplier: 0 - Length: 24
My Discr.: 0 - Your Discr.: 0
Min tx interval: 0 - Min rx interval: 0
Min Echo interval: 0 - Authentication bit: 0

Hosting LC: 0, Down reason: Control Detection Time Expired, Reason not-hosted: SUCCESS,
Offloaded: No
Parent session, please check port channel config for member info
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BFD 設定の確認
BFD設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を実行します。

目的コマンド

実行 BFDコンフィギュレーションを表示しま
す。

show running-config bfd

次のシステム起動時に適用されるBFDコンフィ
ギュレーションを表示します。

show startup-config bfd

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』を参照してください。

BFD のモニタ
BFDを表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

BGPや OSPFv2などのサポートされるアプリ
ケーションのBFDに関する情報を表示します。

show bfd neighbors [applicationname] [details]

インターフェイスの BGPセッションに関する
情報を表示します。

show bfd neighbors [interfaceint-if] [details]

インターフェイス上の指定されたBGPセッショ
ンに関する情報を表示します。

show bfd neighbors [dest-ipip-address]
[src-ipip-address][details]

VRFの BFDに関する情報を表示します。show bfd neighbors [vrfvrf-name] [details]

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』を参照してください。

BFD の設定例
次に、デフォルト BFDセッションパラメータを使用した、Ethernet 2/1上の OSPFv2の BFD設定
例を示します。

feature bfd
feature ospf
router ospf Test1
interface ethernet 2/1
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ip ospf bfd
no shutdown

次に、デフォルト BFDセッションパラメータを使用した、EIGRPインターフェイスの BFD設定
例を示します。

feature bfd
feature eigrp
bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 4
router eigrp Test2
bfd

関連資料
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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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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、Cisco NX-OSデバイス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。

Cisco NX-OSリリース 5.1(1)以降では、ポートチャネルに F1シリーズモジュールまたはM1シ
リーズモジュールを使用することができますが、単一のポートチャネルで F1モジュールのメン
バポートをM1モジュールのポートと組み合わせることはできません。単一のスイッチでは、物
理スイッチ上のすべてのポートチャネルメンバー間で、ポートチャネルの互換性パラメータが同

一である必要があります。

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。ポートチャネリングはまた、Mシリーズモジュールおよびこれら
の物理インターフェイス全体でトラフィックのロードバランシングも行います。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。

Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個の
アクティブリンクをバンドルすることができます。

（注）

ポートチャネルの一部になるように共有インターフェイスを設定できません。共有インターフェ

イスの詳細については、『CiscoNX-OSFCoEConfigurationGuide for Cisco Nexus 7000 andCiscoMDS
9500』を参照してください。

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。

Cisco NX-OS Release 4.2から、ポートセキュリティをポートチャネルに適用できますポートセ
キュリティについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照して
ください。ポートチャネル内のすべてのポートは、同じ仮想デバイスコンテキスト（VDC）にあ
る必要があります。VDCにまたがって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
の作成については、「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、スパニングツリープロトコル（STP）パラメータ
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をポートチャネルに設定すると、Cisco NX-OS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。

レイヤ2ポートがポートチャネルの一部になった後に、すべてのスイッチポートの設定をポー
トチャネルで実行する必要があります。スイッチポートの設定を各ポートチャネルメンバに

適用できません。レイヤ 3の設定を各ポートチャネルメンバに適用できません。設定をポー
トチャネル全体に適用する必要があります。

（注）

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」の項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。LinkAggregationControl Protocol
（LACP）は IEEE 802.3adで定義されています。LACPを使用すると、リンクによってプロトコル
パケットが渡されます。共有インターフェイスでは LACPを設定できません。

LACPについては、「LACPの概要」の項を参照してください。

ポートチャネル設定の機能履歴

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。

機能情報リリース機能名

M3モジュールを使用した GTPトラ
フィックのポートチャネルと ECMPの
ロードバランシングが改善されました。

7.3(0)DX(1)M3シリーズモジュール上
の GPRSトンネリングプ
ロトコル（GTP）ロード
バランシングのサポート

ポートチャネル上でのランダムロード

バランシングに対するサポートが追加さ

れました。ポートチャネル全体のロード

バランシングを改善するために、random
キーワードが port-channel load-balance
コマンドに追加されました。

7.3(0)D1(1)ランダムロードバランス

（ポートチャネル）

show interface status error policyコマン
ドが追加されました。

6.2(2)インターフェイスおよび

VLANのポリシーエラー
の表示

ポートチャネル全体のロードバランシ

ングを改善するために、asymmetricキー
ワードが port-channel load-balanceコマ
ンドに追加されました。

6.2(2)F2または F2eモジュール
での双方向フロー時のトラ

フィックドロップの回避
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機能情報リリース機能名

ポートチャネル全体のロードバランシ

ングを改善するための RBHモジュロ
モードのサポート。

6.1(3)Result Bundle Hashロード
バランシング

この機能が導入されました。6.1(3)FEXファブリックポート
チャネル用最少リンク数

ポートチャネルハッシュ分散の固定お

よびアダプティブモードのサポート。

6.1(1)ポートチャネルハッシュ

分散

ポートチャネル全体のロードバランシン

グに対する F2モジュールのサポートが
追加されました。

6.0(1)F2モジュールのロードバ
ランシングのサポート

サポートが528ポートチャネルに増加さ
れました。

5.2(1)ポートチャネル

この機能が導入されました。5.1(1)LACPの最少リンクおよび
Maxbundle

サポートが256ポートチャネルに増加さ
れました。

4.2(1)ポートチャネル

この機能が導入されました。4.0(1)ポートチャネル

ポートチャネル

ポートチャネルは、物理リンクをまとめて1つのチャネルグループに入れ、Mシリーズモジュー
ル上の最大 8の物理リンクの帯域幅を集約した単一の論理リンクを作ります。ポートチャネル内
のメンバーポートに障害が発生すると、障害が発生したリンクで伝送されていたトラフィックは

ポートチャネル内のその他のメンバーポートに切り替わります。

Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個の
アクティブポートを同時にバンドルすることができます。

（注）

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。Mシリーズモジュールでは、Mシリーズモジュールの最大 8個のアクティブポートと
最大 8個のスタンバイポート、および Fシリーズモジュールの最大 16個のポートをバンドルす
ることができます。
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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」の項を参照）。

デバイスはポートチャネルに対するポート集約プロトコル（PAgP）をサポートしません。（注）

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（「互換性要件」の項を参照）。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限り変更できません（「ポート
チャネルモード」の項を参照）。

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、
Cisco NX-OS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（「互換性要件」の項
を参照）。ポートチャネルサブインターフェイスの作成および削除の詳細については、「レイヤ

3インターフェイスの設定」を参照してください。

少なくともメンバポートの 1つがアップしており、かつそのポートのチャネルが有効であれ
ば、ポートチャネルは動作上アップ状態にあります。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。

（注）
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ポートチャネルインターフェイス

以下の図に、ポートチャネルインターフェイスを示します。

図 9：ポートチャネルインターフェイス

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。

Cisco NX-OS Release 4.2(1)から、スタティックMACアドレスを使用してレイヤ 3ポートチャネ
ルを設定できます。この値を設定しない場合、レイヤ 3ポートチャネルは、最初にアップになる
チャネルメンバのルータMACを使用します。レイヤ 3ポートチャネルでのスタティックMAC
アドレスの設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching ConfigurationGuide』
を参照してください。

アクセスモードまたはトランクモードでのレイヤ 2ポートの設定については、「レイヤ 2イン
ターフェイスの設定」を、レイヤ 3インターフェイスおよびサブインターフェイスの設定につい
ては、「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：この設定は情報目的で使用します。上位レベルプロトコルで使用されます。
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•遅延：この設定は情報目的で使用します。上位レベルプロトコルで使用されます。

•説明

• Duplex

•フロー制御

• IPアドレス：IPv4および IPv6

•最大伝送単位（MTU）

•シャットダウン

•速度

互換性要件

チャネルグループにインターフェイスを追加する場合、そのインターフェイスにチャネルグルー

プとの互換性があるかどうかを確認するために、特定のインターフェイス属性がチェックされま

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できません。また
Cisco NX-OSソフトウェアは、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可す
る前に、そのインターフェイスの多数の動作属性もチェックします。

互換性チェックの対象となる動作属性は次のとおりです。

•（リンク）速度性能

• Access VLAN

•許可 VLANリスト

•レートモードのチェック。

•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

•レイヤ 3ポート：サブインターフェイスは不可

• MTUサイズ

•メディアタイプ、銅線またはファイバ

• Module Type

•ネットワーク層

•ポートモード

• SPAN：SPANの始点または宛先ポートは不可

•速度設定
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•ストーム制御

•タグ付きまたは非タグ付き

•トランクネイティブ VLAN

Cisco NX-OSで使用される互換性チェックの全リストを表示するには、show port-channel
compatibility-parametersコマンドを使用します。

チャネルモードが onに設定されているインターフェイスは、スタティックなポートチャネルに
だけ追加できます。また、チャネルモードがactiveまたはpassiveに設定されているインターフェ
イスは、LACPが実行されているポートチャネルにだけ追加できます。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属性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

• UDPの拡張認証プロトコル

• VRF

• IPアドレス（v4および v6）

• MAC address

•スパニングツリープロトコル

• NAC

•サービスポリシー

•アクセスコントロールリスト（ACL）

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
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•説明

• CDP

• LACPポートプライオリティ

•デバウンス

• UDLD

• 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。

ポートチャネルを削除すると、すべてのメンバ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。

（注）

ポートチャネルモードについては、「LACPマーカーレスポンダ」の項を参照してください。

ポートチャネルを使ったロードバランシング

Cisco NX-OSソフトウェアは、ポートチャネルにおけるすべての動作インターフェイス間のトラ
フィックをロードバランシングします。その際、フレーム内のアドレスをハッシュして、チャネ

ル内の 1つのリンクを選択する数値にします。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では、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よりも優先されます。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。
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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トラフィック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。チャネルグループバンドルのインターフェイス間でロードバラン
シング方式を設定するには、port-channel load-balanceコマンドを使用します。レイヤ2パケッ
トのデフォルト方式は src-dst-macです。レイヤ 3パケットのデフォルト方式は src-dst-ipです。
このコマンドの追加情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command
Reference』を参照してください。

F1シリーズモジュールは、MACアドレスに基づく非 IPトラフィックのロードバランシング
はサポートしません。F1シリーズモジュールのポートがポートチャネルで使用され、非 IPト
ラフィックがポートチャネルで送信されると、レイヤ 2トラフィックが故障する場合があり
ます。Cisco NX-OSリリース 6.0(1)以降では、ロードバランシングは F2モジュールをサポー
トします。

（注）

次のいずれかの方式を使用するようにデバイスを設定し、ポートチャネル全体をロードバランシ

ングできます。

•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ロードバランシングしますが、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ロードバランシングします。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ロードバランシングします。

仮想デバイスコンテキスト（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、システムはエラーを表示します。

（注）
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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。ポートチャネルのロードバランシングは、すべての VDCにわたるグローバル設定で
す。

入トラフィックがマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）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。

マルチキャストトラフィックは、ユニキャストトラフィックと同じポートチャネルロードバラ

ンシング設定を継承します。これは、システム全体のロードバランシング設定とモジュール固有

のロードバランシング設定の両方に適用されます。

Cisco IOSを実行しているデバイスは、 port-channel hash-distributionコマンドの入力により単
一のメンバーで障害が発生した場合に、ASICのメンバーポートの動作を最適化することがで
きます。Cisco Nexus 7000シリーズのデバイスはこの最適化をデフォルトで実行し、このコマ
ンドを必要とせず、またサポートしません。Cisco NX-OSは、デバイス全体に対してであれ、
モジュール単位であれ、port-channel load-balanceコマンドによるポートチャネル上のロード
バランシング基準のカスタマイズをサポートします。このコマンドについては、『CiscoNexus
7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』を参照してください。

（注）

Cisco NX-OSリリース 6.1(3)は、Cisco Nexus 7000 Mシリーズ I/O XLモジュールと Fシリーズモ
ジュールのポートチャネルメンバーのロードバランシングを改善するための新しいResult Bundle
Hash（RBH）モードをサポートします。新しい RBHモジュロモードでは、RBHの結果は、実際
のポートチャネルメンバー数に基づきます。

対称ハッシュ

ポートチャネル上のトラフィックを効率的にモニタするには、ポートチャネルに接続された各イ

ンターフェイスがフォワードとリバースの両方のトラフィックフローを受信することが不可欠で

す。通常、フォワードとリバースのトラフィックフローが同じ物理インターフェイスを使用する

保証はありません。ただし、ポートチャネルで対称ハッシュを有効にすると、双方向トラフィッ

クが同じ物理インターフェイスを使用するように強制され、ポートチャネルの各物理インター

フェイスが効果的に一連のフローにマッピングされます。

対称ハッシュが有効になっている場合、ハッシュに使用されるパラメータ（送信元と宛先の IPア
ドレスなど）は、ハッシュアルゴリズムに入る前に標準化されます。このプロセスにより、パラ

メータがリバースされる（フォワードトラフィックの送信元がリバーストラフィックの宛先にな

る）場合にハッシュ出力が同じになることが保証されます。このため、同じインターフェイスが

選択されます。

対称ハッシュをサポートするのは、次のロードバランシングアルゴリズムのみです。

• src ip

• dst ip rotate

• dst ip

• src ip rotate
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• src-dst ip

• src ip-l4port

• dst ip-l4port rotate

• dst ip-l4port

• src ip-l4port rotate

• src-dst ip-l4port-vlan

• dst ip-vlan

• src ip-vlan rotate

• src-dst ip-vlan

• src l4port

• dst l4port rotate

• dst l4port

• src l4port rotate

• src-dst l4port

• src mac

• dst mac rotate

• dst mac

• src mac rotate

• src-dst mac

ランダムロードバランシング（ポートチャネル）

ポートチャネル上のランダムロードバランシングは、IP-UDPパケット経由の GPRSトンネリン
グプロトコル（GTP）のポートリンク帯域幅使用率を改善するソフトウェアソリューションで
す。既存のM1、M2、F1、F2、および F2eラインカードハードウェアはランダムロードバラン
シングを実行する機能を備えていないため、このソフトウェアソリューションがロードバランシ

ングとポートチャネル帯域幅の最適化を支援します。ランダムロードバランシングは、F3シリー
ズラインカードでのみサポートされます。また、ランダムロードバランシングは、すべてのト

ラフィックタイプに適用可能で、レイヤ3トラフィックの出力ポートで効果的です。CiscoNX-OS
ソフトウェアは、多項式スキームを使用することにより、ポートチャネル内のすべてのインター

フェイス上ですべてのトラフィックのランダムロードバランシングを実行します。

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個のイ
ンターフェイスをアクティブにでき、最大 8個のインターフェイスをMシリーズモジュールでス
タンバイ状態にできます。
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Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個のアク
ティブリンクをバンドルすることができます。

LACP の概要

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はディセー
ブルです。

（注）

LACPのイネーブル化については、「LACPのイネーブル化」の項を参照してください。

CiscoNX-OSリリース 4.2以降では、システムは機能のディセーブル化の前に自動的にチェックポ
イントを作成するため、このチェックポイントにロールバックできます。ロールバックおよび

チェックポイントについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration
Guide』を参照してください。

以下の図に、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。

図 10：個別リンクをポートチャネルに組み込む

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、Mシリーズ
モジュール上の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。

Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個のアク
ティブリンクをバンドルすることができます。
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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。

（注）

LACP設定が 1つでも存在する限り、LACPをディセーブルにはできません。

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。

デバイス上で LACPをグローバルにイネーブルにした後、各チャネルの LACPをイネーブルにし
ます。それには、各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。
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。

activeまたは passiveのチャネルモードで個々のインターフェイスを設定するには、まずLACP
をグローバルにイネーブルにする必要があります。

（注）

説明チャネルモード

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。

passive

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。

active

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。LACPをイネーブルにする前にチャネルモード
をアクティブまたはパッシブにしようとすると、デバイス表示はエ

ラーメッセージを表示します。

チャネルで LACPをイネーブルにするには、そのチャネルのイン
ターフェイスでチャネルモードを activeまたは passiveに設定しま
す。LACPは、on状態のインターフェイスとネゴシエートする場
合、LACPパケットを受信しないため、そのインターフェイスと個
別のリンクを形成します。つまり、LACPチャネルグループには参
加しません。

デフォルトのポートチャネルモードは onです。

on
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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モードのポート同士ではポートチャネルを構成できません。これは、どちらのポート
もネゴシエーションを開始しないためです。

• 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。

LACP ID パラメータ

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をそのまま使用するか、1～ 65535の範囲で値を設定できます。
LACPは、このシステムプライオリティとMACアドレスを組み合わせてシステム IDを生成しま
す。また、システムプライオリティを他のデバイスとのネゴシエーションにも使用します。シス

テムプライオリティ値が大きいほど、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。

LACP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。

（注）

LACP 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。
デフォルト値である 32768をそのまま使用するか、1～ 65535の範囲で値を設定できます。LACP
では、ポートプライオリティおよびポート番号によりポート IDが構成されます。

また、互換性のあるポートのうち一部を束ねることができない場合に、どのポートをスタンバイ

モードにし、どのポートをアクティブモードにするかを決定するのに、ポートプライオリティを

使用します。LACPでは、ポートプライオリティ値が大きいほど、プライオリティは低くなりま
す。指定ポートが、より低いLACPプライオリティを持ち、ホットスタンバイリンクではなくア
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クティブリンクとして選択される可能性が最も高くなるように、ポートプライオリティを設定で

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。管理キーにより、他のポートとともに集約されるポートの機能が

定義されます。他のポートとともに集約されるポートの機能は、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約事項

LACP マーカーレスポンダ
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。

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、MarkerPDU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
以下の表に、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。

スタティックポートチャネルLACP がイネーブルのポート
チャネル

構成

N/Aグローバルにイネーブル適用されるプロトコル

Onだけ次のいずれか。

• Active

• Passive

リンクのチャネルモード

816チャネルを構成する最大リンク

数
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LACP 互換性の拡張
相互運用性の解決、およびLACPプロトコル収束の高速化のために複数の新しいコマンドがリリー
ス 4.2(3)に追加されました。

Cisco Nexus 7000シリーズのデバイスが非 Nexusピアに接続されている場合、そのグレースフル
フェールオーバーのデフォルトが、ディセーブルにされたポートがダウンになるための時間を遅

らせる可能性があります。また、ピアからのトラフィックを喪失する原因にもなります。これら

の状況を解決するために、lacp graceful-convergenceコマンドが追加されました。

デフォルトで、ポートがピアから LACP PDUを受信しない場合、LACPはポートを中断ステート
に設定します。場合によっては、この機能は誤設定によって作成されるループの防止に役立ちま

すが、サーバが LACPにポートを論理的アップにするように要求するため、サーバの起動に失敗
する原因になることがあります。lacp suspend-individualコマンドを使用して、ポートを個別の状
態に設定できます。

LACP ポートチャネルの最小リンクおよび MaxBundle
ポートチャネルは、同様のポートを集約し、単一の管理可能なインターフェイスの帯域幅を増加

させます。

Cisco NX-OSリリース 5.1では、最小リンクおよび maxbundle機能の導入により、LACPポート
チャネル動作がさらに改善し、1台の管理対象インターフェイスの帯域幅が増加します。

LACPポートチャネルの最少リンク数機能は次の処理を実行します。

• LACPポートチャネルにリンクアップし、バンドルする必要があるポートの最小数を設定し
ます。

•低帯域幅の LACPポートチャネルがアクティブにならないようにします。

•必要な最小帯域幅を提供するアクティブメンバポートが少数の場合、LACPポートチャネ
ルが非アクティブになります。

LACPMaxBundleは、LACPポートチャネルで許可されるバンドルポートの最大数を定義します。

LACP MaxBundle機能では、次の処理が行われます。

• LACPポートチャネルのバンドルポート数の上限を定義します。

•バンドルポートがより少ない場合のホットスタンバイポートを可能にします（たとえば、
5つのポートを含む LACPポートチャネルにおいて、ホットスタンバイポートとしてそれ
らのポートの 2つを指定できます）。

最小リンクおよびmaxbundle機能は、LACPポートチャネルだけで動作します。ただし、デバ
イスでは非 LACPポートチャネルでこの機能を設定できますが、機能は動作しません。

（注）
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ファブリックエクステンダへの LACP オフロード
CiscoNexus7000シリーズデバイスのコントロールプレーンの負荷を軽減するために、CiscoNX-OS
は、ファブリックエクステンダCPUへのリンクレベルのプロトコル処理をオフロードする機能を
適用します。この機能は、ファブリックエクステンダで設定されたLACPポートチャネルが少な
くとも 1つあると、デフォルトで LACPによってサポートされます。

LACP 高速タイマー
LACPタイマーレートを変更することにより、LACPタイムアウトの時間を変更することができ
ます。lacp rateコマンドを使用すれば、LACPがサポートされているインターフェイスに LACP制
御パケットを送信する際のレートを設定できます。タイムアウトレートは、デフォルトのレート

（30秒）から高速レート（1秒）に変更することができます。このコマンドは、LACPがイネー
ブルになっているインターフェイスでのみサポートされます。LACP高速タイマーレートを設定
するには、「LACP高速タイマーレートの設定」の項を参照してください。

ISSUおよびステートフルスイッチオーバーは、LACP高速タイマーでは保証できません。

FEX ファブリックポートチャネルのリンクの最小数
デュアルホーム接続のホスト（アクティブ/スタンバイ）のネットワーク構成では、ファブリック
ポートチャネルのリンクの最小数をサポートするように Cisco Nexus 2000シリーズファブリック
エクステンダ（FEX）を設定できます。

ファブリックポートチャネルリンクの数が指定されたしきい値を下回ると、ホスト側の FEXイ
ンターフェイスがダウンし、ホストとFEX間の接続のNICスイッチオーバーが可能になります。
FEXインターフェイスのスタンバイ FEXへの自動リカバリは、ファブリックポートチャネルリ
ンクの数が指定したしきい値に到達するとトリガーされます。

仮想化のサポート

メンバー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ーポートを

持つ仮想デバイスコンテキスト（VDC）で設定します。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、VDC1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、「LACPの概
要」の項を参照してください。

VDCおよびリソース割り当ての詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSVirtualDevice
Context Configuration Guide』を参照してください。

（注）
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1つのポートチャネルのすべてのポートは同じVDCに置く必要があります。LACPを使用する場
合、8つすべてのアクティブポートと 8つすべて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 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）。

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用したロー

ドバランシング」の項を参照してください。

（注）

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ロードバランシング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るため、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、Cisco NX-OSソフトウェアは実
行時の設定を適用します。

動作しているポート数が設定された最小リンク数を下回った場合、ポートチャネルはダウンしま

す。

ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSHighAvailability
and Redundancy Guide』を参照してください。

（注）

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。
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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。

•デバイスにログインしていること。

•必要に応じて、AdvancedServicesライセンスをインストールし、特定のVDCを開始します。

•チャネルグループのすべてのポートが同じ VDCにある必要があります。

•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
要件の詳細については、「互換性要件」の項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。

注意事項と制約事項
ポートチャネリング設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• LACPポートチャネルの最小リンクおよびmaxbundle機能は、ホストインターフェイスポー
トチャネルではサポートされていません。

•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。

•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（共有ポートおよび専用ポー
トについては、「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。互換性要件の詳細については、「互換

性要件」の項を参照してください。

• STPでは、ポートチャネルのコストはポートメンバーの集約帯域幅に基づきます。

•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ポートチャネル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。
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•チャネルメンバポートを発信元または宛先 SPANポートにできません。

• F1およびM1シリーズのラインカードからのポートを同一のポートチャネルに設定できませ
ん。ポートが互換性要件を満たしていないためです。

• M1およびM2シリーズのラインカードからのポートを同一のポートチャネルに設定できま
せん。

• F2eおよび F3シリーズのラインカードからのポートを同一のポートチャネルに設定できま
せん。ポートが互換性要件を満たしていないためです。

• Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、最大 16個のアクティブリンクを F1シリーズライン
カードのポートチャネルにバンドルすることができます。

• F1シリーズモジュールは、MACアドレスに基づく非 IPトラフィックのロードバランシン
グはサポートしません。F1シリーズモジュールのポートがポートチャネルで使用され、非
IPトラフィックがポートチャネルで送信されると、レイヤ2トラフィックが故障する場合が
あります。

• Fシリーズと XLタイプのMシリーズモジュールのみが RBHモジュロモードをサポートし
ます。

•ポートチャネル上のランダムロードバランシングは、F3シリーズラインカードでのみサ
ポートされます。ポートチャネルの両側が F3ラインカードだけであることを確認します。

デフォルト設定

表 14：デフォルトポートチャネルパラメータ

デフォルトパラメータ

管理アップポートチャネル

送信元および宛先 IPアドレスレイヤ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MAC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

ディセーブルモジュールごとのロードバランシング

ディセーブルRBHモジュロモード

ディセーブルLACP

onChannel mode

32768LACPシステムプライオリティ
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デフォルトパラメータ

32768LACPポートプライオリティ

1LACPの最小リンク

16Maxbundle

1FEXファブリックポートチャネル用最少リン
ク数

ディセーブルランダムロードバランシング（ポートチャネ

ル）

ポートチャネルの設定

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。

はじめる前に

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を使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

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

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

開始します。範囲は 1～ 4096です。CiscoNX-OSソフ
トウェアは、チャネルグループがない場合はそれを自

動的に作成します。

ポートチャネル情報を表示します。switch(config-if)# show
port-channel summary

ステップ 3   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch(config-if)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 5   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（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

ステップ 6   

no interface port-channelコマンドを使用して、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。

目的コマンド

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。

no interface port-channelchannel-number

次の例は、ポートチャネルの作成方法を示しています。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 1

ポートチャネルを削除したときにインターフェイス設定がどのように変わるかの詳細について

は、「互換性要件」の項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。

はじめる前に

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を使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。
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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。

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   

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

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

開始します。範囲は 1～ 4096です。Cisco NX-OSソフ
トウェアは、チャネルグループがない場合はそれを自

動的に作成します。

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。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

（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。

switch(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 4   

（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。

switch(config-if)# switchport
trunk {allowed vlanvlan-id |
nativevlan-id}

ステップ 5   

チャネルグループ内にポートを設定し、モードを設定

します。channel-numberの指定できる範囲は 1～ 4096
switch(config-if)#
channel-groupchannel-number
[force] [mode {on | active |
passive}]

ステップ 6   

です。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。すべてのスタティックポートチャネルインター

フェイスは、onモードに設定されます。すべてのLACP
対応ポートチャネルインターフェイスを activeまたは
passiveに設定する必要があります。デフォルトモー
ドは onです。

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。強制される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、およ

びフロー制御設定を持っている必要があります。

forceオプションは、ポートにポートチャネ
ルの他のメンバーとの QoSポリシーの不一
致がある場合に失敗します。

（注）

（任意）

インターフェイス情報を表示します。

switch(config-if)# show
interfacetype slot/port

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch(config-if)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 8   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 9   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（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

ステップ 10   

no channel-groupコマンドを使用して、チャネルグループからポートを削除します。

目的コマンド

チャネルグループからポートを削除します。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# configure terminal
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
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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。

はじめる前に

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を使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

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。

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   

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

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

始します。範囲は 1～ 4096です。Cisco NX-OSソフト
ウェアは、チャネルグループがない場合はそれを自動

的に作成します。

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。

switch(config-if)# no
switchport

ステップ 3   

チャネルグループ内にポートを設定し、モードを設定

します。channel-numberの指定できる範囲は 1～ 4096
switch(config-if)#
channel-groupchannel-number
[force] [mode {on | active |
passive}]

ステップ 4   

です。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。すべてのスタティックポートチャネルインター

フェイスは、onモードに設定されます。すべてのLACP
対応ポートチャネルインターフェイスを activeまたは
passiveに設定する必要があります。デフォルトモード
は onです。

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。強制される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、およびフ

ロー制御設定を持っている必要があります。

（任意）

インターフェイス情報を表示します。

switch(config-if)# show
interfacetype slot/port

ステップ 5   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch(config-if) show
interface status error policy
[detail]

ステップ 6   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。
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目的コマンドまたはアクション

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch(config-if) no shutdownステップ 7   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（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

ステップ 8   

no channel-groupコマンドを使用して、チャネルグループからポートを削除します。

目的コマンド

チャネルグループからポートを削除します。no channel-group

次に、レイヤ 3イーサネットインターフェイス 1/5を onモードのチャネルグループ 6に追加す
る例を示します。

switch# configure terminal
switch (config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# channel-group 6

次の例では、レイヤ 3ポートチャネルインターフェイスを作成し、IPアドレスを割り当てる方法
を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 4
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8

情報目的としての帯域幅および遅延の設定

ポートチャネルの帯域幅は、チャネル内のアクティブリンクの合計数によって決定されます。

情報目的でポートチャネルインターフェイスに帯域幅および遅延を設定します。
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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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

情報目的で使用される帯域幅を指定します。有効な

範囲は1～80,000,000kbsです。デフォルト値はチャ
switch(config-if)#
bandwidthvalue

ステップ 3   

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。

情報目的で使用されるスループット遅延を指定しま

す。範囲は、1～ 16,777,215（10マイクロ秒単位）
です。デフォルト値は 10マイクロ秒です。

switch(config-if)# delayvalueステップ 4   

Ciscoリリース 4.2(1)より前は、デフォル
トの遅延値が 100マイクロ秒でした。

（注）

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。

switch(config-if)# exitステップ 5   

（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)# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

次に、ポートチャネル 5の帯域幅および遅延の情報パラメータを設定する例を示します。

switch# configure terminal
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。
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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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

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。

switch(config-if)# shutdown
| no shutdown

ステップ 3   

noshutdownコマンドは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。

switch(config-if)# exitステップ 4   

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# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 6   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch# no shutdownステップ 7   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（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 8   

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
211

ポートチャネルの設定

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



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# configure terminal
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。

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   

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

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ドを開始します。範囲は 1～ 4096です。Cisco
NX-OSソフトウェアは、チャネルグループがない
場合はそれを自動的に作成します。

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。説明に 80文字まで使用できます。デフォ
switch(config-if)# descriptionステップ 3   

ルトでは、説明は表示されません。このパラメータ

を設定してから、出力に説明を表示する必要があり

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。

switch(config-if)# exitステップ 4   

（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-if)# show
interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

（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

ステップ 6   

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# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# description engineering
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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。

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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

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。

switch(config-if)# speed {10 | 100
| 1000 | auto}

ステップ 3   

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。

switch(config-if)# duplex {auto
| full | half}

ステップ 4   

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。

switch(config-if)# exitステップ 5   

（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# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 6   

（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 7   

次に、ポートチャネル 2に 100 Mb/sを設定する例を示します。

switch# configure terminal
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の送信およ
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。より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。
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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。

（注）

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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

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 [desired]です。

switch(config-if)# flowcontrol
{receive | send} {desired | off |
on}

ステップ 3   

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。

switch(config-if)# exitステップ 4   

（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# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

（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 6   

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# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# flowcontrol receive on
switch(config-if)# flowcontrol send on

ポートチャネルを使ったロードバランシングの設定

VDCアソシエーションにかかわらず、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 1のモジュールだけに適用できます。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。

はじめる前に

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。
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正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

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。指定可能なアルゴリズムはデバイスによっ

switch(config)# [no]
port-channel
load-balancemethod {dst ip

ステッ

プ 2   
て異なります。レイヤ 3のデフォルトは IPv4と IPv6の両方で
src-dst ipで、非 IPのデフォルトは src-dst macです。| dst ip-l4port-vlan | dst

ip-vlan | dst mac | dst
asymmetricキーワードは、src-dst ipコマンドおよび
F2または F2eモジュールでのみ有効です。F2また
は F2eモジュールはデフォルトで対称になるため、
asymmetricキーワードにより双方向フロー時に発生
するトラフィックドロップを防止します。F2また
は F2eモジュールをイネーブルにする必要があると
いう警告メッセージが表示されます。これにより、

ロードバランシングが改善し、システムの中断を回

避できます。

（注）

デフォルトのシステム設定（対称）に戻るには、noport-channel
load-balance src-dst mac asymmetricコマンドを使用します。

l4port | dst ip-l4port |
src-dst ip | src-dst mac |
src-dst l4port | src-dst
ip-l4port | src-dst ip-vlan |
src-dst ip-l4port-vlan | src
ip | src ip-l4port-vlan | src
ip-l4port | src ip-vlan | src
mac | src l4port |
hash-modulo [force]}
[gtp-teid]
[modulemodule-number |
fex {fex-range | all}]
[asymmetric] [rotaterotate]

モジュールベースの設定がすでに存在する場合は、

それがデフォルトのシステム設定よりも優先されま

す。

（注）

システムレベルの設定（対称）に戻るには、モジュールレベ

ルで no port-channel load-balance src-dstmac asymmetricmodule
コマンドを使用します。

module、asymmetric、および rotateの各キーワード
は、hash-moduloコマンドに使用できません。

（注）

gtp-teidキーワードが GTPヘッダーフィールドを含むパケッ
ト内で指定された場合は、選択されるポートチャネルメン

バーが、MACアドレス、IPアドレス、L4ポートなどのすで
に指定されたパケットヘッダーフィールドだけでなく、32
ビットトンネルエンドポイント ID（TEID）ヘッダーフィー
ルドにも依存します。パケットは、TEIDヘッダーフィールド
がポートチャネルロードバランシングで使用されるように

M3モジュール上のポートに入る必要があります。

gtp-teidキーワードがパケット内で指定された場合は、そのパ
ケットの TEIDヘッダーフィールドがポートチャネルメン
バーの選択で使用されます。ただし、パケットに IPv4または
IPv6ヘッダーフィールド、宛先ポート 2152の UDPヘッダー

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
215

ポートチャネルの設定

ポートチャネルを使ったロードバランシングの設定



目的コマンドまたはアクショ

ン

フィールド、プロトコルタイプ 1の GTPバージョン 1ヘッ
ダーフィールドが、この順で含まれている場合に限られます。

他のすべてのGTPヘッダーフィールドは、GTP制御メッセー
ジと見なされます。GTPエンドポイント間のネットワーク上
の GTP制御メッセージの並べ替えを回避するために、NX-OS
は、チャネルメンバーの選択に GTP制御メッセージの TEID
ヘッダーフィールドを含めません。

gtp-teidキーワードは、M3モジュール上でのみサ
ポートされ、他のモジュールの動作に影響を与えま

せん。

（注）

（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。

show port-channel
load-balance

ステッ

プ 3   

（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 4   

非 IPトラフィック用の src-dst macと IPトラフィック用の src-dst ipのデフォルトのロードバラン
シングアルゴリズムを復元するには、no port-channel load-balanceコマンドを使用します。

目的コマンド

デフォルトのロードバランシングアルゴリズ

ムを復元します。

no port-channel load-balance

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# configure terminal
switch(config)# port-channel load-balance src-ip-l4port module 5

次の例では、スイッチ 1とスイッチ 2に接続されたポートチャネルの対称ポートチャネルロー
ドバランシングのためのさまざまな組み合わせを設定する方法を示します。

次の設定の組み合わせに示すものと同じ rotate rotate-valueを使用してください。
! Configure port-channel hash distribution at the global level!

switch1(config)# port-channel hash-distribution fixed
Switch2(config)# port-channel hash-distribution fixed

! Configure symmetric port-channel load balancing combinations on both
switch1 and switch2 of a port channel.!

!Combination 1!
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switch1(config)# port-channel load-balance src ip
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip rotate 4

!Combination 2!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip rotate 4

!Combination 3!

switch1(config)# port-channel load-balance src ip-l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port rotate 6

!Combination 4!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip-l4port rotate 6

!Combination 5!

switch1(config)# port-channel load-balance src ip-l4port vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port rotate 8

!Combination 6!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip-l4port rotate 8

!Combination 7!

switch1(config)# port-channel load-balance src ip-vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip-vlan rotate 8

!Combination 8!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip-vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip-vlan rotate 8

!Combination 9!

switch1(config)# port-channel load-balance src l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance dst l4port rotate 2

!Combination 10!

switch1(config)# port-channel load-balance dst l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance src l4port rotate 2

!Combination 11!

switch1(config)# port-channel load-balance src mac
Switch2(config)# port-channel load-balance dst mac rotate 6

!Combination 12!

switch1(config)# port-channel load-balance dst mac
Switch2(config)# port-channel load-balance src mac rotate 6

LACP のイネーブル化
LACPはデフォルトではディセーブルです。LACPの設定を開始するには、LACPをイネーブルに
する必要があります。LACP設定が 1つでも存在する限り、LACPをディセーブルにはできませ
ん。
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LACPは、LANポートグループの機能を動的に学習し、残りの 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られた唯一のインターフェイスである場合に限り、
モードを activeと passiveで切り替えることができます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

デバイスの LACPをイネーブルにします。switch(config)# feature lacpステップ 2   

（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

ステップ 3   

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。このチャネルコンフィギュレーションモードを使用する
と、リンクは LACPで動作可能になります。

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。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

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、各リンクまた
switch(config-if)#
channel-groupnumbermode
{active | on | passive}

ステップ 3   

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。

デフォルトのポートチャネルモードは onです。

（任意）

ポートチャネルの概要を表示します。

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

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

次に、LACPをイネーブルにしたインターフェイスを、チャネルグループ 5のイーサネットイン
ターフェイス 1/4のアクティブポートチャネルモードに設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# channel-group 5 mode active

LACP ポートチャネル最少リンク数の設定
CiscoNX-OSリリース5.1では、LACPの最小リンク機能を設定できます。最小リンクとmaxbundles
は LACPでのみ動作します。ただし、非 LACPポートチャネルに対してこれらの機能の CLIコマ
ンドを入力できますが、これらのコマンドは動作不能です。

はじめる前に

適切なポートチャネルインターフェイスであ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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルインターフェイスを指定して、

最小リンクの数を設定し、インターフェイスコ

switch(config-if)# lacp
min-linksnumber

ステップ 3   

ンフィギュレーションモードを開始します。指

定できる範囲は 1～ 16です。

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレー

ションを表示します。

switch(config-if)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

デフォルトのポートチャネル最小リンク設定を復元するには、no lacpmin-linksコマンドを使用し
ます。

目的コマンド

デフォルトのポートチャネル最小リンク設定を

復元します。

no lacp min-links

次に、モジュール 3のポートチャネルインターフェイスの最小数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# lacp min-links 3

LACP ポートチャネル MaxBundle の設定
Cisco NX-OSリリース 5.1では、LACP maxbundle機能を設定できます。最小リンクと maxbundles
は LACPでのみ動作します。ただし、非 LACPポートチャネルに対してこれらの機能の CLIコマ
ンドを入力できますが、これらのコマンドは動作不能です。

はじめる前に

適切なポートチャネルインターフェイスであ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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルインターフェイスを指定して、

max-bundleを設定し、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードを開始します。

switch(config-if)# lacp
max-bundlenumber

ステップ 3   

ポートチャネルのmax-bundleのデフォルト値は 16で
す。指定できる範囲は 1～ 16です。

デフォルト値は 16ですが、ポートチャネ
ルのアクティブメンバ数は、

pc_max_links_configおよびポートチャネル
で許可されている pc_max_active_members
の最小数です。

（注）

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレーション

を表示します。

switch(config-if)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

デフォルトのポートチャネル max-bundle設定を復元するには、no lacp max-bundleコマンドを使
用します。

目的コマンド

デフォルトのポートチャネルmax-bundle設定を
復元します。

no lacp max-bundle

次に、モジュール 3のポートチャネルインターフェイスのmax-bundleを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# lacp max-bundle 3

LACP 高速タイマーレートの設定
LACPタイマーレートを変更することにより、LACPタイムアウトの時間を変更することができ
ます。lacp rateコマンドを使用すれば、LACPがサポートされているインターフェイスに LACP
制御パケットを送信する際のレートを設定できます。タイムアウトレートは、デフォルトのレー
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ト（30秒）から高速レート（1秒）に変更することができます。このコマンドは、LACPがイネー
ブルになっているインターフェイスでのみサポートされます。

LACPタイマーレートの変更は推奨しません。In-Service Software Upgrade（ISSU）およびス
テートフルスイッチオーバー（SSO）は、LACP高速レートタイマーではサポートされませ
ん。

（注）

はじめる前に

LACP機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

LACPがサポートされているインターフェイスに
LACP制御パケットを送信する際のレートとして高
速レート（1秒）を設定します。

switch(config-if)# lacp rate
fast

ステップ 3   

タイムアウトレートをデフォルトにリセットするに

は、コマンドの no形式を使用します。

次の例は、イーサネットインターフェイス 1/4に対して LACP高速レートを設定する方法を示し
たものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# lacp rate fast

次の例は、イーサネットインターフェイス 1/4の LACPレートをデフォルトのレート（30秒）に
戻す方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# no lacp rate fast
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LACP システムプライオリティの設定
LACP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。

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   

LACPで使用するシステムプライオリティを設定
します。指定できる範囲は 1～ 65535で、値が大

switch(config)# lacp
system-prioritypriority

ステップ 2   

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。

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。

（注）

（任意）

LACPシステム識別子を表示します。
switch(config)# show lacp
system-identifier

ステップ 3   

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレーショ

ンを表示します。

switch(config)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

次に、LACP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。
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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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

LACPで使用するポートプライオリティを設定
します。指定できる範囲は 1～ 65535で、値が

switch(config-if)# lacp
port-prioritypriority

ステップ 3   

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。

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレー

ションを表示します。

switch(config-if)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# lacp port-priority 40000

LACP グレースフルコンバージェンスのディセーブル化
デフォルトで、LACPグレースフルコンバージェンスはイネーブルになっています。あるデバイ
スとの LACP相互運用性をサポートする必要がある場合、コンバージェンスをディセーブルにで
きます。そのデバイスとは、グレースフルフェールオーバーのデフォルトが、ディセーブルにさ

れたポートがダウンになるための時間を遅らせる可能性がある、または、ピアからのトラフィッ

クを喪失する原因にもなるデバイスです。ダウンストリームアクセススイッチが Cisco Nexusデ
バイスでない場合は、LACPグレースフルコンバージェンスオプションをディセーブルにしま
す。

コマンドが実行される前に、ポートチャネルが管理上のダウン状態である必要があります。（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

LACPをイネーブルにします。
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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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルを管理シャットダウンしま

す。

switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルの LACPグレースフルコン
バージェンスをディセーブルにします。

switch(config-if)# no lacp
graceful-convergence

ステップ 4   

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、ポートチャネルのLACPグレースフルコンバージェンスをディセーブルにする方法を示し
ます。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no lacp graceful-convergence
switch(config-if)# no shutdown

LACP グレースフルコンバージェンスの再イネーブル化
デフォルトの LACPグレースフルコンバージェンスが再度必要になった場合、コンバージェンス
を再度イネーブルにできます。

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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルを管理シャットダウンします。switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルの LACPグレースフルコン
バージェンスをイネーブルにします。

switch(config-if)# lacp
graceful-convergence

ステップ 4   

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、ポートチャネルのLACPグレースフルコンバージェンスをイネーブルにする方法を示しま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# lacp graceful-convergence
switch(config-if)# no shutdown

LACP の個別一時停止のディセーブル化
ポートがピアから LACP PDUを受信しない場合、LACPはポートを中断ステートに設定します。
このプロセスによって、サーバの中には起動に失敗するものがあります。そのようなサーバは、

LACPが論理的にポートを稼働状態にしていることを必要とするからです。

エッジポートで lacp suspend-individualコマンドを入力するだけです。このコマンドを使用す
る前に、ポートチャネルが管理上のダウン状態である必要があります。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

LACPをイネーブルにします。

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   
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目的コマンドまたはアクション

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルを管理シャットダウンしま

す。

switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停
止動作をディセーブルにします。

switch(config-if)# no lacp
suspend-individual

ステップ 4   

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停止をディセーブルにする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no lacp suspend-individual
switch(config-if)# no shutdown

LACP の個別一時停止の再イネーブル化
デフォルトの LACP個別ポートの一時停止を再度イネーブルにできます。

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   

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルを管理シャットダウンしま

す。

switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停
止動作をイネーブルにします。

switch(config-if)# lacp
suspend-individual

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（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

ステップ 6   

次に、ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停止を再度イネーブルにする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# lacp suspend-individual
switch(config-if)# no shutdown

ポートチャネルハッシュ分散の設定

Cisco NX-OSリリース 6.1(1)以降、ハッシュ分散のアダプティブおよび固定設定は、グローバル
レベルおよびポートチャネルレベルの両方でサポートされます。このオプションは、メンバが

アップまたはダウンしたときに Result Bundle Hash（RBH）分散の変化を最小限に抑えることによ
り、トラフィックの中断を最小限に抑えます。このため、変化のないRBH値にマッピングされて
いるフローが同じリンクを流れ続けるようになります。ポートチャネルレベルの設定はグローバ

ル設定よりも優先されます。デフォルト設定はグローバルに適応し、各ポートチャネルの設定が

ないので、ISSU中に変更はありません。コマンドが適用されたときにポートはフラップされず、
設定は次のメンバーリンクの変更イベントで有効になります。どちらのモードも RBHモジュー
ルまたは非モジュールスキームで動作します。

この機能がサポートされない下位バージョンへの ISSD時には、固定モードコマンドがグローバ
ルに使用されている場合や、ポートチャネルレベルの設定がある場合は、この機能を無効にする

必要があります。

グローバルレベルでのポートチャネルハッシュ分散の設定

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   

グローバルレベルでポートチャネルハッシュ分散

を指定します。

switch(config)# no port-channel
hash-distribution {adaptive |
fixed}

ステップ 2   

デフォルトはアダプティブモードです。
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目的コマンドまたはアクション

コマンドは、次のメンバーリンクイベント（link
down/up/no shutdown/shutdown）まで有効になりま
せん。Do you want to continue (y/n) ? [yes]

（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

ステップ 3   

次に、グローバルレベルでハッシュ分散を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no port-channel hash-distribution fixed

ポートチャネルレベルでのポートチャネルハッシュ分散の設定

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   

設定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。

switch(config)# interface
port-channel {channel-number |
range}

ステップ 2   

グローバルレベルでポートチャネルハッシュ分

散を指定します。

switch(config-if)# no
port-channel hash-distribution
{adaptive | fixed}

ステップ 3   

デフォルトはアダプティブモードです。

コマンドは、次のメンバーリンクイベント（link
down/up/no shutdown/shutdown）まで有効になりま
せん。Do you want to continue (y/n) ? [yes]

（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

ステップ 4   

次に、グローバルレベルコマンドとしてハッシュ分散を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no port-channel hash-distribution fixed
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RBH モジュロモードの設定
RBHモジュロモードをイネーブルにすると、すべてのポートチャネルがフラップされます。

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   

RBHモジュロモードをイネーブルにします。このコマ
ンドはすべてのポートチャネルを再初期化するため、

続行するか、続行しないかのオプションがあります。

switch(config)# port-channel
load-balance hash-modulo

ステップ 2   

このコマンドは、現在のシステム全体のモ

ジュールタイプがM1シリーズモジュールを
含む場合に拒否されます。システム全体の設

定からM1シリーズモジュールタイプを削除
するには、system module-type f1, f2, m1xl,
m2xlコマンドを入力します。

（注）

（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

ステップ 3   

次に、RBHモジュロモードをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-channel load-balance hash-modulo

FEX ファブリックポートチャネルの最小リンクの設定
Cisco NX-OSリリース 6.1(3)以降では、FEXファブリックポートチャネルのリンクの最小数を設
定して、一定数の FEXファブリックポートチャネルメンバポートがダウンすると、FEXのホス
ト側のインターフェイスが中断するようにできます。

はじめる前に

適切なポートチャネルインターフェイスであ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   

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
port-channelnumber

ステップ 2   

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。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

外部ファブリックエクステンダをサポートす

るように、ポートチャネルを設定します。

switch(config-if)# switchport
mode fex-fabric

ステップ 4   

FEXファブリックポートチャネルのリンクの
最小数を設定します。指定できる範囲は 1～
16です。

switch(config-if)# [no]
port-channel min-linksnumber

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの概要を表示します。

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

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

次に、FEXファブリックポートチャネルのリンクの最小数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 100
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch(config-if)# port-channel min-links 3
switch(config-if)# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual
H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)
M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------------
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
--------------------------------------------------------------------------------
101 Po101(SM) Eth NONE Eth10/46(P) Eth10/47(P) Eth10/48(P)
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ランダムロードバランスの設定

ポートチャネル上でのランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 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 2 インターフェイスポートチャネルを設定します。
switch(config)# interface port-channel port-channel-number

ステップ 3 ポートチャネルインターフェイスのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバ

ランス機能を無効にするには、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-if)# egress port-channel load-balance random

これにより、デフォルトのシステムまたはモジュール全体のポートチャネルロードバ

ランス設定がオーバーライドされます。入力トラフィックのランダムロードバランシ

ングを設定するには、レイヤ 3上のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）で egress
port-channel load-balance randomコマンドを設定します。

（注）

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

インターフェイス上でのランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 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 2 ポートチャネルインターフェイスを設定します。
switch(config)# interface interface-name

ステップ 3 インターフェイスのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバランス機能を無

効にするには、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-if)# egress port-channel load-balance random
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入力レイヤ 3インターフェイスまたは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出力インターフェイスとポートチャネルインターフェイス上で、ラン
ダムロードバランスを実行します。

単一の物理インターフェイスでのランダムロードバランスの設定は、トラフィックが

入力レイヤ 3インターフェイスに入って、ポートチャネルインターフェイスから出る
シナリオに有効です。

（注）

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

VLAN のランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 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 2 VLANを設定します。
switch(config)# vlan vlan-id

ステップ 3 VLANコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config-vlan)# vlan configuration vlan-id

ステップ 4 VLANのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバランス機能を無効にするに
は、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-if)# egress port-channel load-balance random

ランダムロードバランスは、VLAN上のすべてのレイヤ 2入力インターフェイスに適
用されます。入力インターフェイスは、すべてのレイヤ 2またはレイヤ 3ポートチャ
ネル出力インターフェイス上でランダムロードバランスを実行します。

（注）

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

SVI のランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 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。
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switch# configure terminal

ステップ 2 スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を設定します。
switch(config)# vlan vlan-range

ステップ 3 VLANコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config)# vlan configuration vlan-range

ステップ 4 入力トラフィック用の SVIのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバランス
機能を無効にするには、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-vlan-config)# egress port-channel load-balance random

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

例：ランダムロードバランスの設定

ポートチャネル上でのランダムロードバランスの設定

次の例では、ポートチャネルインターフェイス上でランダムロードバランスを設定する方法を

示します。

configure terminal
interface port-channel 44

egress port-channel load-balance random

インターフェイス上でのランダムロードバランスの設定

次の例では、物理インターフェイス上でランダムロードバランスを設定する方法を示します。

configure terminal
interface Ethernet6/1

egress port-channel load-balance random

VLAN のランダムロードバランスの設定

次の例では、VLAN上でランダムロードバランスを設定する方法を示します。
configure terminal

vlan 100
vlan configuration 100
egress port-channel load-balance random

スイッチ仮想インターフェイスのランダムロードバランスの設定

次の例では、入力トラフィック用のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）上でランダムロード
バランスを設定する方法を示します。

configure terminal
vlan 2-10
vlan configuration 2-10

egress port-channel load-balance random
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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場合は、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

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 interface port-channelchannel-number

イネーブルにされた機能を表示します。show feature

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco
NX-OS Release 4.2(1)から、3種類のサンプリン
グ間隔をビットレートおよびパケットレートの

統計情報に設定します。

load-interval {intervalseconds {1 | 2 | 3}}

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 compatibility-parameters

1つ以上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 database
[interfaceport-channelchannel-number]

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 load-balance

ポートチャネルインターフェイスのサマリー

を表示します。

show port-channel summary

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 traffic

使用済みおよび未使用のチャネル番号の範囲を

表示します。

show port-channel usage

LACPに関する情報を表示します。show lacp {counters [interface
port-channelchannel-number] | [interfacetype/slot]
| neighbor [interface port-channelchannel-number]
| port-channel [interface
port-channelchannel-number] | system-identifier]]}

ポートチャネルの実行コンフィギュレーション

に関する情報を表示します。

show running-config interface
port-channelchannel-number
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目的コマンド

ハードウェアポリシーと矛盾するインターフェ

イスおよび VLANのエラーを表示します。

detailコマンドを使用すると、エラーを受信す
るインターフェイスおよびVLANの詳細を表示
できます。

show interface status error policy [detail]

これらのコマンドの詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OS InterfacesCommandReference』
を参照してください。

ポートチャネルインターフェイスコンフィギュレーショ

ンのモニタリング
次のコマンドを使用すると、ポートチャネルインターフェイス構成情報を表示することができま

す。

目的コマンド

カウンタをクリアします。clear counters interface
port-channelchannel-number

LACPカウンタをクリアします。clear lacp counters [interface
port-channelchannel-number]

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco
NX-OS Release 4.2(1)から、3種類のサンプリン
グ間隔をビットレートおよびパケットレートの

統計情報に設定します。

load-interval {intervalseconds {1 | 2 | 3}}

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 [modulemodule]

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 detailed [all]

エラーパケットの数を表示します。show interface counters errors [modulemodule]

LACPの統計情報を表示します。show lacp counters
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これらのコマンドの詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OS InterfacesCommandReference』
を参照してください。

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# configure terminal
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。Cisco
NX-OSソフトウェアはポートチャネルを自動的に作成します。

switch# configure terminal
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

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html

『Interfaces ConfigurationGuide, Cisco
DCNM for LAN』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
System Management Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_
Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSHigh
Availability and Redundancy Guide』
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html


マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_
Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_
Release_6-x.html

『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS
Fabric Extender Software Configuration
Guide for Cisco Nexus 7000 Series
Switches, Release 6.x』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/
b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html

VLAN、MACアドレステーブル、
プライベートVLAN、およびスパニ
ングツリープロトコル。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/fabricpath/configuration/guide/
b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Configuration Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/
nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes』

標準

タイトル標準

—IEEE 802.3ad
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html


MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次のURL
にアクセスしてください。

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

• IEEE8023-LAG-CAPABILITY

• CISCO-LAG-MIB
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第 8 章

vPC の設定

• 機能情報の確認, 241 ページ

• vPCの設定機能の履歴, 242 ページ

• vPCの設定, 244 ページ

• vPCについて, 245 ページ

• ヒットレス vPCロールの変更, 289 ページ

• vPC設定の同期化, 289 ページ

• インターフェイスのライセンス要件, 291 ページ

• 注意事項と制約事項, 291 ページ

• vPCの設定, 295 ページ

• vPC設定の確認, 335 ページ

• vPCのモニタリング, 337 ページ

• vPCの設定例, 338 ページ

• 関連資料, 340 ページ

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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vPC の設定機能の履歴
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 15：vPC の設定機能の履歴

機能情報リリース機能名

M3モジュール上の vPCに対するサポー
トが追加されました。

7.3(0)DX(1)M3モジュール上の vPCサ
ポート

トラフィックフローに影響を与えずに

vPCロールを切り替えるためのサポート
が追加されました。

7.3(0)D1(1)ヒットレス vPCロールの
変更

ピアをシャットダウンして、デバッグ、

リロード、またはvPCコンプレックスか
らの物理的な削除のために分離し、ピア

vPCスイッチがプライマリピアとして引
き継ぐようにする shutdownコマンドが
追加されました。

7.2(0)D1(1)vPCシャットダウン

F3上の物理ポート vPCに対するサポー
トが追加されました。

7.2(0)D1(1)F3上の物理ポート vPC

FEX用の 1500ホスト vPC（FEX上の物
理ポートvPC）に対するサポートが追加
されました。

7.2(0)D1(1)FEX用の 1500ホスト vPC
（FEX上の物理ポート
vPC）

vPC設定同期機能は、あるスイッチの設
定を別の類似スイッチに自動的に同期し

ます。

7.2(0)D1(1)vPC設定の同期化

この機能のサポートが追加されました。7.2(0)D1(1)F2Eおよび F3モジュール
用の vPC経由のレイヤ 3

F2上の物理ポート vPCに対するサポー
トが追加されました。

6.2(6)F2上の物理ポート vPC

この機能をサポートするためのshutdown
lanコマンドが追加されました。

6.2(6)LANシャットダウン

この機能のサポートが追加されました。6.2(6)物理ポート vPCsを介した
FCoE
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機能情報リリース機能名

vPCピアデバイスの物理インターフェイ
ス上の物理ポートvPCに対するサポート
が追加されました。

6.2(6)物理ポート vPC

vPCの特定のコマンドを同時にイネーブ
ルにするためのmode autoコマンドが追
加されました。

6.2(2)vPC

両方のvPCパスがアップしているときに
2つのピアが部分的に指定フォワーダに
なることを許可する multicast
load-balanceコマンドが追加されまし
た。

6.1(3)vPC

サポートが 528 vPCにまで増えました。5.2(1)vPC

vPCで障害が発生したときにvPCセカン
ダリデバイスの孤立ポートを一時停止す

るための vpc orphan-ports suspendコマ
ンドが追加されました。

5.2(1)vPC

停電後にvPCリカバリのスピードと信頼
性を高めるための auto-recoveryコマン
ドが追加されました。reload restoreコマ
ンドが非推奨になりました。

5.2(1)vPC

矛盾した設定のVLANだけが一時停止さ
れるようにVLAN単位整合性検査が追加
されました。

5.2(1)vPC

矛盾した設定がピア間で検出されたとき

に、vPCプライマリデバイスがトラ
フィックを転送することを可能にする

graceful consistency-checkコマンドが追
加されました。

5.2(1)vPC

一対のvPCスイッチがレイヤ2トポロジ
内で1つのSTPルートとして現れること
を可能にする peer-switchコマンドが追
加されました。

5.0(2)vPC
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機能情報リリース機能名

vPCスイッチがそのピアが機能しないこ
とを前提としてvPCを稼働させ始めるよ
うに設定する reload restoreコマンドが
追加されました。

5.0(2)vPC

リロード後にルーティングテーブルが収

束できるまで vPCセカンダリデバイス
の稼働を遅延させるための delay restore
コマンドが追加されました。

4.2(1)vPC

vPCピアリンクに障害が発生しても、確
実にVLANインターフェイスが稼働した
ままになるようにするために、

dual-active exclude interface-vlanコマン
ドが追加されました。

4.2(1)vPC

確実にすべてのパケットがデバイスの

ゲートウェイMACアドレスを使用する
ようにするために、peer-gatewayコマン
ドが追加されました。

4.2(1)vPC

サポートが 256 vPCにまで増えました。4.2(1)vPC

サポートが 192 vPCにまで増えました。4.1(4)vPC

これらの機能が導入されました。4.1(2)vPC

vPC の設定
この章では、Cisco NX-OSデバイス上で仮想ポートチャネル（vPC）を設定する方法を説明しま
す。

Cisco NX-OSリリース 5.1(1)以降では、vPCは FabricPathと相互運用するように機能強化され
ました。FabricPathネットワークで vPCを設定するには、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Configuration Guide』を参照してください。

（注）

Cisco NX-OSリリース 5.1(1)以降では、個々のスイッチの vPCピアリンクに対し Fシリーズモ
ジュールでは 10ギガビットイーサネット（10GE）インターフェイス以上を、またはMシリーズ
モジュールでは10ギガビットイーサネットインターフェイス以上を使用できますが、Fモジュー
ル上のメンバポートをMモジュール上のポートと組み合わせて単一スイッチ上の単一ポートチャ
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ネルにすることはできません。ポートチャネルの互換性パラメータは、物理スイッチのすべての

ポートチャネルメンバーで同じである必要があります。

vPCの一部になるように共有インターフェイスを設定できません。共有インターフェイスの詳細
については、『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』を
参照してください。

ポートチャネルの互換性パラメータは、両方のピアのすべての vPCメンバポートでも同じでな
ければならないので、シャーシごとに同じタイプのモジュールを使用する必要があります。

vPC について

vPC の概要
仮想ポートチャネル（vPC）は、物理的には 2台の異なる Cisco Nexus 7000シリーズデバイスに
接続されているリンクを、第 3のデバイスには単一のポートに見えるようにします。第 3のデバ
イスは、スイッチ、サーバ、ポートチャネルをサポートするその他の任意のネットワーキングデ

バイスのいずれでもかまいません。vPCは、ノード間の複数の並列パスを可能にし、トラフィッ
クのロードバランシングを可能にすることによって、冗長性を作り、バイセクショナルな帯域幅

を増やすレイヤ 2マルチパスを提供できます。

vPC+
仮想ポートチャネル（vPC+）は、CEのみを実行する仮想ポートチャネル（vPC）の拡張です。
vPC+ドメインにより、クラシカルイーサネット（CE）の vPCドメインとCisco FabricPathクラウ
ドが相互運用でき、また FabricPathとレイヤ 3境界でファーストホップルーティングプロトコル
（FHRP）のアクティブ-アクティブ機能が提供されます。vPC+ドメインは、FabricPathデバイス
がイネーブルの Cisco Nexus 7000シリーズが 1つの vPC+を形成し、FabricPathネットワークのそ
の他のデバイスに接続する固有の仮想スイッチとなることを可能にします。vPC+の詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』を参照してください。
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同じ VDCには、vPC+ドメインと vPCドメインを設定できません。（注）

図 11：vPC のアーキテクチャ

vPCで使用できるのは、レイヤ 2ポートチャネルだけです。vPCドメインは単一の仮想デバイス
コンテキスト（VDC）に関連付けられるため、同じ 1つの vPCドメインに所属するすべての vPC
インターフェイスが同一 VDC内で定義されていなければなりません。配置した各 VDCに、独立
した vPCピアリンクとピアキープアライブリンクのインフラストラクチャがなくてはなりませ
ん。vPCピア（ドメインが同じ 2台の vPCピアデバイス）を同じ物理デバイスの 2つの VDC内
に統合することは、サポートされていません。vPCピアリンクは、リンクの両エンドに少なくと
も 10ギガバイトイーサネットポートを使用しなければならず、そうなっていないとリンクが形
成されません。

ポートチャネルの設定は、次のいずれかを使用して行います。

•プロトコルなし

•リンク集約制御プロトコル（LACP）

LACPを使用せずに vPC内のポートチャネル（vPCピアリンクチャネルを含む）を設定した場
合は、Fシリーズラインカードで 16個のアクティブリンクをサポートし、Mシリーズライン
カードで 1ポートチャネルあたり 8個のアクティブリンクをサポートできます。LACPを使用し
てvPCのポートチャネル（vPCピアリンクチャネルを含む）を設定した場合は、Fシリーズカー
ドで 1ポートチャネルあたり 8個のアクティブリンクと 8個のスタンバイリンクをサポートで
きます。（LACPと vPCの使用の詳細については、「その他の機能との vPCの相互作用」の項を
参照）。

lacp graceful-convergenceコマンドを使用して、ポートチャネルのLinkAggregation Control Protocol
（LACP）グレースフルコンバージェンスを設定できます。管理上ダウン状態にあるポートチャ
ネルインターフェイスでのみ、このコマンドを使用できます。管理上アップ状態にあるポート

チャネルの LACPグレースフルコンバージェンスは設定できず、ディセーブルにすることもでき
ません。
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lacp suspend-individualコマンドを使用して、ポートチャネル上のLACPポートの一時停止を有効
にできます。ポートチャネルでピアポートから LACPブリッジプロトコルデータユニット
（BPDU）を LACPが受け取っていない場合、その LACPではポートを一時的な動作停止状態に
設定します。これによって、サーバの中には起動に失敗するものがあります。そのようなサーバ

は、LACPが論理的にポートを稼働状態にしていることを必要とするからです。

vPCの機能を設定したり実行したりするには、まずvPC機能をイネーブルにする必要がありま
す。

（注）

CiscoNX-OSリリース 4.2以降では、システムは機能のディセーブル化の前に自動的にチェックポ
イントを作成するため、このチェックポイントにロールバックできます。ロールバックおよび

チェックポイントについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration
Guide』を参照してください。

vPC機能をイネーブルにしたら、ピアキープアライブリンクを作成します。このリンクは、2つ
の vPCピアデバイス間でのハートビートメッセージの送信を行います。

専用ポートモードで 2つ以上の 10ギガビットイーサネットポートを使用することにより、1台
の Cisco Nexus 7000シリーズシャーシでポートチャネルを設定して vPCピアリンクを作成でき
ます。正しいハードウェアをイネーブルにしており、Cisco NX-OSリリース 4.1(5)以降の vPCを
実行していることを確認するには、showhardware feature-capabilityコマンドを入力します。コマン
ド出力で vPCの向かいにXが表示されている場合、そのハードウェアでは vPC機能をイネーブル
にできません。

vPCピアリンクレイヤ 2ポートチャネルは、トランクとして設定することを推奨します。もう
1つの Cisco Nexus 7000シリーズシャーシで、再度 2つ以上の 10ギガビットイーサネットポー
トを専用モードで使用して、もう 1つのポートチャネルを設定します。これらの 2つのポート
チャネルを接続すると、リンクされた 2つの Cisco Nexusデバイスが第 3のデバイスには 1つのデ
バイスとして見える vPCピアリンクが作成されます。第 3のデバイス、またはダウンストリーム
デバイスは、スイッチ、サーバ、vPCに接続された正規のポートチャネルを使用するその他の任
意のネットワーキングデバイスのいずれでもかまいません。正しいモジュールを使用していない

と、システムからエラーメッセージが表示されます。

異なるモジュールの専用ポート上で vPCピアリンクを設定して、障害発生の可能性を下げる
ことをお勧めします。復元力を最適にしたい環境では、少なくとも2つのモジュールを使用し
てください。

（注）

Cisco NX-OSリリース 4.2以降では、すべての vPCピアリンクおよびコアに面したインターフェ
イスを 1つのモジュール上で設定しなければならない場合、コアへのレイヤ 3リンクに関連付け
られているトラックオブジェクトおよび両方の vPCピアデバイス上の vPCピアリンク上のすべ
てのリンクを設定してください。いったんこの機能を設定したら、プライマリ vPCピアデバイス
に障害が発生した場合には、プライマリ vPCピアデバイス上のすべての vPCリンクを、システム
が自動的に停止します。システムが安定するまでは、このアクションにより、すべての vPCトラ
フィックが強制的にセカンダリ vPCピアデバイスに送られます。
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トラックオブジェクトを作成し、コアおよび vPCピアリンクに接続されているプライマリ vPC
ピアデバイス上のすべてのリンクにそのオブジェクトを適用できます。track interfaceコマンドに
ついては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してくださ
い。

vPCドメインには、両方の vPCピアデバイス、vPCピアキープアライブリンク、vPCピアリン
ク、および vPCドメイン内にあってダウンストリームデバイスに接続されているすべてのポート
チャネルが含まれます。各デバイスに設定できる vPCドメイン IDは、1つだけです。

このバージョンでは、各ダウンストリームデバイスを、単一のポートチャネルを使用して単一の

vPCドメイン IDに接続できます。

常にすべての vPCデバイスを両方の vPCピアデバイスに、ポートチャネルを使用して接続し
てください。

（注）

vPC の用語
vPCで使用される用語は、次のとおりです。

• vPC：vPCピアデバイスとダウンストリームデバイスの間の結合されたポートチャネル。

• vPCピアデバイス：vPCピアリンクと呼ばれる特殊なポートチャネルで接続されている一
対のデバイスの 1つ。

• vPCピアリンク：vPCピアデバイス間の状態を同期するために使用されるリンク。両エンド
が 10ギガバイトイーサネットインターフェイス上になくてはなりません。

• vPCメンバポート：vPCに属するインターフェイス。

•ホスト vPCポート：vPCに属するファブリックエクステンダのホストインターフェイス。

• vPCドメイン：このドメインには、両方の vPCピアデバイス、vPCピアキープアライブリ
ンク、vPC内にあってダウンストリームデバイスに接続されているすべてのポートチャネル
が含まれます。また、このドメインは、vPCグローバルパラメータを割り当てるために使用
する必要があるコンフィギュレーションモードに関連付けられています。

• vPCピアキープアライブリンク：ピアキープアライブリンクは、さまざまな vPCピア Cisco
Nexus 7000シリーズのデバイスをモニタします。ピアキープアライブリンクは、vPCピア
デバイス間での設定可能なキープアライブメッセージの定期的な送信を行います。

ピアキープアライブリンクを、各 vPCピアデバイス内のレイヤ 3インターフェイスにマッピン
グされている独立した仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスに関連付けることを推
奨します。独立した VRFを設定しなかった場合は、デフォルトで管理 VRFが使用されます。た
だし、ピアキープアライブリンクに管理インターフェイスを使用する場合は、各 vPCピアデバ
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イスのアクティブ管理ポートとスタンバイ管理ポートの両方に接続した管理スイッチを置く必要

があります（以下の図を参照）。

図 12：vPC ピアキープアライブリンクの管理ポートを接続するための独立したスイッチが必要

vPCピアキープアライブリンク上を移動するデータまたは同期トラフィックはありません。この
リンクを流れるトラフィックは、送信元スイッチが稼働しており、vPCを実行していることを知
らせるメッセージだけです。

• vPCメンバポート：vPCに属するインターフェイス。

•デュアルアクティブ：プライマリとして動作する両方のvPCピア。この状況は、両方のピア
がまだアクティブなときにピアキープアライブとピアリンクがダウンした場合に発生しま

す。この場合、セカンダリ vPCはプライマリ vPCが動作しないと想定し、プライマリ vPC
として機能します。

•リカバリ：ピアキープアライブとピアリンクが起動すると、1台のスイッチがセカンダリ
vPCになります。セカンダリ vPCになるスイッチで、vPCリンクが停止してから復帰しま
す。

vPC ピアリンク
vPCピアリンクは、vPCピアデバイス間の状態を同期するために使用されるリンクです。リンク
の両エンドが、10ギガビットイーサネットインターフェイス上になくてはなりません。

•両方の vPCピアスイッチにコントロールプレーン情報を同期します（vPC状態、一貫性パ
ラメータ、MACアドレスなど）。

•ローカル vPCがダウンしたとき、vPCピアスイッチにデータパケットを転送します。
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•同一の物理 Cisco Nexus 7000デバイス上の 2つの VDC間の単一 vPCドメインはサポートさ
れません。

vPCピアリンクを設定する場合は、あらかじめピアキープアライブリンクを設定しておく必
要があります。設定しておかないと、ピアリンクは機能しません（vPCピアキープアライブ
リンクとメッセージについては、「ピアキープアライブリンクとメッセージ」の項を参照）。

（注）

vPCピアリンクは、2つのデバイスを vPCピアとして設定するように設定できます。vPCピアリ
ンクを設定するためには、モジュールを使用する必要があります。

vPCピアリンクを設定する場合は、専用ポートモードを使用することを推奨します。専用ポート
モードについては、「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。

Cisco NX-OS リリース 6.2 での vPC ピアリンクと I/O モジュールのサポート
F2e VDCを設定できます。2台の vPCピアデバイスの VDCタイプは、F2シリーズモジュールお
よび F2eシリーズモジュールが同じ VDCまたはシステムで使用されるときに一致している必要
があります。同じトポロジのF2シリーズモジュールおよびF2eシリーズモジュールについては、
F2シリーズモジュールに関連している機能のみが適用されます。

Cisco NX-OSリリース 6.2(2)への ISSU後、F2 VDCは F2eシリーズモジュールの有無に関係な
く、F2 F2e VDCに自動的に変更されます。

以下の表に、Cisco NX-OSリリース 6.2で vPCピアリンクの両側でサポートされる I/Oモジュー
ルを示します。

表 16：Cisco NX-OS リリース 6.2 以降で vPC ピアリンクの両側でサポートされる I/O モジュールの組み合わせ

vPC セカンダリvPC プライマリ

M1 I/OモジュールM1 I/Oモジュール

M2 I/OモジュールM2 I/Oモジュール

M3 I/OモジュールM3 I/Oモジュール

F2 I/OモジュールF2 I/Oモジュール

F2e I/OモジュールF2 I/Oモジュール

F2e I/OモジュールF2e I/Oモジュール

F2 I/OモジュールF2e I/Oモジュール

F3 I/OモジュールF3 I/Oモジュール
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Cisco NX-OS リリース 6.1 およびそれ以前のリリースでの vPC ピアリンクと I/O モ
ジュールのサポート

Cisco NX-OSリリース 6.1およびそれ以前のリリースでは、vPCピアリンクの一方の側の同一 I/O
モジュールのみがサポートされます。vPCピアリンクの一方の側で異なる I/Oモジュールを使用
している場合はサポートされません。ポートチャネルの同じ側で I/Oモジュールを混在している
場合もサポートされません。上の表に、vPCピアリンクの両側でサポートされる I/Oモジュール
を示します。

ポートチャネルの使用中は、両側で同じラインカードを使用することをお勧めします。

vPC ピアリンクの概要
vPCピアとして持てるのは 2台のデバイスだけです。各デバイスが、他方の 1つの vPCピアに対
してだけ vPCピアとして機能します。vPCピアデバイスは、他のデバイスに対する非 vPCリンク
も持つことができます。

無効な vPCピア設定については、以下の図を参照してください。

図 13：許可されていない vPC ピア設定

有効な設定を作成するには、まず各デバイス上でポートチャネルを設定してから、vPCドメイン
を設定します。ポートチャネルを各デバイスに、同じ vPCドメイン IDを使用してピアリンクと
して割り当てます。vPCピアリンクのインターフェイスの片方に障害が発生した場合に、デバイ
スが自動的にピアリンク内の他方のインターフェイスを使用するようにフォールバックするた

め、冗長性のために少なくとも 2つの専用ポートをポートチャネルに設定することを推奨しま
す。

レイヤ 2ポートチャネルをトランクモードで設定することを推奨します。（注）

多くの動作パラメータおよび設定パラメータが、vPCピアリンクによって接続されている各デバ
イスで同じでなければなりません（「vPCインターフェイスの互換パラメータ」の項を参照）。
各デバイスは管理プレーンから完全に独立しているため、重要なパラメータについてデバイス同

士に互換性があることを確認する必要があります。vPCピアデバイスは、個別のコントロールプ
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レーンを持ちます。vPCピアリンクを設定し終えたら、各 vPCピアデバイスの設定を表示して、
設定に互換性があることを確認してください。

vPCピアリンクによって接続されている 2つのデバイスが、特定の同じ動作パラメータおよ
び設定パラメータを持っていることを確認する必要があります。必要な設定の一貫性の詳細に

ついては、「vPCインターフェイスの互換パラメータ」の項を参照してください。

vPCピアリンクを設定すると、vPCピアデバイスは接続されたデバイスの一方がプライマリ
デバイスで、もう一方の接続デバイスがセカンダリデバイスであると交渉します（「vPCの
設定」の項を参照）。Cisco NX-OSソフトウェアは、最小のMACアドレスを使用してプライ
マリデバイスを選択します。特定のフェールオーバー条件の下でだけ、ソフトウェアが各デ

バイス（つまり、プライマリデバイスおよびセカンダリデバイス）に対して異なるアクショ

ンを取ります。プライマリデバイスに障害が発生すると、システムの回復時にセカンダリデ

バイスが新しいプライマリデバイスになり、以前のプライマリデバイスがセカンダリデバイ

スになります。

どちらの vPCデバイスをプライマリデバイスにするか設定することもできます。vPCピアデ
バイスのプライオリティを変更すると、ネットワークでインターフェイスがアップしたりダウ

ンしたりする可能性があります。1台の vPCデバイスをプライマリデバイスにするよう再度
ロールプライオリティを設定する場合は、プライオリティ値が低いプライマリ vPCデバイス
と値が高いセカンダリ vPCデバイスの両方でロールプライオリティを設定します。次に、
shutdownコマンドを入力して、両方のデバイスで vPCピアリンクであるポートチャネルを
シャットダウンし、最後に no shutdownコマンドを入力して、両方のデバイスでポートチャ
ネルを再度イネーブルにします。

（注）

各 vPCピアリンクの各 vPCピアデバイスの冗長性のために、2つの異なるモジュールを使用
することを推奨します。

（注）

ソフトウェアは、vPCピアを介して転送されたすべてのトラフィックをローカルトラフィックと
してキープします。ポートチャネルから入ってきたパケットは、vPCピアリンクを介して移動す
るのではなく、ローカルリンクの 1つを使用します。不明なユニキャスト、マルチキャスト、お
よびブロードキャストトラフィック（STP BPDUを含む）は、vPCピアリンクでフラッディング
されます。ソフトウェアが、マルチキャストフォワーディングを両方の vPCピアデバイス上で
同期された状態に保ちます。

両方の vPCピアリンクデバイスおよびダウンストリームデバイスで、任意の標準ロードバラン
シングスキームを設定できます（ロードバランシングについては、第 6章の「ポートチャネル
の設定」を参照）。

設定情報は、Cisco Fabric Service over Ethernet（CFSoE）プロトコルを使用して vPCピアリンクを
転送されます。（CFSoEの詳細については、7-30ページの「CFSoE」の項を参照）。

両方のデバイス上で設定されているこれらの VLANのMACアドレスはすべて、vPCピアデバイ
ス間で同期されています。この同期に、CFSoEが使用されます（CFSoEについては、7-30ページ
の「CFSoE」の項を参照）。
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vPCピアリンクに障害が発生した場合は、ソフトウェアが、両方のデバイスが稼働していること
を確認するための vPCピアデバイス間のリンクであるピアキープアライブリンクを使用して、
リモート vPCピアデバイスのステータスをチェックします。vPCピアデバイスが稼働している場
合は、セカンダリ vPCデバイスは、ループやトラフィックの消失あるいはフラッディングを防ぐ
ために、そのデバイス上のすべての vPCポートをディセーブルにします。したがって、データ
は、ポートチャネルの残っているアクティブなリンクに転送されます。

独立した VRFを作成して設定し、その vPCピアキープアライブリンクのための VRF内の各
vPCピアデバイス上でレイヤ 3ポートを設定することを推奨します。ピアキープアライブの
デフォルトポートとデフォルト VRFは、管理ポートと管理 VRFです。

（注）

ソフトウェアは、ピアキープアライブリンクを介したキープアライブメッセージが返されない場

合に、vPCピアデバイスに障害が発生したことを学習します。

vPCピアデバイス間の設定可能なキープアライブメッセージの送信には、独立したリンク（vPC
ピアキープアライブリンク）を使用します。vPCピアキープアライブリンク上のキープアライブ
メッセージから、障害が vPCピアリンク上でだけ発生したのか、vPCピアデバイス上で発生した
のかがわかります。キープアライブメッセージは、ピアリンク内のすべてのリンクで障害が発生

した場合にだけ使用されます。キープアライブメッセージについては、「ピアキープアライブリ

ンクとメッセージ」の項を参照してください。

プライマリおよびセカンダリデバイス上で手動で設定する必要がある機能

各 vPCピアデバイスのプライマリ/セカンダリマッピングに従うために、次の機能を手動で設定
する必要があります。

• STPルート：プライマリ vPCピアデバイスを STPプライマリルートデバイスとして設定
し、vPCセカンダリデバイスを STPセカンダリルートデバイスとして設定します。vPCお
よび STPの詳細については、「vPCピアリンクと STP」の項を参照してください。

•ポートチャネルが vPCピアリンクとして指定されている場合は、spanning-tree port type
networkコマンドが追加されるため、ポートチャネルが Bridge Assuranceポートになり
ます。

• VLAN単位の高速スパニングツリー（PVST+）を設定してプライマリデバイスがすべ
ての VLANのルートになるようにし、マルチスパニングツリー（MST）を設定してプ
ライマリデバイスがすべてのインスタンスのルートになるようにすることを推奨しま

す。

•レイヤ 3 VLANネットワークインターフェイス：両方のデバイスから同じ VLANの VLAN
ネットワークインターフェイスを設定することにより、各 vPCピアデバイスからのレイヤ
3接続を設定します。

• HSRPアクティブ：vPCピアデバイス上でホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）と
VLANインターフェイスを使用する場合は、プライマリ vPCピアデバイスをHSRPアクティ
ブの最も高いプライオリティで設定します。セカンダリデバイスをHSRPスタンバイになる
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ように設定し、各 vPCデバイスの VLANインターフェイスが同じ管理/動作モードにあるこ
とを確認します（vPCおよびHSRPの詳細については、「vPCピアリンクとルーティング」
の項を参照）。

単方向リンク検出（UDLD）の設定では、次の留意点に注意してください。

• LACPがポートチャネル集約プロトコルとして使用されている場合は、vPCドメイン内に
UDLDは必要ありません。

• LACPがポートチャネル集約プロトコル（静的なポートチャネル）として使用されていない
場合は、vPCメンバーポートの通常モードで UDLDを使用します。

• STPがBridge Assuranceなしで使用されている場合と LACPが使用されていない場合は、vPC
孤立ポートの通常モードで UDLDを使用します。

UDLDの設定については、「UDLDモードの設定」の項を参照してください。

vPC ピアリンクのレイヤ 3 バックアップルートの設定
HSRPやPIMなどのアプリケーションに vPCピアデバイス上のVLANネットワークインターフェ
イスを使用できます。また、vPCピアデバイスからのルーティングに VLANネットワークイン
ターフェイスを使用できます。

各ピアデバイス上で VLANネットワークインターフェイスが設定されており、そのインター
フェイスが各デバイス上で同じ VLANに接続されていることを確認してください。また、各
VLANインターフェイスが、同じ管理/動作モードになっていなければなりません。VLANネッ
トワークインターフェイスの設定の詳細については、「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 NX-OSリリース 6.2(2)以降では、vPCピアリンクがMシリーズモジュールと F2eシリーズ
モジュールを持つ混在シャーシ内の F2eシリーズモジュール上にある場合、vPCピアリンクを介
してレイヤ 3バックアップルーティングパスを使用しないでください。代わりに追加のスイッチ
間ポートチャネルを使用して専用のレイヤ 3バックアップルーティングパスを配置します。

vPCピアリンクでフェールオーバーが発生すると、vPCピアデバイス上の VLANインターフェ
イスも影響を受けます。vPCピアリンクに障害が発生すると、セカンダリ vPCピアデバイス上の
関連付けられている VLANインターフェイスがシステムによって停止されます。

Cisco NX-OSリリース 4.2(1)以降では、指定した VLANインターフェイスが vPCピアリンクに障
害が発生しても vPCセカンダリデバイス上で停止しないようにすることができるようになりまし
た。

この機能を設定するには、dual-active exclude interface-vlanコマンドを使用します。
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Cisco NX-OSリリース 7.2(0)D1(1)以降では、vPCドメインにレイヤ 3デバイスを接続している
場合に、vPCピアリンク上でも伝送される VLANを使用したルーティングプロトコルのピア
リングはサポートされません。vPCピアデバイスおよび汎用レイヤ3デバイスの間でルーティ
ングプロトコルの隣接関係が必要な場合は、相互接続に物理的にルーティングされたインター

フェイスを使用する必要があります。vPCピアゲートウェイ機能の使用では、この要件は変わ
りません。

（注）

ピアキープアライブリンクとメッセージ

Cisco NX-OSソフトウェアは、vPCピア間でピアキープアライブリンクを使用して、設定可能な
キープアライブメッセージを定期的に送信します。これらのメッセージを送信するには、ピアデ

バイス間にレイヤ 3接続がなくてはなりません。ピアキープアライブリンクが有効になって稼働
していないと、システムは vPCピアリンクを稼働させることができません。

vPCピアキープアライブリンクを、各 vPCピアデバイス内のレイヤ 3インターフェイスにマッピ
ングされている独立した VRFに関連付けることを推奨します。独立した VRFを設定しなかった
場合は、デフォルトで管理VRFと管理ポートが使用されます。vPCピアキープアライブメッセー
ジの送受信にピアリンク自体を使用することはしないでください。VRF設定の詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

片方の vPCピアデバイスに障害が発生したら、vPCピアリンクの他方の側にある vPCピアデバ
イスは、ピアキープアライブメッセージを受信しなくなることによってその障害を感知します。

ホールドタイムアウト値とタイムアウト値を同時に設定できます。

ホールドタイムアウト値：ホールドタイムアウト値の範囲は、3～ 10秒の間で、3秒がデフォル
ト値です。このタイマーは、vPCピアリンクが停止した時点で開始します。ホールドタイムアウ
ト期間の目的は、誤ったポジティブケースを防ぐことです。

タイムアウト値よりも小さいホールドタイムアウト値を設定すると、vPCシステムは、ホールド
タイムアウト期間の vPCピアキープアライブメッセージを無視して、タイムアウト期間のリマイ
ンダのメッセージを考慮します。キープアライブメッセージがこの期間に受信されない場合は、

vPCセカンダリデバイスがプライマリデバイスのロールを引き継ぎます。たとえば、ホールドタ
イムアウト値が 3秒で、タイムアウト値が 5秒の場合、最初の 3秒間の vPCキープアライブメッ
セージは無視され（スーパーバイザの障害がピアリンク障害の後、数秒間処理されるとき、な

ど）、キープアライブメッセージは、残り 2秒のタイムアウト期間が考慮されます。この期間が
過ぎて、キープアライブメッセージがない場合は、vPCセカンダリデバイスはプライマリデバ
イスとして引き継がれます。

タイムアウト値：タイムアウト値の範囲は 3～ 20秒の間で、デフォルト値は 5秒です。このタイ
マーは、ホールドタイムアウト間隔が終了した時点で開始します。ホールドタイムアウト値以下

にタイムアウト値を設定する場合、タイムアウト継続期間はホールドタイムアウト期間後に開始

されます。たとえば、タイムアウト値が 3秒で、ホールドタイムアウト値が 5秒の場合、タイム
アウト期間は 5秒後に開始されます。
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ピアキープアライブメッセージに使用される送信元 IPアドレスと宛先 IPアドレスがどちらも
ネットワーク上で一意であり、かつそれらの IPアドレスがその vPCピアキープアライブリン
クに関連付けられている VRFから到達可能であることを確認してください。

（注）

コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、vPCピアキープアライブメッセージを使
用するインターフェイスを信頼できるポートとして設定してください。優先順位をデフォルト

（6）のままにしておくか、またはもっと高い値に設定します。次に、インターフェイスを信頼で
きるポートとして設定する例を示します。

(config)# class-map type qos match-all trust-map
(config-cmap-qos)# match cos 4-7

(config)# policy-map type qos ingresspolicy
(config-pmap-qos)# class trust-map

(config)# interface Ethernet8/11
(config-if)# service-policy type qos input ingresspolicy

信頼できるポートおよび優先順位の設定の詳細については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OSQuality
of Service Configuration Guide』を参照してください。

vPC ピアゲートウェイ
Cisco NX-OSリリース 4.2(1)以降では、vPCピアデバイスを、vPCピアデバイスのMACアドレ
スを送信先とするパケットに対してもゲートウェイとして機能するように設定できるようになり

ました。

この機能を設定するには、peer-gatewayコマンドを使用します。

CiscoNX-OSリリース 6.2(2)以降では、mode autoコマンドを使用して、この機能を自動的にイ
ネーブルにすることができます。このコマンドの使用に関する詳細については、「特定のvPC
コマンドの自動イネーブル化」の項を参照してください。

（注）

一部のネットワーク接続ストレージ（NAS）デバイスまたはロードバランサは、特定のアプリケー
ションのパフォーマンスを最適化するのに役立つ機能を備えている場合があります。これらの機

能により、同じサブネットにローカルに接続されていないホストから送信された要求に応答する

ときに、デバイスはルーティングテーブルのルックアップを回避できます。このようなデバイス

は、一般的なHSRPゲートウェイではなく、送信元のCisco Nexus 7000シリーズデバイスやCisco
Nexus 7700シリーズデバイスのMACアドレスを使用して、トラフィックに応答する場合があり
ます。この動作は、一部の基本的なイーサネットRFC標準に準拠していません。ローカルではな
いルータMACアドレスの vPCデバイスに到達するパケットは、ピアリンクを介して送信され、
最終的な宛先が他の vPCの背後にある場合には、組み込みの vPCループ回避メカニズムによって
ドロップされる場合があります。

vPCピアゲートウェイ機能は、vPCスイッチが、vPCピアのルータMACアドレスを宛先とするパ
ケットに対して、アクティブなゲートウェイとして機能することを可能にします。この機能は、

このようなパケットが vPCピアリンクを通過する必要なしにローカルに転送されることを可能に
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します。このシナリオでは、この機能によってピアリンクの使用が最適化され、トラフィック損

失が回避されます。

ピアゲートウェイ機能の設定は、プライマリ vPCピアとセカンダリ vPCピアの両方で行う必要が
ありますが、デバイスの稼働もvPCトラフィックも中断しません。vPCピアゲートウェイ機能は、
vPCドメインサブモードの下でグローバルに設定できます。

この機能をイネーブルにすると、ピアゲートウェイルータを介してスイッチングされたパケット

の IPリダイレクトメッセージの発生を避けるために、Cisco NX-OSは vPC VLANを介してマッ
ピングされるすべてのインターフェイスVLAN上で IPリダイレクトを自動的にディセーブルにし
ます。

Cisco NX-OSリリース 5.1(3)以降では、VLANインターフェイスが vPCピアデバイスのレイ
ヤ 3バックアップルーティングに使用され、F1ラインカードがピアリンクとして使用される
場合は、peer-gateway exclude-vlan vlan-numberコマンドを実行して VLANをピアゲートウェイ
機能から除外する必要があります（イネーブルの場合）。バックアップルートの詳細につい

ては、「vPCピアリンクのレイヤ 3バックアップルートの設定」の項を参照してください。

（注）

TTLが 1のパケットが TTLの有効期限が原因で伝送中にドロップされるように、ピアゲートウェ
イ vPCデバイスに到達するパケットは、デクリメントされたパケット存続時間（TTL）を有して
います。ピアゲートウェイ機能がイネーブルで、TTLが1のパケットを送信する特定のネットワー
クプロトコルが vPC VLANで動作する場合は、この状況を考慮する必要があります。

F2E および F3 モジュール用の vPC 経由のレイヤ 3
このセクションでは、F2Eおよび F3モジュール機能用の vPC経由のレイヤ 3と、その設定方法に
ついて説明します。Cisco NX-OSリリース 7.2(0)D1(1)以降では、レイヤ 3デバイスが vPCコンプ
レックス内の両方の vPCピア間のピアリング隣接関係を形成できます。すべての vPCピアが同じ
VLANを使用する必要があります。ピアリンク経由で送信されるトラフィックのTTLはデクリメ
ントしません。F2EおよびF3モジュール機能用の vPC経由のレイヤ 3を設定する前に、ピアゲー
トウェイ機能を有効にする必要があります。ピアゲートウェイ機能を使用すれば、vPCピア（SVI
X）（下の図を参照）が他のピア（SVI-Y）の代わりにパケットを転送することができます。この
機能は、ピアリンク経由のトラフィックを回避することで帯域幅を節約します。別のレイヤ 3リ
ンクを使用せずに、レイヤ 3デバイスと vPCピア間のピア隣接関係をセットアップすることがで
きます。ブリッジドトラフィックとルーテッドトラフィックの両方が同じリンク経由で流れるこ

とができます。

レイヤ 3デバイスと vPCピア間のルーティング隣接関係は、非 vPC VLANなしで形成されます。
隣接関係は vPC VLAN上で形成されます。レイヤ 3デバイスと vPCピア間のルーティング隣接関
係は、vPCピア間のレイヤ 3スイッチ間リンクなしで形成されます。隣接関係は vPCピアリンク
上で形成されます。すべてのトラフィックに対してリンクまたはデバイスでエラーが発生すると、
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コンバージェンスが早まります。vPCループ回避メカニズムはすべてのトラフィックで使用でき
ます。

図 14：vPC 経由のレイヤ 3 ソリューション
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Cisco NX-OS リリース 7.2(0)D1(1) での VPC 経由のレイヤ 3 のサポート
次の図は、Cisco NX-OSリリース 7.2(0)D1(1)での VPC経由のレイヤ 3のサポートを示していま
す。

図 15：サポート：vPC 相互接続を介したピアリング。ルータは両方の vPC ピアとピアリングします。

図 16：サポート：vPC VLAN を使用した STP 相互接続を介したピアリング。ルータは両方の vPC ピアとピアリ
ングします。
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図 17：サポート：両方の vPC ピアと孤立デバイスとのルートピアリング。

図 18：サポート：vPC 相互接続を介したピアリング。各 Nexus デバイスが 2 台の vPC ピアとピアリングしま
す。
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図 19：サポート：FEX vPC ホストインターフェイスを介した vPC ピアとのピアリング
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FEXは、Straight Throughトポロジで Nexusに接続します。ルータは、衛星ポート経由で両方の
Nexusボックスとピアリングします。FEXアクティブ -アクティブモード vPCでの vPCを介した
レイヤ 3はサポートされません。

図 20：未サポート：不等レイヤ 3 メトリックを使用した vPC インターフェイスを介したピアリング

図 21：未サポート：Cisco NX-OS 7.2(0)D1(1) での vPC+ を介したピアリング
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vPC+インターフェイスを介した vPCピアとのピアリングはサポートされません。

図 22：未サポート：vPC+ VLAN を使用した vPC+ ピアと STP 相互接続とのピアリング

図 23：未サポート：両方の vPC+ ピアと孤立デバイスとのルートピアリング

図 24：未サポート：PC 相互接続を介したピアリングと vPC VLAN を使用して vPC+ ピアリンクを介したピア
リング
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vPC ドメイン
vPCドメイン IDを使用すれば、vPCダウンストリームデバイスに接続されている vPCピアリン
クとポートを識別できます。

vPCドメインは、キープアライブメッセージや他の vPCピアリンクパラメータを、デフォルト
値をそのまま使用するのではなく値を設定する場合に使用するコンフィギュレーションモードで

もあります。これらのパラメータの設定の詳細については、「vPCの設定」の項を参照してくだ
さい。

vPCドメインを作成するには、まず各 vPCピアデバイス上で、1～ 1000の値を使用して vPCド
メイン IDを作成しなければなりません。VDCにつき設定できるvPCドメインは、1つだけです。

各デバイス上で、ピアリンクとして機能させるポートチャネルを明示的に設定する必要がありま

す。各デバイス上でピアリンクにしたポートチャネルを、1つの vPCドメインからの同じ vPCド
メイン IDに関連付けます。このドメイン内で、システムはループフリートポロジとレイヤ 2マ
ルチパスを提供します。

これらのポートチャネルと vPCピアリンクは、静的にしか設定できません。各 vPCピアデバイ
ス上の vPC内のすべてのポートが、同じ VDC内になくてはなりません。ポートチャネルおよび
vPCピアリンクは、LACPを使用するかまたはプロトコルなしのいずれかで設定できます。各vPC
でポートチャネルを設定するにはアクティブモードのインターフェイスでLACPを使用すること
を推奨します。それにより、ポートチャネルのフェールオーバーシナリオの最適でグレースフル

なリカバリが保証され、ポートチャネル間の設定不一致に対する設定検査が行われます。

vPCピアデバイスは、設定された vPCドメイン IDを使用して、一意の vPCシステムMACアド
レスを自動的に割り当てます。各 vPCドメインが、具体的な vPC関連操作に IDとして使用され
る一意のMACアドレスを持ちます。ただし、デバイスは vPCシステムMACアドレスを LACP
などのリンクスコープでの操作にしか使用しません。連続したレイヤ 2ネットワーク内の各 vPC
ドメインを、一意のドメイン IDで作成することを推奨します。Cisco NX-OSソフトウェアにアド
レスを割り当てさせるのではなく、vPCドメインに特定のMACアドレスを設定することもでき
ます。

vPCMACテーブルの表示の詳細については、「CFSoE」の項を参照してください。vPCドメイン
を作成した後は、Cisco NX-OSソフトウェアによって vPCドメインのシステムプライオリティが
作成されます。vPCドメインに特定のシステムプライオリティを設定することもできます。
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システムプライオリティを手動で設定する場合は、必ず両方の vPCピアデバイス上で同じプ
ライオリティ値を割り当てる必要があります。vPCピアデバイス同士が異なるシステムプラ
イオリティ値を持っていると、vPCは稼働しません。

（注）

vPC トポロジ
以下の図は、Cisco Nexus 7000シリーズのデバイスポートが別のスイッチまたはホストに直接接
続され、vPCの一部となるポートチャネルの一部として設定されている基本設定を示していま
す。

図 25：スイッチ vPC トポロジ

この図では、vPC 20がポートチャネル 20で設定され、最初のデバイスには Eth1/10が、2番目の
デバイスには Eth2/1がメンバポートとしてあります。
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CiscoNX-OSリリース5.2(1)以降では、以下の図に示すように、ファブリックエクステンダ（FEX）
を通してピアデバイスから vPCを設定できます。

図 26：FEX Straight-Through トポロジ（ホスト vPC）

この図では、各 FEXは Cisco Nexus 7000シリーズデバイスがあるシングルホーム接続
（Straight-Through FEXトポロジ）です。この FEX上のホストインターフェイスはポートチャネ
ルとして設定され、それらのポートチャネルは vPCとして設定されています。Eth100/1/1および
Eth102/1/5は、PO200のメンバーとして設定され、PO200は vPC 200に対し設定されます。

どちらのトポロジでも、ポートチャネル P020および P0200をピアスイッチ上でまったく同じよ
うに設定する必要があります。その後、設定の同期を使用して vPCスイッチの設定を同期しま
す。FEXポートの設定の詳細については、『Configuring theCiscoNexus 2000 Series Fabric Extender』
を参照してください。

物理ポート vPC
物理ポート vPCは、vPCピアデバイスの物理インターフェイスに設定された vPCです。物理ポー
ト vPCは、ダウンストリームデバイスに任意で Link Aggregation Control Protocol（LACP）を実行
できます。物理ポート vPCは F2モジュールと F2Eモジュールでサポートされます。vPC設定は
メンバーポートに直接適用されます。また、vPCを使用して設定された物理インターフェイス上
で LACPプロトコルを有効にすることもできます。Cisco NX-OS 7.2(0)D1(1)以降では、物理ポー
ト vPCが F3モジュールと FEXモジュールでもサポートされます。

F2、F3、および FEX 用の物理ポート vPC
ここでは、F2、F3、および FEXモジュール用の物理ポート VPCについて説明します。

F2、F3、および FEX用の物理ポート VPC機能には、次のようなメリットがあります。
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•ユーザが vPC設定を有効にするためのポートチャネルを作成しない簡易設定が使用できま
す。vPC設定はメンバーポートに直接適用されます。

• vPCのレグごとに 1つずつの 10ギガビットイーサネットポート、40ギガビットイーサネッ
トポート、または 100ギガビットイーサネットポートを備えた vPCセットアップをサポー
トします。このようなケースでのvPCセットアップ用のポートチャネルの作成は最適ではあ
りません。この機能は、インターフェイスが 1つしかないポートチャネル vPCに最適です。

•拡張性が向上するため、将来的にさらに多くの物理ポートをサポートできます。

•ポートチャネルではなく、物理ポートに関するアカウンティングログとシステムログを提
供します。

•大規模なFEXセットアップをサポートします。この機能は、インターフェイスが1つしかな
いポートチャネル vPCに最適です。

•ポートチャネル構造から設定と導入を分離することにより、vPCの制限を広げます。

• vPC上の物理ポートの FCoEサポートを拡張する拡張機能が追加されるため、既存の FCoE
サポート用の構造を維持しながら、イーサネットトラフィックのマルチパシングが可能にな

ります。

物理ポート vPC+を設定する前に、fabricpath multicast load-balanceコマンド
を有効にする必要があります。この要件は標準の前面パネルと FEXポートに
適用されます。

（注）

図 27：物理ポート vPC のトポロジ

vPC インターフェイスの互換パラメータ
多くの設定パラメータおよび動作パラメータが、vPC内のすべてのインターフェイスで同じでな
ければなりません。vPCピアリンクに使用するレイヤ 2ポートチャネルはトランクモードに設
定することを推奨します。
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vPC機能をイネーブルにし、さらに両方の vPCピアデバイス上でピアリンクを設定すると、シス
コファブリックサービス（CFS）メッセージにより、ローカル vPCピアデバイスに関する設定
のコピーがリモート vPCピアデバイスへ送信されます。これにより、システムが 2つのデバイス
上で異なっている重要な設定パラメータがないか調べます（CFSの詳細については、「CFSoE」
の項を参照）。

vPC内のすべてのインターフェイスで設定されている値を表示するには、show vpc
consistency-parametersコマンドを入力します。表示される設定は、vPCピアリンクおよびvPC
の稼働を制限する可能性のある設定だけです。

（注）

vPCの互換性チェックプロセスは、正規のポートチャネルの互換性チェックとは異なります。正
規のポートチャネルについては、「ポートチャネルの設定」を参照してください。

同じでなければならない設定パラメータ

このセクションの設定パラメータは、vPCピアリンクの両方のデバイスで同じに設定する必要が
あります。そうしないと、vPCは一時停止モードに完全にまたは部分的に移動します。

ここで説明する動作パラメータおよび設定パラメータは、vPC内のすべてのインターフェイス
で一致している必要があります。

（注）

vPC内のすべてのインターフェイスで設定されている値を表示するには、show vpc
consistency-parametersコマンドを入力します。表示される設定は、vPCピアリンクおよびvPC
の稼働を制限する可能性のある設定だけです。

（注）

vPCインターフェイスでのこれらのパラメータの一部は、デバイスによって自動的に互換性が
チェックされます。インターフェイスごとのパラメータは、インターフェイスごとに一貫性を保っ

ていなければならず、グローバルパラメータはグローバルに一貫性を保っていなければなりませ

ん。

•ポートチャネルモード：オン、オフ、またはアクティブ（ただし、ポートチャネルモード
は vPCピアの各サイドでアクティブ/パッシブにできます）

•チャネル単位のリンク速度

•チャネル単位のデュプレックスモード

•チャネルごとのトランクモード：

◦ネイティブ VLAN

◦トランク上で許可される VLAN

◦ネイティブ VLANトラフィックのタギング
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•スパニングツリープロトコル（STP）モード

• Multiple Spanning Tree用の STPリージョンコンフィギュレーション

• VLANごとのイネーブル/ディセーブル状態

• STPグローバル設定：

◦ブリッジ保証設定

◦ポートタイプ設定

◦ループガード設定

• STPインターフェイス設定：

◦ポートタイプ設定

◦ループガード

◦ルートガード

•最大伝送単位（MTU）

次のパラメータが、Cisco NX-OSリリース 6.2(6)で物理ポート vPCに対し追加されました。

•ネイティブ VLAN

•ポートモード

•インターフェイスタイプ

• VLAN xLTマッピング

• vPCカードタイプ

•共有モード

これらのパラメータのいずれかがイネーブルになっていなかったり、片方のデバイスでしか定義

されていないと、vPCの一貫性チェックではそのパラメータは無視されます。

どのvPCインターフェイスもサスペンドモードになっていないことを確認するには、showvpc
briefコマンドおよび show vpc consistency-parametersコマンドを入力して、syslogメッセージ
をチェックします。

（注）

同じにすべき設定パラメータ

次の挙げるパラメータのいずれかが両方の vPCピアデバイス上で同じように設定されていない
と、誤設定が原因でトラフィックフローに望ましくない動作が発生する可能性があります。

• MACエージングタイマー
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•スタティックMACエントリ

• VLANインターフェイス：vPCピアリンクエンドにある各デバイスの VLANインターフェ
イスが両エンドで同じVLAN用に設定されていなければならず、さらに同じ管理モードで同
じ動作モードになっていなければなりません。ピアリンクの片方のデバイスだけで設定され

ている VLANは、vPCまたはピアリンクを使用してトラフィックを通過させることはしま
せん。すべての VLANをプライマリ vPCデバイスとセカンダリ vPCデバイスの両方で作成
する必要があります。そうなっていない VLANは、停止します。

• ACLのすべての設定とパラメータ

• Quality of Service（QoS）の設定とパラメータ

• STPインターフェイス設定：

◦ BPDU Filter

◦ BPDUガード

◦コスト

◦リンクタイプ

◦プライオリティ

◦ VLAN（Rapid PVST+）

•ポートセキュリティ

• Cisco Trusted Security（CTS）

•ポートセキュリティ

• Cisco Trusted Security（CTS）

•ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）スヌーピング

•ネットワークアクセスコントロール（NAC）

•ダイナミック ARPインスペクション（DAI）

• IPソースガード（IPSG）

•インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）スヌーピング

•ホットスタンバイルーティングプロトコル（HSRP）

•プロトコルに依存しないマルチキャスト（PIM）

•ゲートウェイロードバランシングプロトコル（GLBP）

•すべてのルーティングプロトコル設定

すべての設定パラメータで互換性が取れていることを確認するために、vPCの設定が終わったら、
各 vPCピアデバイスの設定を表示してみることを推奨します。
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パラメータの不一致によってもたらされる結果

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)より前のリリースでは、整合性検査により一致しなければならない
パラメータのリストからパラメータの不一致が検出されると、vPCピアリンクと vPCは稼働でき
ません。vPCがすでに確立された後にパラメータの不一致が設定された場合は、vPCは一時停止
モードに移動し、vPCにトラフィックは流れません。

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、グレースフルな整合性検査機能を設定でき、不一致が作
動中の vPCで導入されたときに、セカンダリピアデバイス上のリンクのみを中断できます。こ
の機能は CLIのみで設定可能で、デフォルトでイネーブルになっています。

この機能を設定するには、graceful consistency-checkコマンドを使用します。

一致しなければならないパラメータのリストのすべてのパラメータに関する整合性検査の一部と

して、システムはすべてのVLANの一貫性をチェックします。NX-OSリリース 5.2(1)より前のリ
リースでは、有効なVLANの設定がピアデバイス間で矛盾している場合は、vPCの確立や一時停
止モードへの移動はできません。

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、vPCは動作可能なままで、矛盾した VLANのみがダウン
します。この VLAN単位の整合性検査機能はディセーブルにできず、マルチスパニングツリー
（MST）VLANには適用されません。

vPC 番号
vPCドメイン IDと vPCピアリンクを作成し終えたら、ダウンストリームデバイスを各 vPCピア
デバイスに接続するためのポートチャネルを作成します。つまり、プライマリ vPCピアデバイ
スからダウンストリームデバイスへのポートチャネルを 1つ作成し、もう 1つ、セカンダリピ
アデバイスからダウンストリームデバイスへのポートチャネルも作成します。

スイッチとしてもブリッジとしても機能しないホストまたはネットワークデバイスに接続さ

れているダウンストリームデバイス上のポートは、STPエッジポートとして設定することを
推奨します。STPポートタイプの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Configuration Guide』を参照してください。

（注）

各 vPCピアデバイス上で、ダウンストリームデバイスに接続するポートチャネルに vPC番号を
割り当てます。vPCの作成時にトラフィックが中断されることはほとんどありません。すべての
ポート番号に、ポートチャネル自体と同じ vPC ID番号を割り当てると（つまり、ポートチャネ
ル 10には vPC ID 10）、設定が簡単になります。

vPCピアデバイスからダウンストリームデバイスに接続するためにポートチャネルに割り当
てる vPC番号は、両方の vPCピアデバイスで同じである必要があります。

（注）
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vPC シャットダウン
vPCシャットダウン機能は、ユーザがvPCコンプレックスからスイッチを分離してからデバッグ、
リロード、または物理的に削除することができるようにするため、vPCコンプレックス内のピア
vPCスイッチを通過する vPCトラフィックは影響を受けません。

ユーザが shutdownコマンドを実行すると、MCECモジュール（MCECM）がアウトオブバンド
（OOB）キープアライブメッセージの送信を停止して、すべての vPCポート、SVI、およびピア
リンクをダウンさせます。ダウンしているピアリンクとキープアライブメッセージの非可用性を

検出すると、ピア vPCスイッチがプライマリピアを引き継ぎます。キープアライブメッセージ
が受信されないため、ピア vPCスイッチはフラップ後も vPCピアリンクを起動しません。ピア
リンクがダウンしているため、孤立 vPCスイッチはすべての vPCをダウンしたままにします。
vPC孤立ポートは、設定された孤立ポートを一時停止します。

ユーザがこのコマンドの no形式を実行すると、スイッチがネットワークトラフィックの中断を
最小限に抑えながら、vPCコンプレックスに復帰します。このコマンドのno形式を実行すると、
キープアライブが開始され、ピアリンクが起動し、すべての vPCが順に起動します。

プライマリスイッチ上で実行された場合は、shutdownコマンドのデュアルアクティブステータ
スが確立されます。

vPC shutdownコマンドを実行すると、孤立ポートの接続が解除されます。

Cisco NX-OSサービスは、永続ストレージサービス（PSS）に shutdownコマンドを保存します。
このコマンドはスイッチのリロード時に復元されます。shutdownコマンドはvPC設定として保存
されます。スタートアップコンフィギュレーションにコピーされた場合は、vPC設定と一緒に
shutdownコマンドが再度実行されます。shutdownコマンドはスイッチのリロード時に復元され
ます。

vPC Shutdown コマンド後の vPC スイッチ間のバージョンの互換性
デバッグ後または ISSU後に起動した孤立 vPCピアスイッチの vPCオペレーティングバージョン
が、ピアスイッチと異なる可能性があります。no shutdownコマンドが適用された場合は、vPC
ピアリンクが、一方のバージョンがもう一方のバージョンより低い 2台のスイッチを使用して起
動します。

vPC シャットダウン時の STP の役割
STPは、ロールスイッチオーバーが発生したときに、新しいプライマリ vPCピアが現在の状態を
継承するようにポート状態を vPCピアと同期します。MCECMがロール変更を検出して STPに通
知するのに 6秒以上かかった場合は、vPC上で送信されるSTPブリッジプロトコルデータユニッ
ト（BPDU）がタイムアウトします。これを回避するために、両方の vPCスイッチが vPCポート
経由で BPDUを送信するように、STPピアスイッチ機能を設定することをお勧めします。
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FEX アクティブ - アクティブモードのスイッチに対する vPC Shutdown
コマンド

デュアルホーム FEXが vPC内で接続されているスイッチ上で shutdownコマンドを設定すると、
FEXがそのスイッチ上でオフラインになります。孤立スイッチの ISSUは、FEX上のソフトウェ
アイメージを更新しません。FEXアクティブ -アクティブ用に各スイッチを分離してアップグ
レードすることによって ISSUを実行するために、vPC shutdownコマンドを使用することはでき
ません。

ピア 1とピア 2が関与する次の FEXアクティブ -アクティブシナリオについて考えます。

•非アクティブピアであるピア 2は、VPC shutdownコマンドなどによってオフラインになっ
ています。

•アクティブピアのピア 1上で ISSUが実行され、ソフトウェアイメージがバージョンアップ
されています。

FEXアクティブ -アクティブを含むすべてのラインカードとリモートラインカードのソフトウェ
アイメージがバージョンアップされています。これは、FEXアクティブ -アクティブが非アク
ティブピアでオフラインになっているためです。

その後、非アクティブピアが VPC no shutdownコマンドでオンラインになったときに、このピア
は引き続き下位バージョンのソフトウェアイメージを実行することになります。このようなケー

スでは、FEXアクティブ -アクティブのステータスがこのピア内の AAバージョン不一致とオフ
ラインの間で切り替わります。これは、両方のピアが別々のバージョンのソフトウェアイメージ

を実行しているためです。この状況を回避するには、ピア 2が上位バージョンのソフトウェアイ
メージにアップグレードされるまで、ピア 2を起動しない、または、VPC shutdownコマンドを実
行しないようにする必要があります。

vPC シャットダウン時のレイヤ 2 MCECM の役割
no shutdownコマンドを実行すると、MultichassisEtherChannelModule（MCECM）がキープアライ
ブメッセージを停止して、ピアリンクをダウンさせます。vPCピアスイッチが 5秒以内にキー
プアライブメッセージを受信しなかった場合は、プライマリロールを引き受けます。

他のポートチャネルの vPC への移行

ダウンストリームデバイスは、ポートチャネルを使用して両方の vPCピアデバイスに接続す
る必要があります。

（注）

ダウンストリームデバイスを接続するために、プライマリvPCピアデバイスからダウンストリー
ムデバイスへのポートチャネルを作成し、セカンダリピアデバイスからダウンストリームデバ

イスへのもう 1つのポートチャネルを作成します。各 vPCピアデバイス上で、ダウンストリー
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ムデバイスに接続するポートチャネルに vPC番号を割り当てます。vPCの作成時にトラフィック
が中断されることはほとんどありません。

単一モジュール上での vPC ピアリンクとコアへのリンクの設定

異なるモジュールの専用ポート上で vPCピアリンクを設定して、障害発生の可能性を下げる
ことをお勧めします。復元力を最適にしたい環境では、少なくとも2つのモジュールを使用し
てください。

（注）

Cisco NX-OSリリース 4.2以降では、すべての vPCピアリンクとコアに面するインターフェイス
を単一モジュール上で設定しなければならない場合は、両方の vPCピアデバイス上のすべての
vPCピアリンク上の、およびコアへのレイヤ 3リンクに関連付けられているトラックオブジェク
トとトラックリストをコマンドラインインターフェイスを使用して設定してください。トラック

リスト上のすべてのトラッキング対象オブジェクトが停止した場合、システムは次のように動作

するため、この設定を使用すれば、その特定のモジュールが停止した場合のトラフィックのドロッ

プを避けることができます。

• vPCプライマリピアデバイスによるピアキープアライブメッセージの送信を停止します。
これにより、vPCセカンダリピアデバイスが強制的に引き継がされます。

•その vPCピアデバイス上のすべてのダウンストリーム vPCを停止させます。これにより、
すべてのトラフィックが強制的に他の vPCピアデバイスに向けてそのアクセススイッチで
ルーティングされます。

いったんこの機能を設定したら、モジュールに障害が発生した場合には、システムが自動的にプ

ライマリ vPCピアデバイス上のすべての vPCリンクを停止させ、ピアキープアライブメッセー
ジを停止します。このアクションにより、vPCセカンダリデバイスが強制的にプライマリロール
を引き継がされ、システムが安定するまで、すべての vPCトラフィックがこの新しい vPCプライ
マリデバイスに送られます。

コアに対するすべてのリンクおよびすべての vPCピアリンクを含むトラックリストを、そのオ
ブジェクトとして作成する必要があります。このトラックリストの指定した vPCドメインに対し
て、トラッキングをイネーブルにします。この同じ設定を他方の vPCピアデバイスにも適用しま
す。オブジェクトトラッキングおよびトラックリストの設定については、『CiscoNexus7000Series
NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

オブジェクトトラッキングの設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。

次の例では、Boolean ORを追跡リストで使用し、完全なモジュール障害の場合にのみすべて
のトラフィックが vPCピアデバイスへ流れるよう強制します。コアインターフェイスまたは
ピアリンクがダウンしたときにスイッチオーバーをトリガーする場合は、次の追跡リストで

ブール ANDを使用します。

（注）
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L3コアアップリンクおよび vPCピアリンクインターフェイスが同じモジュール上でローカライ
ズされている単一のCiscoNexus 7000シリーズM132XP-12モジュールまたはM108XP-12モジュー
ルによるvPCの導入は、10GbpsモジュールがプライマリvPCで故障した場合（1Gbpsラインカー
ドと 10 Gbpsラインカードの両方で vPCメンバーポートが定義されている場合）、アクセスレイ
ヤ隔離を受けやすくなります。

単一モジュール上の関連するすべてのインターフェイスが故障したときに vPCをリモートピアに
切り替えるように追跡リストを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1：インターフェイス上（コアへのレイヤ 3）およびポートチャネル上（vPCピアリン
ク）でトラックオブジェクトを設定します。

switch(config-if)# track 35 interface ethernet 8/35 line-protocol
switch(config-track)# track 23 interface ethernet 8/33 line-protocol
switch(config)# track 55 interface port-channel 100 line-protocol

ステップ 2：ブール ORを使って追跡リスト内のすべてのインターフェイスを含むトラックリス
トを作成して、すべてのオブジェクトに障害が発生したときにトリガーします。

switch(config)# track 44 list boolean OR
switch(config-track)# object 23
switch(config-track)# object 35
switch(config-track)# object 55
switch(config-track)# end

ステップ 3：このトラックオブジェクトを vPCドメインに追加します。

switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# track 44

ステップ 4：トラックオブジェクトを表示します。

switch# show vpc brief
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link
vPC domain id : 1
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status : success
vPC role : secondary
Number of vPCs configured : 52
Track object : 44
vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po100 up 1-5,140
vPC status
----------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
-- ---- ------ ----------- -------------------------- ------------
1 Po1 up success success 1-5,140

次に、オブジェクトトラッキングに関する情報を表示する例を示します。

switch# show track brief
Track Type Instance Parameter State Last
Change
23 Interface Ethernet8/33 Line Protocol UP 00:03:05
35 Interface Ethernet8/35 Line Protocol UP 00:03:15
44 List ----- Boolean
or UP 00:01:19
55 Interface port-channel100 Line Protocol UP 00:00:34
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その他の機能との vPC の相互作用

vPC と LACP
LACPは、vPCドメインのシステムMACアドレスを使用して、vPCの LACP Aggregation Group
（LAG）IDを形成します（LAG-IDおよび LACPについては、第 6章の「ポートチャネルの設
定」を参照）。

ダウンストリームデバイスからのチャネルも含めて、すべての vPCポートチャネル上の LACP
を使用できます。LACPは、vPCピアデバイスの各ポートチャネル上のインターフェイスのアク
ティブモードで設定することを推奨します。この設定により、デバイス、単方向リンク、および

マルチホップ接続の間の互換性をより簡単に検出できるようになり、実行時の変更およびリンク

障害に対してダイナミックな応答が可能になります。

Mシリーズモジュールおよび LACPでは、vPCピアリンクは、16個の LACPインターフェイス
（8個のアクティブリンクと 8個のホットスタンバイリンク）をサポートします。ダウンスト
リーム vPCチャネル上では、8個のアクティブリンクと 8個のホットスタンバイリンクとで、
16個の LACPリンクを設定できます。LACPを使用せずにポートチャネルを設定する場合は、各
チャネルに 8個のリンクしか持てません。Fシリーズのラインカードでは、vPCピアリンクとダ
ウンストリーム vPCチャネルは最高 16個のアクティブな LACPリンクをサポートします。ポー
トチャネルが LACPを使用して設定されていなくても、各チャネルに 16個のリンクを設定でき
ます。

vPCピアリンクデバイスのシステムプライオリティを手動で設定して、vPCピアリンクデバイ
スが、接続されているダウンストリームデバイスより確実に高い LACPプライオリティを持つよ
うにすることを推奨します。システムプライオリティの値が低いほど、高い LACPプライオリ
ティを意味します。

システムプライオリティを手動で設定する場合は、必ず両方の vPCピアデバイス上で同じプ
ライオリティ値を割り当てる必要があります。vPCピアデバイス同士が異なるシステムプラ
イオリティ値を持っていると、vPCは稼働しません。

（注）

vPC ピアリンクと STP
vPCはループフリーなレイヤ 2トポロジを提供しますが、それでもやはり、誤った配線やケーブ
ルの欠陥、誤設定などから保護するためのフェールセーフメカニズムをSTPが提供する必要があ
ります。vPCを初めて稼働させたときに、STPによる再コンバージェンスが発生します。STPは、
vPCピアリンクを特殊なリンクとして扱い、常に vPCピアリンクを STPのアクティブトポロジ
に含めます。

ポートチャネルが vPCピアリンクとして指定されている場合は、spanning-tree port type network
コマンドが追加されるため、ポートチャネルが Bridge Assuranceポートになります。vPCピアリ
ンク上では STP拡張機能を一切有効にしないことをお勧めします。STP拡張がすでに設定されて
いる場合、その拡張が vPCピアリンクの問題の原因となることはありません。
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MSTと Rapid PVST+の両方を実行している場合は、必ず PVSTシミュレーション機能を正しく設
定してください。

STP拡張機能および PVSTシミュレーションについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Configuration Guide』を参照してください。

パラメータのリストは、vPCピアリンクの両サイドの vPCピアデバイス上で同じになるように設
定する必要があります。このような一致が必要な設定については、「vPCインターフェイスの互
換パラメータ」の項を参照してください。

STPは分散しています。つまり、このプロトコルは、両方の vPCピアデバイス上で実行され続け
ます。ただし、プライマリデバイスとして選択されている vPCピアデバイス上での設定が、セ
カンダリ vPCピアデバイス上の vPCインターフェイスの STPプロセスを制御します。

プライマリ vPCデバイスは、Cisco Fabric Services over Ethernet（CFSoE）を使用して、vPCセカン
ダリピアデバイス上のSTPの状態を同期させます。CFSoEについては、7-30ページの「CFSoE」
の項を参照してください。

vPCの STPプロセスも、ピアリンク上で接続されているデバイスの 1つに障害が発生したときに
それを検出するために、定期的なキープアライブメッセージに依存しています。これらのメッ

セージについては、「ピアキープアライブリンクとメッセージ」の項を参照してください。

vPCマネージャが、vPCピアデバイス間で、プライマリデバイスとセカンダリデバイスを設定し
て 2つのデバイスを STP用に調整する提案/ハンドシェイク合意を実行します。その後、プライマ
リ vPCピアデバイスが、プライマリデバイスとセカンダリデバイス両方での STPプロトコルの
制御を行います。プライマリvPCピアデバイスをSTPプライマリルートデバイスとして設定し、
セカンダリ VPCデバイスを STPセカンダリルートデバイスになるように設定することを推奨し
ます。

プライマリ vPCピアデバイスがセカンダリ vPCピアデバイスにフェールオーバーした場合、STP
トポロジには何の変化も発生しません。

BPDUは、代表ブリッジ IDフィールドで、STPブリッジ IDの vPCに設定されているMACアド
レスを使用します。vPCプライマリデバイスが、vPCインターフェイス上でこれらの BPDUを送
信します。

次のパラメータについて同じ STP設定を使用して、vPCピアリンクの両エンドを設定する必要が
あります。

• STPグローバル設定：

◦ STPモード

◦ MSTのための STPリージョン設定

◦ VLANごとのイネーブル/ディセーブル状態

◦ブリッジ保証設定

◦ポートタイプ設定

◦ループガード設定

• STPインターフェイス設定：
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◦ポートタイプ設定

◦ループガード

◦ルートガード

これらのパラメータのいずれかに誤設定があった場合、CiscoNX-OSソフトウェアが vPC内の
すべてのインターフェイスを停止します。syslogをチェックし、show vpc briefコマンドを入力
して、vPCインターフェイスが停止していないか確認してください。

（注）

次の STPインターフェイス設定が、vPCピアリンクの両側で同じになっていることを確認しま
す。そうなっていないと、トラフィックフローに予測不能な動作が発生する可能性があります。

• BPDU Filter

• BPDUガード

•コスト

•リンクタイプ

•プライオリティ

• VLAN（PVRST+）

vPCピアリンクの両側での設定を表示して、設定が同じであることを確認してください。（注）

この機能がイネーブルになっている場合は、show spanning-treeコマンドで vPCに関する情報を表
示できます。例については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching ConfigurationGuide』
を参照してください。

ダウンストリームデバイスのポートは、STPエッジポートとして設定することを推奨します。
スイッチに接続されているすべてのホストポートを STPエッジポートとして設定してくださ
いSTPポートタイプの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』を参照してください。

（注）

トランスペアレントモードの適応型セキュリティアプライアンス（ASA）を使用して Nexus
7000ピアスイッチ上で 2つのVLANをブリッジすると、スイッチがどちらかのVLANを STP
ディスピュートにします。これを回避するには、ポート上でピアスイッチまたは STPを無効
にします。

（注）
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vPC ピアスイッチ
vPCピアスイッチ機能は、STPコンバージェンスに関連するパフォーマンス上の問題を解決する
ために、Cisco NX-OS Release 5.0(2)に追加されました。この機能は、一対の Cisco Nexus 7000シ
リーズデバイスがレイヤ 2トポロジ内で 1つの STPルートとして現れることを可能にします。こ
の機能は、STPルートを vPCプライマリスイッチに固定する必要性をなくし、vPCプライマリス
イッチに障害が発生した場合の vPCコンバージェンスを向上させます。

ループを回避するために、vPCピアリンクは STP計算からは除外されます。vPCピアスイッチ
モードでは、ダウンストリームスイッチでの STP BPDUタイムアウトに関連した問題（この問題
は、トラフィックの中断につながります）を避けるために、STP BPDUが両方の vPCピアデバイ
スから送信されます。

この機能は、すべてのデバイス vPCに属する純粋なピアスイッチトポロジで使用できます。

ピアスイッチ機能は、vPCを使用するネットワークでサポートされ、STPベースの冗長性はサ
ポートされません。ハイブリッドピアスイッチ設定で vPCピアリンクに障害が発生すると、
トラフィックが失われる場合があります。このシナリオでは、vPCピアは同じ STPルート ID
や同じブリッジ IDを使用します。アクセススイッチのトラフィックは 2つに別れ、その半分
が最初の vPCピアに、残りの半分が 2番目の vPCピアに転送されます。ピアリンク障害は、
南北のトラフィックには影響がありませんが、東西のトラフィックが失われます。

（注）

STP拡張機能および Rapid PVST+については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』を参照してください。

vPC ピアリンクの指定フォワーダ
リリース 6.0以降では、Cisco NX-OSにより、vPCパスの両方がアップしたときに 2つのピアが部
分的に指定フォワーダとなるよう制御する方法が提供されます。この制御がイネーブルの場合、

各ピアを（ハードウェアに応じて）RBH/FTAGの分離セットに対するマルチデスティネーション
のサウスバウンドパケット用の指定フォワーダにすることができます。指定フォワーダは、vPC
ごとにネゴシエートされます。この制御は、vPCドメインモードで設定された fabricpathmulticast
load-balanceコマンドでイネーブルになります。

次に例を示します。

switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# fabricpath multicast load-balance

Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降では、この機能はmode autoコマンドが使用されると自動的
にイネーブルになります。このコマンドの使用に関する詳細については、「特定の vPC機能
の自動イネーブル化」の項を参照してください。

（注）
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F2シリーズモジュールのみがマルチキャストロードバランシングをサポートします。F1シ
リーズモジュールでは、設定はサポートされますが、ロードバランシングは発生しません。

（注）

fabricpath multicast load-balanceコマンドは、FEXポートと vPC+を設定するのに必要となり
ます。

（注）

vPCの指定フォワーダのイネーブル化の詳細については、『CiscoNexus7000SeriesNX-OSFabricPath
Configuration Guide』を参照してください。

vPC および ARP または ND
Cisco Fabric Service over Ethernet（CFSoE）プロトコルの信頼性が高いトランスポートメカニズム
を使用した、vPCピア間のテーブル同期に対応する機能が Cisco NX-OSリリース 4.2(6)に追加さ
れました。ip arp synchronizeおよび ipv6 nd synchronizeコマンドをイネーブルにし、vPCピア間
のアドレステーブルのコンバージェンスの高速化をサポートする必要があります。このコンバー

ジェンスにより、ピアリンクポートチャネルがフラップしたり、vPCピアがオンラインに戻る
ときに、IPv4の場合は ARPテーブルの復元でまたは IPv6の場合は NDテーブルの復元で発生す
る遅延を解消できます。

CiscoNX-OSリリース 6.2(2)以降では、mode autoコマンドを使用して、この機能を自動的にイ
ネーブルにすることができます。このコマンドの使用については、「特定の vPCコマンドの
自動イネーブル化」の項を参照してください。

（注）

vPC マルチキャスト：PIM、IGMP、および IGMP スヌーピング

Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco NX-OSソフトウェアは、vPCでの Product Independent
Multicast（PIM）、Source-Specific Multicast（SSM）または双方向（PIM）をサポートしませ
ん。Cisco NX-OSソフトウェアは、vPCでの PIMAny Source Multicast（ASM）を完全にサポー
トします。

（注）

ソフトウェアが、マルチキャストフォワーディングを両方の vPCピアデバイス上で同期された
状態に保ちます。vPCピアデバイス上の IGMPスヌーピングプロセスは、学習したグループ情報
を vPCピアリンクを通じて他の vPCピアデバイスと共有します。マルチキャスト状態は、常に
両方の vPCピアデバイス上で同期されます。vPCモードでの PIMプロセスは、1つの vPCピア
デバイスだけが受信者に向けてマルチキャストトラフィックを転送する状態を確保します。
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各 vPCピアは、レイヤ 2またはレイヤ 3デバイスです。マルチキャストトラフィックは 1つの
vPCピアデバイスだけから伝送されます。次のシナリオで、重複したパケットが観察される場合
があります。

•孤立ホスト

•送信元と受信者が、マルチキャストルーティングのイネーブルになった異なる VLAN内の
レイヤ 2 vPCクラウド内にあり、vPCメンバリンクが停止している場合。

次のシナリオで、ごくわずかなトラフィック損失が観察される場合があります。

•トラフィックを転送している vPCピアデバイスをリロードした場合。

•トラフィックを転送している vPCピアデバイスの PIMを再起動した場合。

必ずすべてのレイヤ 3デバイスを両方の vPCピアデバイスにデュアル接続してください。片方の
vPCピアデバイスが停止した場合、他方の vPCピアデバイスが、通常どおりにすべてのマルチ
キャストトラフィックを転送し続けます。

vPCおよびマルチキャストで情報を表示するコマンドについては、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OS
Interfaces Command Reference』を参照してください。

次に、vPC PIMおよび vPC IGMP/IGMPスヌーピングについて説明します。

• vPC PIM：vPCモードの PIMプロセスは、1台の vPCピアデバイスのみがマルチキャストト
ラフィックを転送する状態を確保します。vPCモードのPIMプロセスは、送信元の状態を両
方の vPCピアデバイスと同期させ、トラフィックを転送する vPCピアデバイスを選出しま
す。

• vPC IGMP/IGMPスヌーピング：vPCモードの IGMPプロセスは、両方の vPCピアデバイス
で指定ルータ（DR）情報を同期させます。デュアルDRは、vPCモードのときに IGMPで利
用可能です。デュアルDRは、vPCモードでない場合は利用できません。これは、両方のvPC
ピアデバイスがピア間のマルチキャストグループ情報を保持するためです。

vPC VLAN（vPCピアリンクで伝送される VLAN）とダウンストリーム vPCが接続されたレ
イヤ 3デバイス間の PIMネイバー関係はサポートされません。それによりマルチキャストパ
ケットのドロップが生じる場合があります。PIMネイバー関係がダウンストリームレイヤ 3
デバイスで必要な場合、物理レイヤ 3インターフェイスを vPCインターフェイスの代わりに
使用する必要があります。

（注）

IGMPスヌーピングは、両方の vPCピアデバイス上で同じようにイネーブルにしたりディセーブ
ルにしたりする必要があり、すべての機能設定を同じにする必要があります。IGMPスヌーピン
グは、デフォルトで有効になっています。
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次のコマンドは、vPCモードでサポートされていません。（注）

• ip pim spt-threshold infinity

• ip pim use-shared-tree-only

マルチキャストの詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSMulticast RoutingConfiguration
Guide』を参照してください。

マルチキャスト PIM デュアル DR（プロキシ DR）
デフォルトでは、マルチキャストルータは該当する受信先が存在する場合のみ PIMジョインを
アップストリームに送信します。これらの該当する受信先は、IGMPホスト（IGMPレポートを通
じて通信します）または他のマルチキャストルータ（PIMジョインを通じて通信します）のどち
らかの場合があります。

Cisco NX-OS vPC実装（非 F2モード）では、PIMはデュアル指定ルータ（DR）モードで動作し
ます。つまり、vPCデバイスが vPC SVIの発信インターフェイス（OIF）上のDRである場合、そ
のピアは自動的にプロキシDRロールを引き継ぎます。IGMPは、OIFがDRである場合、OIF（レ
ポートはその OIFで学習されます）をフォワーディングに追加します。デュアル DRでは、両方
の vPCデバイスには、次の例に示すように、vPC SVI OIFに対して同一のエントリ (*,G)がありま
す。

VPC Device1:
------------
(*,G)
oif1 (igmp)

VPC Device2:
------------
(*,G)
oif1 (igmp)

IP PIM PRE-BUILD SPT
マルチキャストソースがレイヤ 3クラウド（vPCドメイン外）にある場合、1つの vPCピアが送
信元のフォワーダとして選定されます。このフォワーダの選択は、送信元に到達するためのメト

リックに基づきます。関係がある場合、vPCプライマリはフォワーダとして選択されます。フォ
ワーダのみがその関連する (S,G)内に vPC OIFを持っており、非フォワーダ (S,G)は 0 OIFを持っ
ています。したがって、フォワーダのみがこの例に示すように、送信元へ PIM (S,G)ジョインを
送信します。

VPC Device1 (say this is Forwarder for Source 'S'):
------------
(*,G)
oif1 (igmp)

(S,G)
oif1 (mrib)

VPC Device2:
------------
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(*,G)
oif1 (igmp)

(S,G)
NULL

障害が発生した場合（たとえば、フォワーダのレイヤ 3リバースパス転送（RPF）リンクが動作
しない、またはフォワーダがリロードされるなど）、現在の非フォワーダが最終的にフォワーダ

になる場合は、トラフィック取得するために送信元への (S,G)に対する PIMジョインの送信を開
始をする必要があります。送信元に到達するホップ数によって、この操作には時間がかかる場合

があります（PIMはホップバイホッププロトコルです）。

この問題を排除し、より優れたコンバージェンスを取得するには、ip pim pre-build-sptコマンドを
使用します。このコマンドにより、マルチキャストルートに 0 OIFがあっても PIMはジョインを
送信できます。vPCデバイスでは、非フォワーダは送信元へPIM(S,G)ジョインをアップストリー
ムに送信します。欠点は、非フォワーダからのリンク帯域幅のアップストリームが最終的にそれ

によってドロップされるトラフィックに使用されることです。コンバージェンスの向上によるメ

リットは、リンク使用帯域幅をはるかに上回っていることです。したがって、vPCを使用する場
合は、このコマンドを使用することを推奨します。

F2 モジュールの VPC ピアリンクによる PIM DUAL DR および IP PIM PRE-BUILD SPT
F2モードでの vPC実装では、ハードウェアの制限により、PIMデュアルDRモードはディセーブ
ルです。その結果、PIM DRだけが OIFを追加し、その状態は次の例に示されます。

Case 1: One OIF
===============
VPC Device1 (say this is PIM DR on oif1):
----------------------------------------
(*,G)
oif1 (igmp)

VPC Device2:
------------
(*,G) will not be created.

送信元トラフィックが受信されると、vPCデバイス 1のみが (S,G)ルートを追加します。

VPC Device1 (say this is PIM DR on oif1):
----------------------------------------
(*,G)
oif1 (igmp)

(S,G)
oif1 (mrib)

VPC Device2:
------------
(*, G) will not be created.
(S, G) will not be created.

この場合（F2モード）、ip pim pre-build-sptコマンドを入力しても、対応する (S,G)ルートが最
初の場所に作成されないので、値は追加されません。

Case 2: Two OIFs
================
VPC Device1 (say this is PIM DR on oif1):
----------------------------------------
(*,G)
oif1 (igmp)

VPC Device2 (say this is PIM DR on oif2):
----------------------------------------
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(*,G)
oif2 (igmp)

送信元トラフィックが受信されると、次の例に示すように、関連する OIFが (S,G)ルートにより
継承されます。

VPC Device1 (say this is PIM DR on oif1):
----------------------------------------
(*,G)
oif1 (igmp)

(S,G)
oif1 (mrib)

VPC Device1 (say this is PIM DR on oif2):
----------------------------------------
(*,G)
oif2 (igmp)

(S,G)
oif2 (mrib)

F2モジュールを使用した vPCピアリンクの場合は、ip pim pre-build-sptコマンドを入力する必要
はありません。これは、関連するルートに NULLでない oiflistがあるため PIMが (S,G)ジョイン
をアップストリームに送信するためです。

vPC機能が F2モードでイネーブルになっている場合は、ip pim pre-build-sptコマンドを入力
しないでください。

（注）

vPC ピアリンクとルーティング
ファーストホップルーティングプロトコル（FHRP）は、vPCと相互運用します。ホットスタン
バイルーティングプロトコル（HSRP）、ゲートウェイロードバランシングプロトコル（GLBP）、
および仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）のすべてが、vPCと相互運用できます。すべてのレイ
ヤ 3デバイスを両方の vPCピアデバイスにデュアル接続することを推奨します。

プライマリ FHRPデバイスは、たとえセカンダリ vPCデバイスがデータトラフィックを転送した
としても、ARP要求に応答します。

プライマリ vPCピアデバイスを FHRPアクティブルータの最も高いプライオリティで設定して
おくと、初期の設定確認と vPC/HSRPのトラブルシューティングを簡単にできます。

さらに、if-hsrpコンフィギュレーションモードで priorityコマンドを使用して、vPCピアリンク
上でイネーブルになっているグループの状態がスタンバイになっているか、またはリッスン状態

になっている場合のフェールオーバーのしきい値を設定できます。インターフェイスがアップま

たはダウンするのを防ぐために下限および上限しきい値を設定できます。

VRRPは、vPCピアデバイス上で実行されている場合にHSRPとよく似た動作を示します。VRRP
は、HSRPを設定したのと同じ方法で設定してください。GLBPについては、両方の vPCピアデ
バイス上のフォワーダがトラフィックを転送します。

プライマリ vPCピアデバイスに障害が発生した場合は、セカンダリ vPCピアデバイスにフェー
ルオーバーされ、FHRPトラフィックはシームレスに流れ続けます。
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バックアップルーティングパスとして機能するように 2台の vPCピアデバイス間にルーティン
グ隣接を設定することを推奨します。1台の vPCピアデバイスがレイヤ 3アップリンクを失う
と、その vPCはルーテッドトラフィックを他の vPCピアデバイスにリダイレクトでき、そのア
クティブレイヤ 3アップリンクを活用できます。

次の方法で、バックアップのルーティングパス用のスイッチ間リンクを設定できます。

• 2台の vPCピアデバイス間でレイヤ 3リンクを作成します。

•専用の VLANインターフェイスを持つ非 VPC VLANトランクを使用します。

•専用の VLANインターフェイスを持つ vPCピアリンクを使用します。

vPC環境でのHSRPの焼き付けMACアドレスオプション（use-bia）の設定、および任意の FHRP
プロトコルのための仮想MACアドレスの手動での設定は、推奨できません。これらの設定は、
vPCロードバランシングに不利な影響を与えるためです。HSRP use-biaオプションは、vPCでは
サポートされていません。カスタムMACアドレスを設定する際には、両方の vPCピアデバイス
に同じMACアドレスを設定する必要があります。

Cisco NX-OSリリース 4.2(1)以降では、delay restoreコマンドを使用して、ピアの隣接関係が確立
されVLANインターフェイスが再びアップ状態になるまで vPCの再稼働を遅延させるための復元
タイマーを設定することができます。この機能により、vPCが再びトラフィックの受け渡しをし
始める前にルーティングテーブルが収束できなかった場合のパケットのドロップを回避できま

す。この機能を設定するには、delay restoreコマンドを使用します。

復元した vPCピアデバイス上の VLANインターフェイスが稼働するのを遅延するには、
interfaces-vlanオプションを delay restoreコマンドに使用します。

FHRPとルーティングの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』を参照してください。

CFSoE
Cisco Fabric Services over Ethernet（CFSoE）は、vPCピアデバイスのアクションを同期化するため
に使用される信頼性の高い状態転送メカニズムです。CFSoEは、vPCにリンクされている、STP、
IGMPなどの多くの機能のメッセージとパケットを伝送します。情報は、CFS/CFSoEプロトコル
データユニット（PDU）に入れて伝送されます。

CFSoEは、vPC機能をイネーブルにすると、デバイスによって自動的にイネーブルになります。
何も設定する必要はありません。vPCの CFSoE分散には、IPを介してまたは CFSリージョンに
分散する機能は必要ありません。CFSoE機能が vPC上で正常に機能するために必要な設定は一切
ありません。

CFSoE転送は、各 VDCにローカルです。

showmac address-tableコマンドを使用すれば、CFSoEが vPCピアリンクのために同期するMAC
アドレスを表示できます。
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no cfs eth distributeコマンドと no cfs distributeコマンドは入力しないでください。CFSoE for
vPC機能のための CFSoEをイネーブルにしなければなりません。vPCをイネーブルにしてこ
れらのコマンドのいずれかを入力すると、エラーメッセージが表示されます。

（注）

show cfs applicationコマンドを入力すると、出力に「Physical-eth」と表示されます。これは、
CFSoEを使用しているアプリケーションを表します。

CFSは、TCP/IPを介したデータも転送します。IP経由の CFSの詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

CFSリージョンはサポートされていません。（注）

vPC および孤立ポート
vPC対応でないデバイスが各ピアに接続するとき、接続されたポートは vPCのメンバではないた
め、孤立ポートと称されます。一方のピアへのデバイスのリンクがアクティブ（フォワーディン

グ）になり、他方のリンクは STPのためスタンバイ（ブロッキング）になります。

ピアリンク障害またはリストアが発生すると、孤立ポートの接続は vPC障害または復元プロセス
にバインドされる可能性があります。たとえば、デバイスのアクティブな孤立ポートがセカンダ

リ vPCピアに接続する場合、ピアリンク障害が発生し、vPCポートがセカンダリピアによって一
時停止されると、そのデバイスはプライマリピアを経由する接続を失います。セカンダリピアが

アクティブな孤立ポートも一時停止した場合は、デバイスのスタンバイポートがアクティブにな

り、プライマリピアへの接続が提供され、接続が復元されます。Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以
降では、セカンダリピアが vPCポートを一時停止するときに特定の孤立ポートがそのピアによっ
て一時停止され、vPCが復元されるとそのポートが復元されるように CLIで設定できます。

物理ポート vPC を介した Fibre Channel over Ethernet
物理ポート仮想ポートチャネル（vPC）を介したFibre Channel over Ethernet（FCoE）機能は、vPC
インターフェイスへの物理イーサネットインターフェイスの共有モデルを拡張します。

vPCレグを形成する各イーサネットインターフェイスは、ストレージ仮想デバイスコンテキスト
（VDC）とイーサネットVDC間で共有されます。共有イーサネットインターフェイスは、FCoE
および LANトラフィックの両方を伝送します。相互に排他的な FCoEと LAN VLANは、vPCレ
グ上のトラフィックを伝送するために割り当てられます。FCoEトラフィックは FCoEVLANによ
り伝送され、LANトラフィックは LAN VLANにより伝送されます。

シャットダウン LAN
特定の設定およびネットワークパラメータは、物理ポート vDCが動作するようにピアスイッチ
間で一貫している必要があります。ネットワーク（タイプ 1）に影響を与える不一致が検出され
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た場合、セカンダリ vPCレグ（アクセススイッチとホスト間の物理リンク）が停止します。物理
ポート vPCを介した FCoEを使用すると、vPCレグは FCoEリンクと LANリンクが両方ダウンす
るように FCoEおよび LANトラフィックの両方を伝送します。シャットダウン LAN機能を使用
することで、イーサネットインターフェイス上の LAN VLANのみをシャットダウンまたは起動
することができます。

停電後の vPC リカバリ
データセンターの停電時には、vPCを含む両方の Cisco Nexus 7000シリーズデバイスがリロード
されます。場合によっては、1つのピアのみが復元される場合があります。機能するピアキープ
アライブまたはピアリンクがないと、vPCは正常に機能することができません。しかし、Cisco
NX-OSリリースによっては、vPCサービスが機能するピアのローカルポートのみを使用するよう
にする方法が利用可能です。

リロードでの復元

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、reload restoreコマンドおよびメソッドが非推奨となっ
ています。auto-recoveryコマンドおよびメソッドを使用することを推奨します。

（注）

Cisco NX-OSリリース 5.0(2)以降では、ピアがオンラインになれなかった場合に、reload restoreコ
マンドを使用して vPCサービスを復元するように Cisco Nexus 7000シリーズデバイスを設定でき
るようになりました。この設定は、スタートアップコンフィギュレーションに保存しなければな

りません。リロード時に、Cisco NX-OSソフトウェアは、ユーザによる設定可能なタイマーを開
始します（デフォルトは 240秒）。ピアリンクポートが物理的に稼働し始めるか、ピアキープア
ライブが機能し始めたら、タイマーは停止し、デバイスはピアの隣接が形成されるのを待ちます。

ピアキープアライブパケットもピアリンクアップパケットも受信できないままタイマーが切れ

ると、Cisco NX-OSソフトウェアは、プライマリ STPロールとプライマリ LACPロールを引き継
ぎます。ソフトウェアが vPCを初期化し、そのローカルポートを稼働させ始めます。ピアがない
ため、ローカル vPCポートの一貫性チェックはバイパスされます。デバイスは、自身をそのロー
ルプライオリティに関係なく STPプライマリに選出し、LACPポートロールのマスターとしても
機能します。

自動リカバリ

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、ピアがオンラインになれなかった場合に、auto-recovery
コマンドを使用して vPCサービスを復元するように Cisco Nexus 7000シリーズデバイスを設定で
きるようになりました。この設定は、スタートアップコンフィギュレーションに保存しなければ

なりません。リロード時に、ピアリンクがダウンし、 3回連続してピアキープアライブメッセー
ジが失われた場合、セカンダリデバイスはプライマリ STPロールとプライマリ LACPロールを引
き継ぎます。ソフトウェアが vPCを初期化し、そのローカルポートを稼働させ始めます。ピアが
ないため、ローカル vPCポートの一貫性チェックはバイパスされます。デバイスは、自身をその
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ロールプライオリティに関係なく STPプライマリに選出し、LACPポートロールのマスターとし
ても機能します。

Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降では、mode autoコマンドを使用して、この機能を自動的にイ
ネーブルにすることができます。このコマンドの使用については、「特定の vPCコマンドの自動
イネーブル化」の項を参照してください。

CiscoNX-OSリリース 7.2(0)D1(1)以降では、プライマリピアがダウンして、15個のキープアライ
ブメッセージが失われた場合に、セカンダリデバイスがプライマリロールを引き継ぎます。

Cisco NX-OSリリース 7.2(0)D1(1)以降では、auto-recoveryコマンドを設定することにより、セカ
ンダリピアがプライマリピアから 15個のキープアライブを受信できなかった場合に、プライマ
リピアを引き継ぐようにできます。スイッチがリロードすると、自動回復機能タイマーが起動し

て、ピアスイッチが応答しなかった場合に、プライマリ STPロールを引き継ぎます。

vPC shutdownコマンドを設定すると、自動回復機能がブロックされます。

Cisco NX-OSリリース 6.2.(2)以降では、初期ブート中に自動回復機能が起動するように、論理ピ
アリンクをダウンさせ、ピアキープアライブメッセージを受信しないようにする必要がありま

す。以前のリリースでは、ピアキープアライブメッセージが受信されずに物理ピアリンクがアッ

プステータスに設定されていた場合に、自動回復機能が起動しませんでした。

リカバリ後の vPC ピアロール
ピアデバイスのリロードが完了し、隣接が形成されたら、次のプロセスが発生します。

1 最初のvPCピアがその現在のロールを維持して、その他のプロトコルへの任意の移行リセット
を回避します。ピアが、他の可能なロールを受け入れます。

2 隣接が形成されたら、整合性検査が実行され、適切なアクションが取られます。

ハイアベイラビリティ

In-Service Software Upgrade（ISSU）では、最初の vPCデバイス上のソフトウェアリロードプロセ
スが、vPC通信チャネルを介したCFSメッセージングを使用して、その vPCピアデバイスをロッ
クします。1度に 1つのデバイスだけアップグレードできます。最初のデバイスは、そのアップ
グレードが完了したら、そのピアデバイスのロックを解除します。次に、2つ目のデバイスが、
最初のデバイスが行ったのと同じように最初のデバイスをロックして、アップグレードプロセス

を実行します。アップグレード中は、2つの vPCデバイスが一時的に異なるリリースの Cisco
NX-OSを実行することになりますが、その下位互換性サポートにより、システムは正常に機能し
ます。

ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。
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ヒットレス vPC ロールの変更
vPCヒットレスロールの変更機能は、トラフィックフローに影響を与えることなく、vPCピア間
で vPCロールを切り替えるためのフレームワークを提供します。vPCロールの交換は、vPCドメ
インに属しているデバイスのロールプライオリティ値に基づいて行われます。vpc role preempt
コマンドを実行すると、ロールプライオリティの低い vPCピアデバイスがプライマリ vPCデバ
イスとして選択されます。

ヒットレス vPC ロールの変更に関するユースケースシナリオ
ヒットレス vPCロールの変更機能は、次のシナリオで使用できます。

•ロール変更の要求：vPCドメイン内のピアデバイスのロールを変更する場合。

•プライマリスイッチのリロード：デバイスがリロード後に起動し、ロールが定義されている
場合は、ヒットレスvPCロールの変更機能を使用してロールを復元することができます。た
とえば、リロード後にプライマリデバイスが稼働可能なセカンダリのロールを引き継ぎ、セ

カンダリデバイスが稼働可能なプライマリのロールを引き継いだ場合は、vpc role preempt
コマンドを使用して、vPCピアのロールを元の定義済みのロールに変更できます。

vpc role preemptコマンドを設定する前に、必ず、既存のデバイスロールプ
ライオリティをチェックしてください。vpc role preemptコマンドを設定する
前に、vpc domainコマンドで no port-channel limitを設定します。

（注）

•デュアルアクティブリカバリ：デュアルアクティブリカバリシナリオでは、vPCプライマ
リスイッチが（稼働可能な）プライマリのままですが、vPCセカンダリスイッチがプライマ
リスイッチ候補になり、その vPCメンバーポートを稼働状態にします。vPCヒットレス機
能を使用して、デバイスロールを復元できます。デュアルアクティブリカバリ後は、一方

が稼働可能なプライマリで、もう一方が稼働可能なセカンダリの場合に、vpc role preempt
コマンドを使用して、プライマリにするデバイスロールとセカンダリにするデバイスロー

ルを復元できます。

vPC 設定の同期化
仮想ポートチャネル（vPC）トポロジでは、ピアスイッチの設定を同じにする必要があります。
そのため、両方のピアスイッチ上の設定を繰り返す必要があります。この処理では、設定ミスや

漏れによるエラーが発生する場合があります。これは、設定の不一致によるその他のサービス障

害につながる可能性があります。設定の同期では、1台のスイッチを設定し、自動的にピアスイッ
チで設定を同期することによって、これらの問題を排除します。

vPCトポロジでは、すべての Cisco Nexus 7000シリーズスイッチの一部のパラメータを一致させ
る必要があります。vPC整合性検査は、両方の Cisco Nexus 7000シリーズスイッチが同じ設定
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（Type1または Type 2）を持つことを確認するために使用できます。設定が一致しない場合は、
グローバル（スパニングツリーポートモードなど）、ポートレベル（速度、デュプレックス、ま

たはチャネルグループタイプなど）、またはポートチャネルインターフェイスであるかどうか

に応じて、両方のピアスイッチでvPCが中断ステートになったり、VLANがブロッキングステー
トになったりする可能性があります。その結果、1つのスイッチの設定がまったく同じようにピ
アスイッチにコピーされていることを確認する必要があります。

設定の同期は、ネットワーク内のスイッチのペア間の設定を同期させることができます。設定の

同期とvPCは、独立した2つの機能であり、設定の同期では、vPC整合性検査は除外されません。
チェックが続行されます。設定の不一致がある場合は、vPCは中断ステートになります。

FEXアクティブ/アクティブセットアップ：

•すべてのホストインターフェイス（HIF）ポートが内部 vPCにマップされます。

• vPCConfig-Sync機能は、内部 vPC作成通知をリッスンして、HIFポート設定のマージをトリ
ガーします。

•マージが成功すれば、以降のすべての HIF設定がピアスイッチと同期されます。

•マージが失敗した場合は、HIFのステータスが「同期が外れたピア」としてマークされ、イ
ンターフェイスの設定が同期されません。

（注）

vPCピアリンクを設定して、稼働状態にする必要があります。

同期するコマンドを選択することはできません。

vPC 設定の同期のメリット
設定の同期の利点は次のとおりです。

•スイッチ間の設定を同期させるためのメカニズムが提供されます。

•ピア間で接続が確立されると、設定がマージされます。

•コマンドの相互排他機能が提供されます。

•既存のセッションおよびポートのプロファイル機能がサポートされています。

•ユーザの操作が最小限で済みます。

•ユーザエラーの可能性が最小限に抑えられます。

vPC 設定の同期をサポートするコマンド
次のコマンドのタイプが設定の同期に使用できます。
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show vpc config-sync cli syntaxコマンドは、設定の同期に使用可能なすべてのコマンドを列挙
します。同期するコマンドを選択することはできません。

（注）

•タイプ 1設定：

◦グローバル設定

◦ vPCメンバーポートチャネル設定

• vPC設定

設定は vPCピアスイッチのどちらかで行うことができます。（注）

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

注意事項と制約事項
vPC設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。

• vPC上の IPv6マルチキャストはサポートされません。

• vPC経由のルーティングは、F2Eモジュールと F3モジュールでのみサポートされます。

• vPCピアは、アップグレードまたはダウングレードプロセス中にのみ、異なるバージョンの
NX-OSソフトウェアを稼働できます。

•アップグレードまたはダウングレード期間以外で異なるバージョンを実行するvPCピアはサ
ポートされません。

• 1つの vPCのすべてのポートが、同じ VDC内になくてはなりません。

•これらを設定する前に、vPCを有効にします。
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•システムが vPCピアリンクを形成するには、その前にピアキープアライブリンクとピア
キープアライブメッセージを設定します。

• vPCに入れられるのは、レイヤ 2ポートチャネルだけです。

•両方のvPCピアデバイスを設定します。設定は片方のデバイスから他方へ送信されません。

•マルチレイヤ（バックツーバック）vPCを設定するために、それぞれの vPCに一意の vPCド
メイン IDを割り当てます。

•必要な設定パラメータが、vPCピアリンクの両側で互換性を保っているかチェックしてくだ
さい。互換性の推奨については、「vPCインターフェイスの互換パラメータ」の項を参照し
てください。

• vPCの設定中に、最小限のトラフィックの中断が発生する可能性があります。

• vPC上での BIDR PIMおよび SSMはサポートされていません。

• vPC環境での DHCPスヌーピング、DAI、または IPSGはサポートされていません。

• DHCPリレーはサポートされます。

• CFSリージョンはサポートされていません。

•ポートチャネル上でのポートセキュリティは、サポートされていません。

• vPC内の LACPを使用するすべてのポートチャネルを、アクティブモードのインターフェ
イスで設定することを推奨します。

•この目的には VLANネットワークインターフェイスを使用するよりも、vPCピアデバイス
からのルーティングのためのレイヤ 3リンクを別途設定してください。

•バックツーバックのマルチレイヤ vPCトポロジでは、それぞれの vPCに一意のドメイン ID
が必要です。

• vPCを使用する場合は、FHRP（HSRP、VRRP、GLBP）にデフォルトのタイマーを使用し、
PIM設定を行うことを推奨します。アグレッシブタイマーを vPC設定で使用すると、コン
バージェンス時間のメリットがありません。

• vPCピアリンク VLANトラフィックを伝送するすべての非 vPCインターフェイス（ポート
チャネルまたはイーサネット）上で vpc orphan-ports suspendコマンドを設定します。vPC
シャットダウン中に、vPCマネージャが、vpc orphan-ports suspend設定を使用して、vPCイ
ンターフェイス、vPCインターフェイスVLAN、および非 vPCインターフェイスをダウンさ
せます。

• vPC環境で open shortest path first（OSPF）を設定する場合は、コアスイッチ上でルータコン
フィギュレーションモードで次のタイマーコマンドを使用することにより、vPCピアリン
クがシャットダウンしたときに OSPFの高速コンバージェンスを実現します。

switch(config-router)# timers throttle spf 1 50 50
switch(config-router)# timers lsa-arrival 10

OSPFの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSUnicast Routing ConfigurationGuide』
を参照してください。

• HSRPの BFDは、vPC環境ではサポートされていません。
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• STPポートコストは、vPC環境で 200に固定されています。

•同一の物理 Cisco Nexus 7000デバイス上の 2つの VDC間の単一 vPCドメインはサポートさ
れません。

•ジャンボフレームは、vPCピアリンクではデフォルトでイネーブルです。

• FabricPath VLAN経由のルーティングプロトコル隣接関係はサポートされません。

自動リカバリには次の制限事項と注意事項があります。

• Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降のリリースでは、自動リカバリはデフォルトでイネーブル
です。以前のリリースで自動リカバリをすでにイネーブルにしており、リリース 6.2(2)以降
のリリースにアップグレードする場合、自動リカバリはアップグレード後でもイネーブルの

ままになります。リリース 6.2(2)以降のリリースで自動リカバリをディセーブルにする場合
は、auto-recoverydisableコマンドを使用して自動リカバリを明示的にディセーブルにする必
要があります。

• Cisco NX-OS Release 6.2.(2)以降では、初期ブート中に自動回復機能が起動するように、論理
ピアリンクをダウンさせ、ピアキープアライブメッセージを受信しないようにする必要が

あります。6.2.2より前のリリースでは、ピアキープアライブメッセージが受信されず、物
理ピアリンクがアップステータスに設定されていた場合は、自動リカバリが起動しません

でした。

物理ポート vPCには次の注意事項と制約事項が適用されます。

•物理ポート vPCは、Nexus F2、F2e、および F3シリーズモジュールでのみサポートされま
す。

•物理ポート vPCは、M3モジュールが組み込まれた VDCではサポートされません。

•物理ポート vPCは、Nexus F2、F2e、および F3シリーズモジュール上の vPC+でのみサポー
トされます。

•物理ポートvPCは、ファブリックエクステンダ（FEX）インターフェイスでサポートされま
す。

• Link Aggregation Control Protocol（LACP）は、vPCなしで物理ポートでイネーブルにできま
せん。

•同じ vPC設定を複数の物理ポートに適用することはできません。

物理ポート vPCを介した FCoEには次の注意事項と制限事項があります。

• FCoEは、トランクポートでのみサポートされます。

• FCoEは、共有インターフェイスでのみサポートされます。

• FCoEはポートチャネル vPCではサポートされていません。

•物理ポート vPCを介した FCoEは、タイプ F2のストレージ VDCのみでサポートされます。

•物理ポート vPCを介した FCoEは、ストレージ VDCでサポートされません。これは、物理
ポート vPC経由のレイヤ 2マルチパシングが LANに対してのみサポートされるためです。
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• VPC+経由の FCoEはサポートされません。

•シャットダウン LAN設定は、共有インターフェイスのみでサポートされます。

•リンク層検出プロトコル（LLDP）は、シャットダウン LANのイーサネット VDCでイネー
ブルにする必要があります。

ヒットレス vPCロールの変更機能には次の注意事項と制約事項が適用されます。

• vPCSTPヒットレスロールの変更機能は、CiscoNexus 7.3(0)D1(1)リリース以降でのみサポー
トされます。

• vPCロールの変更は、ピアデバイスのどちらからでも実行できます。

•元のセカンダリデバイスに元のプライマリデバイスより高いプライオリティ値を設定した
場合は、ロール交換が実行できません。元のセカンダリデバイスの値が元のプライマリデ

バイスより低くなるように、どちらかの vPCデバイスのロールプライオリティを変更しま
す。デバイスの既存のロールを表示するには、ローカルスイッチとピアスイッチ上で show
vpc roleコマンドを使用します。

• vPCヒットレスロールの変更機能を設定する前に、vPC+上で、fabricpath multi path
load-balanceコマンドを有効にします。転送タグ（FTag）スキームが vPC+でロール変更を
シームレスに設定するために使用されます。FTagスキームが使用されることを保証するに
は、vPC+上で fabricpath multi path load-balanceコマンドと依存関係にある no port channel
limitコマンドを有効にする必要があります。

• vPCヒットレスロールの変更機能を設定する前に、vPC+上で no port channel limitコマンド
を有効にします。このコマンドが有効になっていない場合は、vPCヒットレスロールの変更
を設定できず、エラーメッセージが表示されます。両方のvPCデバイスで次のコマンドを設
定します。

vPCヒットレスロールの変更機能を設定する前に、必ず、既存の設定された
ロールプライオリティをチェックしてください。

（注）

• vPCドメインで、peer-switchコマンドを有効にします。これにより、両方の vPCピアが同じ
STPプライオリティになり、ロールの変更を発行する前にピアが稼働可能になることが保証
されます。peer-switchコマンドを有効にしなかった場合は、コンバージェンスの問題が発生
する可能性があります。

•ピアデバイス上でタイプ 1の不一致が発生した場合は、vPCヒットレスロールの変更を実行
できません。
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vPC の設定

vPC のイネーブル化
vPCを設定して使用するには、その前に vPC機能をイネーブルにしなければなりません。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

デバイス上で vPCをイネーブルにします。switch(config)# feature vpcステップ 2   

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 3   

（任意）

デバイス上でイネーブルになっている機能を表

示します。

switch# show featureステップ 4   

（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 5   

次の例は、vPC機能をイネーブルにする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature vpc
switch(config)# exit
switch(config)#

vPC のディセーブル化

vPC機能をディセーブルにすると、デバイス上のすべての vPC設定がクリアされます。（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。
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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   

デバイスの vPCをディセーブルにします。switch(config)# no feature vpcステップ 2   

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 3   

（任意）

デバイス上でイネーブルになっている機能を

表示します。

switch# show featureステップ 4   

（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 5   

次の例は、vPC機能をディセーブルにする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no feature vpc
switch(config)# exit
switch#

vPC ドメインの作成と vpc-domain モードの開始
vPCドメインを作成し、両方の vPCピアデバイス上で vPCピアリンクポートチャネルを同じ
vPCドメイン内に置くことができます。1つのVDC全体を通じて一意の vPCドメイン番号を使用
してください。このドメイン IDは、vPCシステムMACアドレスを自動的に形成するのに使用さ
れます。

このコマンドを使用して、vpc-domainコマンドモードを開始することもできます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにしていることを確認します。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
296

vPC の設定
vPC ドメインの作成と vpc-domain モードの開始



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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的
で vpc-domainコンフィギュレーションモードを

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

開始します。デフォルトはありません。指定でき

る範囲は 1～ 1000です。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終
了します。

switch(config-vpc-domain)# exitステップ 3   

（任意）

各vPCドメインに関する要約情報を表示します。
switch# show vpc briefステップ 4   

（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 5   

次に、vPCドメインを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

次に、vpc-domainコマンドモードを開始して、既存の vPCドメインを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

vPC キープアライブリンクと vPC キープアライブメッセージの設定

システムで vPCピアリンクを形成できるようにするには、まず vPCピアキープアライブリン
クを設定する必要があります。

（注）

キープアライブメッセージを伝送するピアキープアライブリンクの宛先 IPを設定できます。必
要に応じて、キープアライブメッセージのその他のパラメータも設定できます。
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vPCピアキープアライブリンクを使用する際は、個別の VRFインスタンスを設定して、各
vPCピアデバイスからその VRFにレイヤ 3ポートを接続することを推奨します。ピアリンク
自体を使用して vPCピアキープアライブメッセージを送信しないでください。VRFの作成お
よび設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を
参照してください。ピアキープアライブメッセージに使用される送信元と宛先の両方の IPア
ドレスがネットワーク内で一意であることを確認してください。

（注）

管理ポートと管理 VRFが、これらのキープアライブメッセージのデフォルトです。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的
で vpc-domainコンフィギュレーションモードを

switch(config)# vpc domaindomain-idステップ 2   

開始します。デフォルトはありません。指定で

きる範囲は 1～ 1000です。

vPCピアキープアライブリンクのリモートエン
ドの IPv4アドレスを設定します。

switch(config-vpc-domain)#
peer-keepalive destinationip address
[hold-timeoutsecs | intervalmsecs

ステップ 3   

vPCピアキープアライブリンクを設定
するまで、vPCピアリンクは構成され
ません。

（注）

管理ポートと VRFがデフォルトです。

{timeoutsecs} | {precedence
{prec-value | network | internet |
critical | flash-override | flash |
immediate | priority | routine}} | {tos
{tos-value |max-reliability |

独立したVRFを設定し、vPCピアキー
プアライブリンクのための VRF内の
各 vPCピアデバイスからのレイヤ 3
ポートを使用することを推奨します。

VRFの作成および設定の詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Unicast Routing Configuration Guide』を
参照してください。

（注）max-throughput |min-delay |
min-monetary-cost | normal}} |
tos-bytetos-byte-value} |
sourceipaddress | udp-portnumber |
vrf {name |management |
vpc-keepalive}]

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終
了します。

switch(config-vpc-domain)# exitステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

キープアライブメッセージのコンフィギュレー

ションに関する情報を表示します。

switch# show vpc statisticsステップ 5   

（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 6   

VRF設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
を参照してください。

次の例は、vPCピアキープアライブリンクの宛先と送信元の IPアドレスおよび VRFを設定する
方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 100
switch(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 172.168.1.2 source 172.168.1.1 vrf
vpc-keepalive
switch(config-vpc-domain)# exit
switch#

vPC ピアリンクの作成
vPCピアリンクを作成するには、指定した vPCドメインのピアリンクとするポートチャネルを
各デバイス上で指定します。冗長性を確保するため、トランクモードで vPCピアリンクとして
指定したレイヤ 2ポートチャネルを設定し、各 vPCピアデバイス上の個別のモジュールで 2つ
のポートを使用することを推奨します。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにしていることを確認します。

レイヤ 2ポートチャネルを使用し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   

このデバイスの vPCピアリンクとして使用する
ポートチャネルを選択し、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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

このインターフェイスをトランクモードで設定し

ます。

switch(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 3   

（任意）

許容 VLANリストを設定します。
switch(config-if)# switchport
trunk allowed vlanvlan-list

ステップ 4   

選択したポートチャネルをvPCピアリンクとして
設定し、vpc-domainコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

switch(config-if)# vpc
peer-link

ステップ 5   

ポートチャネルが vPCピアリンクとし
て指定されている場合は、spanning-tree
port type networkコマンドが追加される
ため、ポートチャネルがBridgeAssurance
ポートになります。

（注）

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 6   

（任意）

vPCピアリンクに関する情報など、各 vPCの情報
を表示します。

switch# show vpc briefステップ 7   

（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 8   

次の例は、vPCピアリンクを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 20
switch(config-if)# switchport mode
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-120,201-3967
switch(config-if)# vpc peer-link
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#
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F2、F3、および FEX 上での物理ポート vPC の設定

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   

物理ポート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。

switch(config)#
interfacenamenumber

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポートと
して設定します。

switch(config-if)#
switchport

ステップ 3   

vPCへの選択された物理インターフェイスをダウン
ストリームデバイスに接続するように設定し、イン

switch(config-if)#
vpcnumber

ステップ 4   

ターフェイス vPCコンフィギュレーションモードを
開始します。物理インターフェイスには、デバイス

の任意のモジュールを使用できます。有効な範囲は

1～ 4096です。
vPCピアデバイスからダウンストリーム
デバイスに接続されている物理インター

フェイスに割り当てるvPC番号は、両方の
vPCデバイスで同じにする必要がありま
す。

（注）

物理ポート上で LACPを有効にします。
静的モードを使用することもできま

す。

（注）

switch(config-if-vpc)# lacp
mode active

ステップ 5   

インターフェイス vPCコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

switch(config-if-vpc)# exit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）

インターフェイスに関する情報を表示します。

switch# show
running-config
interfacenamenumber

ステップ 9   
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次の例では、F2、F3、および FEXモジュール上で物理ポート vPCを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# vpc 10
switch(config-if-vpc)# lacp mode active
switch(config-if-vpc)# exit
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# show running-config interface

次の例では、LACPモードを確認する方法を示します。

switch# show running-config interface

Interface Ethernet1/1
no shutdown
Switchport
vpc 1
lacp mode active

vPC 上での VLAN の作成
vPC VLANは、vPCメンバーポートおよび vPCピアリンクで許可される VLANです。vPC環境
で多数のVLANを設定する場合は、一度に 1つずつのVLANを設定するのではなく、VLANの範
囲を指定することによって、複数の VLANを同時に設定することをお勧めします。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

200～ 299の範囲でVLANを設定して、VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# vlan 200-299ステップ 2   

VLANコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vlan)# exitステップ 3   

次の例では、100の VLANを設定し、それぞれに名前を付ける方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 200-299
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# vlan 201
switch(config-vlan)# name finance
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#
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F2E および F3 モジュール用の vPC 経由のレイヤ 3 の設定

はじめる前に

ピアゲートウェイが両方のピアで有効かつ設定済みで、両方のピアが vPC経由のレイヤ 3機能に
対応したイメージを実行していることを確認します。ピアゲートウェイ機能を有効にせずに layer3
peer-routerコマンドを入力した場合は、ピアゲートウェイ機能を有効にするように勧める syslog
メッセージが表示されます。

ピアリンクがアップし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範

囲は 1～ 1000です。

両方のピアとのピアリング隣接関係を形成するた

めレイヤ 3デバイスをイネーブルにします。
両方のピアでこのコマンドを設定しま

す。

（注）

switch(config-vpc-domain)#
layer3 peer-router

ステップ 3   

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 4   

（任意）

（任意）各 vPCドメインに関する簡単な情報を表
示します。

switch# show vpc briefステップ 5   

（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 6   

次の例では、F2、F2E、および F3モジュールの vPC経由のレイヤ 3を設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# layer3 peer-router
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#
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次の例では、F2、F2E、および F3モジュールの vPC経由のレイヤ 3機能が設定されているかどう
かを確認する方法を示します。

switch# show vpc brief
vPC domain id : 1
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status : failed
Type-2 consistency status : success
vPC role : secondary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Enabled
Peer gateway excluded VLANs : -
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled
Auto-recovery status : Enabled (timeout = 240 seconds)
Operational Layer3 Peer : Enabled

vPC ピアゲートウェイの設定
Cisco NX-OSリリース 4.2(1)とそれ以降のリリースでは、vPCピアデバイスを、vPCピアデバイ
スのMACアドレスを送信先とするパケットに対してもゲートウェイとして機能するように設定
できるようになりました。

vPCドメインにレイヤ 3デバイスを接続した場合、vPCピアリンク上でも送信される VLANを使
用したルーティングプロトコルのピアリンクはサポートされません。vPCピアデバイスおよび汎
用レイヤ 3デバイスの間でルーティングプロトコルの隣接関係が必要な場合は、相互接続に物理
的にルーティングされたインターフェイスを使用する必要があります。vPCピアゲートウェイ機
能の使用では、この要件は変わりません。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範

囲は 1～ 1000です。

ピアのゲートウェイMACアドレスを宛先とするパ
ケットのレイヤ 3フォワーディングをイネーブル
にします。

switch(config-vpc-domain)#
peer-gateway

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

Cisco NX-OSリリース 5.1(3)以降では、混在シャー
シモードの中継 VLANトラフィックのソフトウェ
アスイッチングを回避します。

switch(config-vpc-domain)#
peer-gateway
exclude-vlanbackup-vlan-id

ステップ 4   

詳細については、「vPCピアゲートウェイ」の項
を参照してください。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 5   

（任意）

vPCピアリンクに関する情報など、各 vPCの要約
情報を表示します。

switch# show vpc briefステップ 6   

（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 7   

グレースフル整合性検査の設定

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、グレースフル整合性検査機能を設定できます。それはデ
フォルトでイネーブルになっています。この機能がイネーブルでない場合、必須互換性パラメー

タの不一致が動作中の vPCで導入されると、vPCは完全に一時停止します。この機能がイネーブ
ルの場合、セカンダリピアデバイスのリンクだけが一時停止します。vPCでの一貫した設定につ
いては、「vPCインターフェイスの互換パラメータ」の項を参照してください。

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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範囲

は 1～ 1000です。

必須互換性パラメータで不一致が検出された場合

に、セカンダリピアデバイスのリンクのみが一時

停止するということを指定します。

switch(config-vpc-domain)#
graceful consistency-check

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

この機能をディセーブルにする場合は、このコマン

ドの no形式を使用します。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 4   

（任意）

各 vPCドメインに関する要約情報を表示します。
switch# show vpc briefステップ 5   

次に、グレースフル整合性検査機能をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# graceful consistency-check
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

vPC シャットダウンの設定
Cisco NX-OSリリース 7.2(0)D1(1)以降では、vPCコンプレックスからスイッチを分離してからデ
バッグ、リロード、または物理的に削除することができるシャットダウンを使用できるため、vPC
コンプレックス内のピア vPCスイッチを通過する vPCトラフィックは影響を受けません。

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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始し

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

ます。デフォルトはありません。指定できる範囲は 1
～ 1000です。

ピアをシャットダウンして、デバッグ、リロード、ま

たは vPCコンプレックスからの物理的な削除のため
switch(config-vpc-domain)#
shutdown

ステップ 3   

に分離し、ピア vPCスイッチがプライマリピアとし
て引き継ぐようにします。

この機能をディセーブルにする場合は、このコマンド

の no形式を使用します。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

vPC-domainコンフィギュレーションモードを終了し
ます。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 4   

次に、グレースフル整合性検査機能をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# shutdown
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

vPC Config Sync の設定

vPC 設定同期の有効化

はじめる前に

両方のピアスイッチで、同じ vPCドメイン IDを作成する必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範囲

は 1～ 1000です。

vPC設定同期を有効にします。switch(config-vpc-domain)#
config-sync

ステップ 3   

このコマンドは、プライマリスイッチと

セカンダリスイッチの両方で設定する必

要があります。

（注）
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次の表に、スイッチ 1とスイッチ 2の設定同期のプロセスを示します。

セカンダリスイッチプライマリスイッチ

switch-2# configure terminal
switch-2(config)# vpc domain 300
switch-2(config-vpc-domain)# config-sync

switch-1# configure terminal
switch-1(config)# vpc domain 300
switch-1(config-vpc-domain)# config-sync

設定同期が、同じ vPCドメイン内の両方のスイッチで有効になっています。

switch-1# configure terminal
switch-1(config)# spanning-tree mode mst

上記の設定は、プライマリスイッチに適用され、セカンダリスイッチに同期されます。

設定は、両方のスイッチに正しく適用されるか、両方で失敗するかのどちらかです。

switch-2# show running-config
...
spanning-tree mode mst
...

switch-1# show running-config
...
spanning-tree mode mst
...

switch-2# configure terminal
switch-2(config)# spanning-tree port type
switch-2 default

設定は、セカンダリスイッチに適用され、プライマリスイッチに同期されます。

設定はどちらのスイッチにも適用できま

す。

（注）

switch-2# show running-config
...
spanning-tree port type network default
...

switch-1# show running-config
...
spanning-tree port type network default
...

物理ポート vPC の設定の同期

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

vPC物理ポートを指定し、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。

switch(config)# interfacetype
slot/port

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルを vPCに移動し、インターフェイ
ス vPCコンフィギュレーションモードを開始しま
す。範囲は 1～ 4096です。

switch(config-if)# vpcvpc-id
[sync {export | import}]

ステップ 3   

• sync exportは、プライマリスイッチ設定をセ
カンダリスイッチにエクスポートできるよう

にします。

• sync importは、セカンダリスイッチ設定をプ
ライマリスイッチにインポートできるように

します。

（任意）

物理ポートの実行コンフィギュレーションを表示し

ます。

switch(config-if)# show
running-config interface
ethernetslot/port

ステップ 4   

非対称マッピング

次の表に、プライマリスイッチとセカンダリスイッチの vPC物理ポート上の設定同期（非対称
マッピング）を有効にするプロセスを示します。

セカンダリスイッチプライマリスイッチ

switch-1# configure terminal
switch-1(config)# interface eth1/1
switch-1(config-if)# vpc 100

物理ポート（イーサネット 1/1）がプライマリスイッチ上の vPC 100ドメインに追加されます。

vPC 100は、セカンダリスイッチ上で設定されません。設定は、vPC 100がセカンダリスイッチ
に追加されるまで同期されません。

switch-2# configure terminal
switch-2(config)# interface eth2/3
switch-2(config-if)# vpc 100

セカンダリスイッチへの vPC 100の設定に続いて、物理ポート（セカンダリスイッチ上のイン
ターフェイスイーサネット 2/3とプライマリスイッチ上のインターフェイスイーサネット 1/1）
の設定が同期されます。

対称マッピング

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
309

vPC の設定
vPC Config Sync の設定



次の表に、プライマリスイッチとセカンダリスイッチのvPC物理ポート上の設定同期（対称マッ
ピング）を有効にするプロセスを示します。

セカンダリスイッチプライマリスイッチ

switch-2# configure terminal
switch-2(config)# interface eth1/1

switch-1# configure terminal
switch-1(config)# interface eth1/1
switch-1(config-if)# vpc 100 symmetric

物理ポート（イーサネット 1/1）がプライマリスイッチ上の vPC 100ドメインに追加されます。
物理ポート（イーサネット 1/1）はセカンダリスイッチ上にもあります。

プライマリスイッチとセカンダリスイッチの両方の物理ポートの設定が同期され続けます。

switch-2# show running-config interface
eth1/10

interface ethernet1/1
switchport
switchport mode trunk
vpc 100

switch-1# show running-config interface
eth1/10

interface ethernet1/1
switchport
switchport mode trunk
vpc 100

vPC メンバーポートチャネルの設定の同期

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

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   

このデバイスのvPCピアリンクとして使用するポー
トチャネルを選択し、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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポート
として設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポートチャネルを vPCに移動し、インターフェイ
ス vPCコンフィギュレーションモードを開始しま
す。範囲は 1～ 4096です。

switch(config-if)# vpcvpc-id
[sync {export | import}]

ステップ 4   

• sync exportは、プライマリスイッチ設定をセ
カンダリスイッチにエクスポートできるよう

にします。
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目的コマンドまたはアクション

• sync importは、セカンダリスイッチ設定をプ
ライマリスイッチにインポートできるように

します。

（任意）

ポートチャネルの実行コンフィギュレーションを

表示します。

switch(config-if)# show
running-config interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

次の表に、プライマリスイッチとセカンダリスイッチのポートチャネル 10上の設定同期を有効
にするプロセスを示します。

セカンダリスイッチプライマリスイッチ

switch-1# configure terminal
switch-1(config)# interface port-channel 10
switch-1(config-if)# switchport
switch-1(config-if)# vpc 10

ポートチャネル 10上の設定がセカンダリスイッチに同期されます。

vpcnumberコマンドは、プライマリスイッチとセカンダリスイッチのどちらかで最初
に指定できます。

（注）

switch-2# show running-config interface po10

interface port-channel10
switchport
vpc 10

設定は、セカンダリスイッチに適用され、プライマリスイッチに同期されます。

設定はどちらのスイッチにも適用できま

す。

（注）

switch-2# configure terminal
switch-2(config)# interface port-channel 10
switch-2(config-if)# switchport mode trunk

show running-config interface port-channelchannel-numberコマンドは、ポートチャネル 10の設
定同期が成功したことを示します。

switch-2# show running-config interface
port-channel 10

interface port-channel10
switchport
switchport mode trunk
vpc 10

switch-1# show running-config interface
port-channel 10

interface port-channel10
switchport
switchport mode trunk
vpc 10
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vPC 設定同期の確認
vPC設定同期を確認するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

config-syncが使用できるかどうかを表示しま
す。

show running-config vpc-config-sync

設定を同期可能なコマンドのリストを表示しま

す。

show vpc config-sync cli syntax

設定同期データベースを表示します。show vpc config-sync database

スイッチと各 vPCインターフェイスのマージ
ステータスを表示します。

show vpc config-sync merge status

vPC設定同期プロセスの最後の10の操作ステー
タスを表示します。

•マージステータス（成功/失敗）を表示し
ます。

• vPC設定同期プロセスで実行された最後の
アクションとその結果を表示します。

show vpc config-sync status

vPC ピアリンクの設定の互換性チェック
両方の vPCピアデバイス上の vPCピアリンクを設定した後に、すべての vPCインターフェイス
で設定が一貫していることをチェックします。vPCでの一貫した設定については、「vPCインター
フェイスの互換パラメータ」の項を参照してください。

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   

（任意）

すべての vPCインターフェイス全体で一貫
している必要があるパラメータのステータ

スを表示します。

switch(config)# show vpc
consistency-parameters {global |
interface port-channelchannel-number}

ステップ 2   
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次の例は、すべての vPCインターフェイスの間で必須設定の互換性が保たれているかチェックす
る方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# show vpc consistency-parameters global
switch(config)#

vPCインターフェイス設定の互換性に関するメッセージが syslogにも記録されます。（注）

他のポートチャネルの vPC への移行

冗長性を確保するために、vPCドメインダウンストリームポートチャネルを 2つのデバイス
に接続することを推奨します。

（注）

ダウンストリームデバイスに接続するには、ダウンストリームデバイスからプライマリ vPCピ
アデバイスへのポートチャネルを作成し、ダウンストリームデバイスからセカンダリピアデバ

イスへのもう 1つのポートチャネルを作成します。各 vPCピアデバイス上で、ダウンストリー
ムデバイスに接続するポートチャネルに vPC番号を割り当てます。vPCの作成時にトラフィック
が中断されることはほとんどありません。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

レイヤ 2ポートチャネルを使用していることを確認します。

vPC機能をイネーブルにし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   

このデバイスの vPCピアリンクとして使用するポー
トチャネルを選択し、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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

選択したポートチャネルを vPCに入れてダウンスト
リームデバイスに接続するように設定します。これ

switch(config-if)# vpcnumberステップ 3   

らのポートチャネルには、デバイス内の任意のモ

ジュールを使用できます。有効な範囲は 1～ 4096で
す。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

vPCピアデバイスからダウンストリームデ
バイスに接続されているポートチャネルに

割り当てる vPC番号は、両方の vPCデバイ
スで同じでなければなりません。

（注）

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了し
ます。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 4   

（任意）

各 vPCドメインに関する要約情報を表示します。
switch# show vpc briefステップ 5   

（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 6   

次に、ダウンストリームデバイスに接続するポートチャネルを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 20
switch(config-if)# vpc 5
switch(config-if)# exit
switch(config)#

特定の vPC コマンドの自動イネーブル化
Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降では、mode autoコマンドを使用して次のコマンドを自動的かつ
同時にイネーブルにできます。peer-gateway、auto-recovery、fabricpath multicast load-balance、
ip arp synchronize、および ipv6 nd synchronize。

Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降のリリースでは、自動リカバリはデフォルトでイネーブルで
す。リリース 6.2(2)以降のリリースで自動リカバリをディセーブルにする場合は、no
auto-recoveryコマンドを使用して自動リカバリを明示的にディセーブルにする必要がありま
す。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上で vPCをイネーブルにします。switch(config)# feature vpcステップ 2   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 3   

します。デフォルトはありません。指定できる範

囲は 1～ 1000です。

次のコマンドを同時にイネーブルにします。

peer-gateway、auto-recovery、fabricpath multicast
switch(config-vpc-domain)#
[no] mode auto

ステップ 4   

load-balance、ip arp synchronize、および ipv6 nd
synchronize。

この機能をディセーブルにする場合は、このコマ

ンドの no形式を使用します。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 5   

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 6   

（任意）

イネーブルにするコマンドを含む vPCに関する情
報を表示します。

switch# show running-config
vpc

ステップ 7   

（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 8   

次のコマンドを同時にイネーブルにする例を次に示します。peer-gateway、auto-recovery、fabricpath
multicast load-balance、ip arp synchronize、および ipv6 nd synchronize。

switch# configure terminal
switch# feature vpc
switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# mode auto

The following commands are executed:
peer-gateway ;
auto-recovery ;
ip arp synchronize ;
ipv6 nd synchronize ;
fabricpath multicast load-balance ;

Warning:

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
315

vPC の設定
特定の vPC コマンドの自動イネーブル化



Enables restoring of vPCs in a peer-detached state after reload, will wait for 240 seconds
to determine if peer is un-reachable

switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)# exit
switch# show running-config vpc

!Command: show running-config vpc
!Time: Thu Feb 18 12:31:42 2013

version 6.2(2)
feature vpc

vpc domain 1
peer-gateway
auto-recovery
fabricpath multicast load-balance
ip arp synchronize
ipv6 nd synchronize

vPC ドメイン MAC アドレスの手動での設定
vPCドメインを作成すると、Cisco NX-OSソフトウェアが自動的に vPCシステムMACアドレス
を作成します。このアドレスは、LACPなど、リンクスコープに制限される操作に使用されます。
ただし、vPCドメインのMACアドレスを手動で設定すように選択することもできます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的
で vpc-domainコンフィギュレーションモードを

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

開始します。デフォルトはありません。指定で

きる範囲は 1～ 1000です。

指定した vPCドメインに割り当てるMACアド
レスを aaaa.bbbb.ccccの形式で入力します。

switch(config-vpc-domain)#
system-macmac-address

ステップ 3   

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終
了します。

switch(config-vpc-domain)# exitステップ 4   

（任意）

vPCシステムのMACアドレスを表示します。
switch# show vpc roleステップ 5   
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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 6   

次の例は、vPCドメインMACアドレスを手動で設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# system-mac 13gb.4ab5.4c4e
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

システムプライオリティの手動での設定

vPCドメインを作成すると、vPCシステムプライオリティが自動的に作成されます。ただし、vPC
ドメインのシステムプライオリティは手動で設定することもできます。

LACPの実行時には、vPCピアデバイスが LACPのプライマリデバイスになるように、vPC
システムプライオリティを手動で設定することを推奨します。システムプライオリティを手

動で設定する場合には、必ず同じプライオリティ値を両方のvPCピアデバイスに設定します。
これらの値が一致しないと、vPCは起動しません。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上にvPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範

囲は 1～ 1000です。
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目的コマンドまたはアクション

指定したvPCドメインに割り当てるシステムプラ
イオリティを入力します。指定できる値の範囲

は、1～65535です。デフォルト値は32667です。

switch(config-vpc-domain)#
system-prioritypriority

ステップ 3   

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 4   

（任意）

vPCシステムのMACアドレスを表示します。
switch# show vpc roleステップ 5   

（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 6   

次の例は、vPCドメインのシステムプライオリティを手動で設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# system-priority 4000
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

vPC ピアデバイスロールの手動での設定
デフォルトでは、vPCドメインと、vPCピアリンクの両端を設定すると、CiscoNX-OSソフトウェ
アはプライマリとセカンダリの vPCピアデバイスを選択します。ただし、vPCのプライマリデバ
イスとして、特定の vPCピアデバイスを選択することもできます。選択したら、プライマリデ
バイスにする vPCピアデバイスに、他の vPCピアデバイスより小さいロール値を手動で設定し
ます。

vPCはロールのプリエンプションをサポートしません。プライマリ vPCピアデバイスに障害が発
生すると、セカンダリ vPCピアデバイスが、vPCプライマリデバイスの機能を引き継ぎます。た
だし、以前のプライマリ vPCが再起動しても、機能のロールは元に戻りません。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範囲

は 1～ 1000です。

vPCシステムプライオリティに与えるロールプラ
イオリティを入力します。指定できる値の範囲は 1

switch(config-vpc-domain)#
role prioritypriority

ステップ 3   

～ 65636で、デフォルト値は 32667です。低い値
は、このスイッチがプライマリvPCになる可能性が
高いということを意味します。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 4   

（任意）

vPCシステムプライオリティを表示します。
switch# show vpc roleステップ 5   

（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 6   

次の例は、vPCピアデバイスのロールプライオリティを手動で設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# role priority 4
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

シングルモジュール vPC でのトラッキング機能の設定
Cisco NX-OS Release 4.2以降では、すべての vPCピアリンクとコアに面するインターフェイスを
単一モジュール上で設定しなければならない場合は、両方のプライマリ vPCピアデバイス上の
vPCピアリンクのすべてのリンク上の、およびコアへのレイヤ 3リンクに関連付けられているト
ラックオブジェクトとトラックリストを設定しなければなりません。いったんこの機能を設定し

たら、プライマリ vPCピアデバイスに障害が発生した場合には、プライマリ vPCピアデバイス
上のすべての vPCリンクを、システムが自動的に停止します。システムが安定するまでは、この
アクションにより、すべての vPCトラフィックが強制的にセカンダリ vPCピアデバイスに送られ
ます。
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この設定は、両方の vPCピアデバイスに置かなければなりません。さらに、いずれの vPCピア
デバイスも機能上のプライマリ vPCピアデバイスになる場合があるため、両方の vPCピアデバ
イスに同じ設定を置いておく必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにしていることを確認します。

トラックオブジェクトとトラックリストが設定済みであることを確認します。コアおよび vPC
ピアリンクに接続されているすべてのインターフェイスが両方の vPCピアデバイス上のトラッ
クリンクオブジェクトに割り当てられ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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始し

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

ます。デフォルトはありません。指定できる範囲は

1～ 1000です。

以前に関連するインターフェイスで設定されたトラッ

クリストオブジェクトを vPCドメインに追加しま
switch(config-vpc-domain)#
tracktrack-object-id

ステップ 3   

す。オブジェクトトラッキングおよびトラックリス

トの設定については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OS
Unicast Routing Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了し
ます。

switch(config-vpc-domain)#
exit

ステップ 4   

（任意）

追跡対象オブジェクトに関する情報を表示します。

switch# show vpc briefステップ 5   

（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 6   

次に、以前に設定されたトラックリストオブジェクトを、vPCピアデバイス上の vPCドメイン
に配置する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# track object 5
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switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

停電後のリカバリの設定

停電が発生すると、vPCはピア隣接がスイッチリロード時に形成するのを待ちます。この状況
は、許容範囲内に収まらないほど長いサービスの中断に至る場合があります。CiscoNexus7000シ
リーズデバイスは、そのピアがオンラインになるのに失敗した場合に vPCサービスを復元するよ
うに設定できます。

リロード復元の設定

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、reload restoreコマンドおよびこのセクションで説明さ
れている手順が非推奨となっています。auto-recoveryコマンドおよび「自動リカバリの設定」
で説明されている手順を使用することを推奨します。

（注）

Cisco NX-OSリリース 5.0(2)以降では、ピアがオンラインになれなかった場合に、reload restoreコ
マンドを使用して vPCサービスを復元するように Cisco Nexus 7000シリーズデバイスを設定でき
るようになりました。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範

囲は 1～ 1000です。

vPCがそのピアが機能しないことを前提としてvPC
を稼働させ始めるように設定します。デフォルト

switch(config-vpc-domain)#
reload restore [delaytime-out]

ステップ 3   

遅延値は 240秒です。タイムアウト遅延は 240～
3600秒の間で設定できます。

vPCをデフォルト設定にリセットするには、この
コマンドの no形式を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)# exitステップ 4   

（任意）

vPCに関する情報、特にリロードステータスを表
示します。

switch# show running-config
vpc

ステップ 5   

（任意）

指定したインターフェイスのvPCの一貫性パラメー
タに関する情報を表示します。

switch# show vpc
consistency-parameters
interface port-channelnumber

ステップ 6   

（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 7   

次に、vPCリロード復元機能を設定し、それをスイッチのスタートアップコンフィギュレーショ
ンに保存する例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# reload restore
Warning:
Enables restoring of vPCs in a peer-detached state after reload, will wait for 240
seconds (by default) to determine if peer is un-reachable
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config
switch# show running-config vpc
!Command: show running-config vpc
!Time: Wed Mar 24 18:43:54 2010

version 5.0(2)
feature vpc

logging level vpc 6
vpc domain 5
reload restore

次の例は、一貫性パラメータを確認する方法を示します。
switch# show vpc consistency-parameters interface port-channel 1

Legend:
Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name Type Local Value Peer Value
------------- ---- ----------- ---------------
STP Port Type 1 Default -
STP Port Guard 1 None -
STP MST Simulate PVST 1 Default -
mode 1 on -
Speed 1 1000 Mb/s -
Duplex 1 full -
Port Mode 1 trunk -
Native Vlan 1 1 -
MTU 1 1500 -
Allowed VLANs - 1-3967,4048-4093
Local suspended VLANs - - -
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自動リカバリの設定

Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、ピアがオンラインになれなかった場合に、auto-recovery
コマンドを使用して vPCサービスを復元するように Cisco Nexus 7000シリーズデバイスを設定で
きるようになりました。

Cisco NX-OSリリース 6.2(2)以降のリリースでは、自動リカバリはデフォルトでイネーブルで
す。リリース 6.2(2)以降のリリースで自動リカバリをディセーブルにする場合は、no
auto-recoveryコマンドを使用して自動リカバリを明示的にディセーブルにする必要がありま
す。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範囲

は 1～ 1000です。

vPCがそのピアが機能しないことを前提としてvPC
を稼働させ始めるように設定し、vPCを復元するた

switch(config-vpc-domain)#
auto-recovery
[reload-delaytime]

ステップ 3   

めのリロード後に待機する時間を指定します。デ

フォルト遅延値は 240秒です。240 ~ 3600秒の遅延
を設定できます。

vPCをデフォルト設定にリセットするには、このコ
マンドの no形式を使用します。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)# exitステップ 4   

（任意）

vPCに関する情報、特にリロードステータスを表
示します。

switch# show running-config
vpc

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

指定したインターフェイスのvPCの一貫性パラメー
タに関する情報を表示します。

switch# show vpc
consistency-parameters
interface port-channelnumber

ステップ 6   

（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 7   

次に、vPC自動リカバリ機能を設定し、それをスイッチのスタートアップコンフィギュレーショ
ンに保存する例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# auto-recovery
Warning:
Enables restoring of vPCs in a peer-detached state after reload, will wait for 240

seconds to determine if peer is un-reachable
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)# exit
switch# copy running-config startup-config

孤立ポートの一時停止の設定

vPC対応でないデバイスが各ピアに接続するとき、接続されたポートは vPCのメンバではないた
め、孤立ポートと称されます。Cisco NX-OSリリース 5.2(1)以降では、ピアリンクまたはピア
キープアライブ障害に応えてセカンダリピアが vPCポートを一時停止するときに、セカンダリ
ピアによって一時停止（シャットダウン）される孤立ポートとして物理インターフェイスを明示

的に宣言できます。孤立ポートは vPCが復元されたときに復元されます。

6.2より前のリリースでは、すべてのメンバーポート上で vPC orphan-portコマンドを設定し、
それらをポートチャネルにバンドルします。これ以降のリリースでは、ポートチャネルイン

ターフェイス上で直接コマンドを設定します。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

（任意）

孤立ポートのリストを表示します。

switch(config)# show vpc
orphan-ports

ステップ 2   

このデバイスの vPCピアリンクとして使用する
ポートチャネルを選択し、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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 3   

選択したインターフェイスを vPC障害時にセカ
ンダリピアにより一時停止される vPC孤立ポー
トとして設定します。

switch(config-if)# vpc
orphan-ports suspend

ステップ 4   

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 5   

（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 6   

次に、インターフェイスを vPC障害時にセカンダリピアにより一時停止される vPC孤立ポートと
して設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# vpc orphan-ports suspend
switch(config-if)# exit
switch(config)#

vPC ピアスイッチの設定
Cisco Nexus 7000シリーズデバイスは、一対の vPCデバイスがレイヤ 2トポロジ内で 1つの STP
ルートとして現れるように設定することができます。この項では、次のトピックについて取り上

げます。

純粋な vPC ピアスイッチトポロジの設定
純粋な vPCピアスイッチトポロジを設定するには、peer-switchコマンドを使用し、次に可能な範
囲内で最高の（最も小さい）スパニングツリーブリッジプライオリティ値を設定します。
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VPCピア間の非VPC専用トランクリンクを使用する場合は、STPがVLANをブロックするの
を防ぐために、非 VPC VLANはピアによって異なるグローバルプライオリティが必要です。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

デバイス上に vPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 2   

します。デフォルトはありません。指定できる範

囲は 1～ 1000です。

vPCスイッチペアがレイヤ 2トポロジ内で 1つの
STPルートとして現れるようにします。

switch(config-vpc-domain)#
peer-switch

ステップ 3   

ピアスイッチ vPCトポロジ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。

VLANのブリッジプライオリティを設定します。
有効な値は、4096の倍数です。デフォルト値は
32768です。

switch(config-vpc-domain)#
spanning-tree
vlanvlan-rangepriorityvalue

ステップ 4   

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)# exitステップ 5   

（任意）

スパニングツリーポートの状態の概要を表示しま

す。これに、vPCピアスイッチも含まれます。

switch# show spanning-tree
summary

ステップ 6   

（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 7   

次の例は、純粋な vPCピアスイッチトポロジを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# peer-switch
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2010 Apr 28 14:44:44 switch %STP-2-VPC_PEERSWITCH_CONFIG_ENABLED: vPC peer-switch
configuration is enabled. Please make sure to configure spanning tree "bridge" priority as
per recommended guidelines to make vPC peer-switch operational.
switch(config-vpc-domain)# spanning-tree vlan 1 priority 8192
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

ハイブリッド vPC ピアスイッチトポロジの設定
spanning-tree pseudo-informationコマンド（詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Command Reference』を参照）を使用して STP VLANベースのロードバランシン
グ基準を満たすように代表ブリッジ IDを変更した後、ルートブリッジ IDを最高のブリッジプラ
イオリティよりもよい値に変更することにより、ハイブリッド vPCまたは非 vPCピアスイッチ
トポロジを設定することができます。次に、ピアスイッチをイネーブルにします。

VPCピア間の非VPC専用トランクリンクを使用する場合は、STPがVLANをブロックするの
を防ぐために、非 VPC VLANはピアによって異なる疑似ルートプライオリティが必要です。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

vPC機能をイネーブルにし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   

スパニングツリー疑似情報を設定します。switch(config)# spanning-tree
pseudo-information

ステップ 2   

VLANの指定ブリッジプライオリティを設定しま
す。有効な値は、0～ 61440の範囲内の 4096の倍
数です。

switch(config-pseudo)#
vlanvlan-rangedesignated
priorityvalue

ステップ 3   

VLANのルートブリッジプライオリティを設定
します。有効な値は、0～ 61440の範囲内の 4096
の倍数です。

switch(config-pseudo)#
vlanvlan-rangeroot
priorityvalue

ステップ 4   

デバイス上にvPCドメインを作成し、設定目的で
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc
domaindomain-id

ステップ 5   

します。デフォルトはありません。指定できる範

囲は 1～ 1000です。

vPCスイッチペアがレイヤ 2トポロジ内で 1つの
STPルートとして現れるようにします。

switch(config-vpc-domain)#
peer-switch

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

ピアスイッチ vPCトポロジ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。

vpc-domainコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vpc-domain)# exitステップ 7   

（任意）

スパニングツリーポートの状態の概要を表示しま

す。これに、vPCピアスイッチも含まれます。

switch# show spanning-tree
summary

ステップ 8   

（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 9   

次の例は、ハイブリッド vPCピアスイッチトポロジを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# spanning-tree pseudo-information
switch(config-pseudo)# vlan 1 designated priority 8192
switch(config-pseudo)# vlan 1 root priority 4096
switch(config-pseudo)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# peer-switch
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)#

vPC の配信の有効化

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   

デバイス上に vPCド
メインを作成し、設定

switch(config)# vpc domaindomain-idス

テッ

プ 2   目的で vpc-domainコ
ンフィギュレーション

モードを開始します。

デフォルトはありませ

ん。指定できる範囲は

1～ 1000です。
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目的コマンドまたはアクション

スイッチ上で vPC
config-syncを有効にし

switch(config-vpc-domain)# config-syncス

テッ

プ 3   て、CFSを物理イーサ
ネット（CFSoE）に登
録します。

他の vPCピ
アに対して
config sync
コマンドの

設定を繰り

返します。

（注）

vPC-domainコンフィ
ギュレーションモー

ドを終了します。

switch(config-vpc-domain)# exitス

テッ

プ 4   

（オプション）現在の

マージが失敗した場合

switch(config-vpc-domain)# vpcconfig-syncre-emerge[sync{export|import}]ス

テッ

プ 5   に、ピアスイッチと

の設定のマージをトリ

ガーします。

ローカルス

イッチ設定

をピアス

イッチに適

用するに

は、sync
exportオプ
ションを使

用できま

す。リモー

トスイッチ

設定をロー

カルスイッ

チに適用す

るには、
sync import
オプション

を使用でき

ます。

（注）

（オプション）現在の

マージが失敗した場合

switch(config-vpc-domain)#
vpcconfig-syncre-emergeinterfaceport-channelchannel-name[sync{export|import}]

ス

テッ

プ 6   に、ピアスイッチと

の interface
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目的コマンドまたはアクション

port-channel設定の
マージをトリガーしま

す。

ローカル
interface
port-channel
channel-number
コマンド設

定をピアス

イッチに適

用するに

は、sync
exportオプ
ションを使

用できま

す。リモー

ト interface
port-channel
channel-number
コマンド設

定をローカ

ルスイッチ

に適用する

には、sync
importオプ
ションを使

用できま

す。

（注）

（オプション）現在の

マージが失敗した場合

switch(config-vpc-domain)#
vpcconfig-syncre-emergeinterfacetypeslot/port[sync{export|import}]

ス

テッ

プ 7   に、ピアスイッチと

の interface ethernet
のマージをトリガーし

ます。
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目的コマンドまたはアクション

ローカル
interface
ethernet
slot/portコ
マンド設定

をピアス

イッチに適

用するに

は、sync
exportオプ
ションを使

用できま

す。リモー

ト interface
ethernet
slot/portコ
マンド設定

をローカル

スイッチに

適用するに

は、sync
importオプ
ションを使

用できま

す。

（注）

vPCドメインコン
フィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-vpc-domain)# exitス

テッ

プ 8   

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 9   

ピアスイッチとの設

定マージのステータス

を表示します。

switch(config)# show vpc config-sync merge statusス

テッ

プ 10   

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# config-sync
switch(config-vpc-domain)# vpc config-sync re-merge sync export
switch(config)# vpc config-sync re-merge interface port-channel 1 sync export
switch(config)# vpc config-sync re-merge interface ethernet 1/1 sync export import
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switch(config)# exit
switch(config)# show vpc config-sync merge status

物理ポート vPC を介した FCoE の設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

物理ポート vPC インターフェイスの設定
イーサネット VDCに物理ポート vPCインターフェイスを設定するには、次のタスクを実行しま
す。ピア VDCを設定するには、このタスクを繰り返してください。

はじめる前に

• vPC機能をイネーブルにしていることを確認します。

•必ず、ピアリンクポートチャネルおよびポートチャネルメンバーを設定してください。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

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   

イーサネット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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port-list

ステップ 2   

範囲は、スロットの場合は 1 ~ 253で、ポートの場
合は 1～ 128です。

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポート
として設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

レイヤ 2でトランキング VLANインターフェイス
を指定します。

switch(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 4   

トランクポートは、同じ物理リンクの（トランク

可能 VLANリスト設定に基づいた）1つまたは複
数のVLANでトラフィックを送ることができます。

トランキングインターフェイスで許可されるVLAN
のリストを設定します。

switch(config-if)# switchport
trunk allowed vlanvlan-list

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ネットワークスパニングツリーポートとしてレイ

ヤ 2スイッチに接続するインターフェイスを設定
します。

switch(config-if)#
spanning-tree port type
network

ステップ 6   

ポートチャネルを vPCに移動し、インターフェイ
ス vPCコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

switch(config-if)# vpcnumberステップ 7   

number引数の範囲は 1～ 4096です。

channel groupmode activeコマンドを設定したピア
リンクメンバインターフェイスで LAPCをイネー
ブルにします。

switch(config-if-vpc)# lapc
mode active

ステップ 8   

ポートを管理的にアップします。switch(config-if-vpc)# no
shutdown

ステップ 9   

次に、イーサネット VDCに物理ポートの vPCを設定する例を示します。

vPC機能をイネーブルにします。
switch-eth(config)# feature vpc

ピアリンク PCを設定します。
switch-eth(config)# interface port-channel 1
switch-eth(config-if)# switchport
switch-eth(config-if)# switchport mode trunk
switch-eth(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20
switch-eth(config-if)# spanning-tree port type network
switch-eth(config-if)# vpc peer-link

ピアリンクポートチャネルメンバーを設定します。
switch-eth(config)# interface Ethernet3/21
switch-eth(config-if)# switchport
switch-eth(config-if)# switchport mode trunk
switch-eth(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20
switch-eth(config-if)# channel group 1 mode active
switch-eth(config-if)# no shutdown

物理ポート vPCインターフェイスの設定
switch-eth(config)# interface Ethernet3/1
switch-eth(config-if)# switchport
switch-eth(config-if)# switchport mode trunk
switch-eth(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20
switch-eth(config-if)# vpc 10
switch-eth(config-if-vpc)# lacp mode active
switch-eth(config-if-vpc)# no shutdown

次に、ピア VDCに物理ポート vPCを設定する例を示します。

vPC機能をイネーブルにします。
switch-eth(config)# feature vpc

ピアリンク PCを設定します。
switch-eth(config)# interface port-channel 1
switch-eth(config-if)# switchport
switch-eth(config-if)# switchport mode trunk
switch-eth(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20
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switch-eth(config-if)# spanning-tree port type network
switch-eth(config-if)# vpc peer-link

ピアリンクポートチャネルメンバーを設定します。
switch-eth(config)# interface Ethernet4/21
switch-eth(config-if)# switchport
switch-eth(config-if)# switchport mode trunk
switch-eth(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20
switch-eth(config-if)# channel group 1 mode active
switch-eth(config-if)# no shutdown

物理ポート vPCインターフェイスの設定
switch-eth(config)# interface Ethernet4/1
switch-eth(config-if)# switchport
switch-eth(config-if)# switchport mode trunk
switch-eth(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20
switch-eth(config-if)# vpc 10
switch-eth(config-if-vpc)# lacp mode active
switch-eth(config-if-vpc)# no shutdown

ヒットレス vPC ロールの変更の設定

はじめる前に

• vPC機能をイネーブルにします。

• vPCピアリンクがアップしていることを確認します。

•デバイスのロールプライオリティを検証します

手順

ステップ 1 ヒットレス vPCロールの変更機能を有効にします。
switch# vpc role preempt

ステップ 2 （オプション）ヒットレス vPCロールの変更機能を検証します。
switch# show vpc role

ヒットレス vPC ロールの変更の設定

次に、ヒットレス vPCロールの変更を設定する例を示します。
! The following is an output from the show vpc role command before the
vPC hitless feature is configured !

switch# show vpc role

vPC Role status
----------------------------------------------------
vPC role : secondary
vPC system-mac : 00:23:04:ee:be:01
vPC system-priority : 32667
vPC local system-mac : 8c:60:4f:03:84:41
vPC local role-priority : 32668
vPC peer system-mac : 8c:60:4f:03:84:43
vPC peer role-priority : 32667
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! Configure vPC hitless role change on the device!

switch# vpc role preempt

! The following is an output from the show vpc role command after the
vPC hitless feature is configured !

switch# show vpc role

vPC Role status
----------------------------------------------------
vPC role : primary
vPC system-mac : 00:00:00:00:00:00
vPC system-priority : 32667
vPC local system-mac : 8c:60:4f:03:84:41
vPC local role-priority : 32666
vPC peer system-mac : 8c:60:4f:03:84:43
vPC peer role-priority : 32667

vPC 設定の確認
目的コマンド

vPCがイネーブルになっているかどうかを表示
します。

show feature

vPCに関する要約情報を表示します。show vpc brief

すべてのvPCインターフェイス全体で一貫して
いる必要があるパラメータのステータスを表示

します。

show vpc consistency-parameters

vPCの実行コンフィギュレーションの情報を表
示します。

show running-config vpc

設定されているポートチャネルの数、およびデ

バイス上でまだ使用可能なポートチャネル数を

表示します。

show port-channel capacity

vPCに関する統計情報を表示します。show vpc statistics

ピアキープアライブメッセージに関する情報を

表示します。

show vpc peer-keepalive

ピアステータス、ローカルデバイスのロール、

vPCシステムMACアドレスとシステムプライ
オリティ、およびローカルvPCデバイスのMAC
アドレスとプライオリティを表示します。

show vpc role
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これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』を参照してください。

F2、F3、および FEX 上での物理ポート vPC の確認

目的コマンド

vPCに関する要約情報を表示します。show vpc brief

vPC ID、物理ポート、LACPポートの
状態の詳細などの、物理ポート VPC
の LACPステータスを表示します。

show lacp port-vpc summary

ポートチャネルと物理ポート vPCイ
ンターフェイスのLACPカウンタを表
示します。

show lacp counters

インターフェイス名別に、物理イン

ターフェイスまたはポートチャネル

インターフェイス上のLACPカウンタ
を表示します。

show lacp counters interfacenamenumber

ポートのLACPネイバー情報を表示し
ます。

show lacp neighbor

物理インターフェイス上で設定された

ポートのネイバーを表示します。

show lacp neighbor interfacenamenumber

次に、vPCに関する要約情報を確認する例を示します。

switch# show vpc brief

vPC status
-----------------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ethernet1/1 up success - - - - 200-250, 900-1000

次に、vPC ID、物理ポート、LACPポートの状態の詳細などの物理ポート VPCの LACPステータ
スを確認する例を示します。

switch# show lacp port-vpc summary

Flags: D – Down P – up
s - Suspended H – Hot-standby (LACP only)

VPC-Id Member Port
1 Ethernet 1/1(P)
2 Ethernet 1/2(H)
3 Ethernet 1/3(s)
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次に、ポートチャネルと物理ポート vPCインターフェイスの LACPカウンタを確認する例を示し
ます。

switch# show lacp counters

LACPDUs Marker Marker Response LACPDUs
Port Sent Recv Sent Recv Sent Recv Pkts Err
----------------------------------------------------------------------------
Ethernet2/1
Ethernet2/1 1677 1804 0 0 0 0 0

port-channel2
Ethernet2/2 1677 1808 0 0 0 0 0

次に、物理インターフェイス上の LACPカウンタを確認する例を示します。

switch# show lacp counters interface ethernet 1/1

LACPDUs Marker Marker Response LACPDUs
Port Sent Recv Sent Recv Sent Recv Pkts Err
---------------------------------------------------------------------
Ethernet1/1
Ethernet1/1 17466 17464 0 0 0 0 0

次に、vPCとポートチャネルメンバーの両方として設定されたポートのネイバーを確認する例を
示します。

switch# show lacp neighbor

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode

Eth1/1 neighbors
Partner's information

Partner Partner Partner
Port System ID Port Number Age Flags
Eth1/1 32768,2-0-0-0-0-66 0x2402 41595 SA

LACP Partner Partner Partner
Port Priority Oper Key Port State
32768 0x91 0x3d

次に、物理インターフェイス上で設定されたポートのネイバーを確認する例を示します。

switch# show lacp neighbor interface ethernet 1/1

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode

Eth1/1 neighbor
Partner's information

Partner Partner Partner
Port System ID Port Number Age Flags
Eth1/1 32768,0-26-98-14-e-c1 0x207 13 SA

LACP Partner Partner Partner
Port Priority Oper Key Port State
32768 0x0 0x3d

vPC のモニタリング
vPC統計情報を表示するには、show vpc statisticsコマンドを使用します。
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このコマンドは、現在作業している vPCピアデバイスの vPC統計情報しか表示しません。（注）

vPC の設定例
次の例は、以下の図に示すように、デバイス A上で vPCを設定する方法を示します。

図 28：vPC の設定例

ステップ 1：vPCおよび LACPをイネーブルにします。

switch# configure terminal
switch(config)# feature vpc
switch(config)# feature lacp

ステップ 2：（任意）ピアリンクにするインターフェイスの 1つを専用モードに設定します。

switch(config)# interface ethernet 7/1, ethernet 7/3, ethernet 7/5. ethernet 7/7
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# rate-mode dedicated
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 3：（任意）ピアリンクにする 2つ目の冗長インターフェイスを専用ポートモードに設
定します。

switch(config)# interface ethernet 7/2, ethernet 7/4, ethernet 7/6. ethernet 7/8
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/2
switch(config-if)# rate-mode dedicated
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 4：ピアリンクに入れる 2つのインターフェイス（冗長性のために）をアクティブレイ
ヤ 2 LACPポートチャネルに設定します。

switch(config)# interface ethernet 7/1-2
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switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-50
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 20
switch(config-if)# channel-group 20 mode active
switch(config-if)# exit

ステップ 5：VLANを作成し、イネーブルにします。

switch(config)# vlan 1-50
switch(config-vlan)# no shutdown
switch(config-vlan)# exit

ステップ 6：vPCピアキープアライブリンク用の独立した VRFを作成し、レイヤ 3インターフェ
イスをその VRFに追加します。

switch(config)# vrf context pkal
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# interface ethernet 8/1
switch(config-if)# vrf member pkal
switch(config-if)# ip address 172.23.145.218/24
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit

ステップ 7：vPCドメインを作成し、vPCピアキープアライブリンクを追加します。

switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 172.23.145.217 source 172.23.145.218
vrf pkal
switch(config-vpc-domain)# exit

ステップ 8：vPCピアリンクを設定します。

switch(config)# interface port-channel 20
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-50
switch(config-if)# vpc peer-link
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 9：vPCのダウンストリームデバイスへのポートチャネルのインターフェイスを設定し
ます。

switch(config)# interface ethernet 7/9
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# allowed vlan 1-50
switch(config-if)# native vlan 20
switch(config-if)# channel-group 50 mode active
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface port-channel 50
switch(config-if)# vpc 50
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 10：設定を保存します。

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

まずポートチャネルを設定する場合は、それがレイヤ 2ポートチャネルであることを確認し
てください。

（注）
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標準

タイトル標準

—IEEE 802.3ad

MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次のURL
にアクセスしてください。

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

• IEEE8023-LAG-CAPABILITY

• CISCO-LAG-MIB
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第 9 章

ブレイクアウトモードのインターフェイス

の設定

• ブレイクアウトの機能履歴, 343 ページ

• ブレイクアウトについて, 344 ページ

• ポートでのブレイクアウトの設定, 344 ページ

• ブレイクアウト設定の削除, 345 ページ

• ブレイクアウト設定の確認, 346 ページ

ブレイクアウトの機能履歴
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 17：ブレイクアウトの機能履歴

機能情報リリース機能名

Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ上の
ブレイクアウト機能に対するサポートが

追加されました。

Cisco Nexus 7700シリーズスイッチ上の
ブレイクアウト機能に対するサポートが

追加されました。

6.2(6)

6.2(8)
ブレイクアウト
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ブレイクアウトについて
Cisco Nexus 7000シリーズスイッチとCisco Nexus 7700スイッチは、ブレイクアウト機能をサポー
トします。ブレイクアウトを使用すれば、40ギガビットイーサネットポートを 4つの独立した
論理10ギガビットイーサネットポートに分割することができます。ブレイクアウトは、アクティ
ブな Twinax（7～ 10 m）ケーブルまたはマルチモードファイバケーブル（MTPコネクタまたは
MPOコネクタ付きの SR4光ケーブル）でサポートされます。

ブレイクアウト機能が設定されている場合は、対応するモジュールがリロードされ、対応する

インターフェイスの設定が削除されます。

（注）

ブレイクアウト機能は次のモジュールでサポートされます。

• Cisco Nexus 7000 F3シリーズ 12ポート 40ギガビットイーサネットモジュール

• Cisco Nexus 7000 M2シリーズ 6ポート 40ギガビットイーサネットモジュール

• Cisco Nexus 7700 F3シリーズ 24ポート 40ギガビットイーサネットモジュール

ポートでのブレイクアウトの設定

はじめる前に

正しい仮想ドメインコンテキスト（VDC）に入っていることを確認します。switchto vdcコマン
ドを使用して必要な VDCに移動します。

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   

ポートのブレイクアウト機能を設定します。switch(config)# interface breakout
module slot port port-rangemap
10g-4x

ステップ 2   

• slot：シャーシモデル別のポートのスロット
番号。

• port-range：ブレイクアウトを設定する単一
のポートまたはポートの範囲。
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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することで、変

更を保存します。

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

ステップ 3   

次の例では、1つの 40ギガビットイーサネットポートを 4つの 10ギガビットイーサネットポー
トにブレイクアウトする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(configure)# interface breakout module 1 port 1-12 map 10g-4x
switch(configure)# copy running-config startup-config

ブレイクアウト設定の削除

はじめる前に

正しい仮想ドメインコンテキスト（VDC）に入っていることを確認します。switchto vdcコマン
ドを使用して必要な VDCに移動します。

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   

ポートモジュールにおけるブレイクアウトの設定を削

除して、インターフェイスを 40ギガビットイーサネッ
トモードの動作に戻します。

switch(config)# no interface
breakout module slot port
port-rangemap 10g-4x

ステップ 2   

• slot：シャーシモデル別のモジュールのスロット番
号。

ブレイクアウト機能の設定時に対応する

ポートに使用したものと同じ slotモ
ジュール値を入力します。

（注）

• port-range：単一のポートまたはポートの範囲。

ブレイクアウト機能の設定時に対応する

ポートに使用したものと同じ port-range
値を入力します。

（注）
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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することで、変更を保存しま

す。

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

ステップ 3   

次の例では、ポート上のブレイクアウト設定を削除して、40ギガビットイーサネットモードの
動作に戻す方法を示します。

switch# configure terminal
switch(configure)# no interface breakout module 1 port 1-12 map 10g-4x
switch(configure)# copy running-config startup-config

ブレイクアウト設定の確認
ブレイクアウト設定を確認するには、次のコマンドを使用します。これらのコマンドは任意の順

序で使用できます。

手順

ステップ 1 show interface eth1/1 capabilities
インターフェイスコンフィギュレーションに関する情報を表示します。

ステップ 2 show interface brief
インターフェイス設定の概要を表示します。

次に、インターフェイスのブレイクアウト設定を確認する例を示します。

switch# show interface ethernet 1/1 capabilities | i Breakout

Breakout capable: yes

次に、インターフェイス設定の概要を表示するために使用される show interface briefコマンドの
出力例を示します。

switch# show interface brief | grep 1/1

Eth1/1/1 -- eth routed down SFP not inserted auto(D) --
Eth1/1/2 -- eth routed down SFP not inserted auto(D) --
Eth1/1/3 -- eth routed down SFP not inserted auto(D) --
Eth1/1/4 -- eth routed down SFP not inserted auto(D) --
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第 10 章

IP トンネルの設定

• 機能情報の確認, 347 ページ

• IPトンネル設定の機能履歴, 347 ページ

• IPトンネルについて, 348 ページ

• インターフェイスのライセンス要件, 350 ページ

• IPトンネルの前提条件, 350 ページ

• 注意事項と制約事項, 351 ページ

• デフォルト設定, 351 ページ

• IPトンネルの設定, 351 ページ

• IPトンネリングの設定例, 356 ページ

• IPトンネル設定の確認, 356 ページ

• 関連資料, 357 ページ

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。

IP トンネル設定の機能履歴
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。
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機能情報リリース機能名

M3シリーズモジュールのサポートが追
加されました。

7.3(0)DX(1)GREトンネル

F3シリーズモジュールのサポートが追
加されました。

6.2(10)GREトンネル

この機能が導入されました。6.1(1)異なる VRFのトンネルと
トランスポートのサポート

この機能が導入されました。4.2(1)デフォルト以外の VDCお
よびVRF内の IPトンネル

この機能が導入されました。4.0(1)IPトンネル

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層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。

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」の項を参照してください。

設定の前にトンネル機能をイネーブルにする必要があります。CiscoNX-OSリリース 4.2から、シ
ステムは機能のディセーブル化の前に自動的にチェックポイントを作成するため、このチェック

ポイントにロールバックできます。ロールバックおよびチェックポイントについては、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。
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GRE トンネル

Cisco NX-OSリリース 5.1(1)以降では、ソフトウェアは GREトンネルを通じてマルチキャス
ティングをサポートします。

（注）

Generic Routing Encapsulation（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。

以下の図は、GREトンネルの IPトンネルのコンポーネントを示しています。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 29：GRE PDU

Path MTU Discovery
パス最大伝送単位（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MTU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
ケットの送信元にインターネット制御メッセージプロトコル（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。
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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。
Cisco NX-OSソフトウェアは、デフォルトで、ICMP到達不能メッセージを無効にします。
ICMP到達不能メッセージは、ip unreachablesインターフェイスコマンドを使用して Cisco
NX-OSソフトウェアで有効にできます。

（注）

仮想化のサポート

Cisco NX-OSリリース 4.2以降では、非デフォルトのVDCおよび非デフォルトのVRFのトンネル
を設定できます。ある VDCに設定されたトンネルは、同じ番号を持つ別の VDCに設定されたト
ンネルとは区別されます。たとえば、VDC 1のトンネル 0は VDC 2のトンネル 0とは異なりま
す。

Cisco NX-OSリリース 6.1(1)より前の場合は、トンネルインターフェイスとトンネルトランス
ポートは同じ VRFにある必要があります。VDCについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration Guide』を、VRFについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

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。

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

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。
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•スイッチにログインしている。

• 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。

注意事項と制約事項
IPトンネルの設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• 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。

•トンネルは、Cisco Nexus 7000シリーズプラットフォームのMシリーズのカードでのみサ
ポートされます。

• CiscoNX-OSは、トンネルインターフェイスのWebCacheControl Protocol（WCCP）をサポー
トしません。

•トンネル機能は、Cisco Nexus 7000シリーズプラットフォームと Cisco Nexus 7700シリーズ
プラットフォーム上のMシリーズモジュールと F3シリーズモジュールでのみサポートされ
ます。

• Cisco NX-OSは、GREトンネルキープアライブをサポートしません。

デフォルト設定

デフォルトパラメータ

10分パスMTUディスカバリ経過時間タイマー

64パスMTUディスカバリの最小MTU

ディセーブルトンネル機能

IP トンネルの設定

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。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
351

IP トンネルの設定
注意事項と制約事項



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   

新しいトンネルインターフェイスを作成できま

す。

switch(config)# feature tunnelステップ 2   

トンネルインターフェイス機能をディセーブルに

するには、このコマンドのno形式を使用します。

（任意）

デバイス上でイネーブルされている機能に関する

情報を表示します。

switch(config)# show featureステップ 3   

（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

ステップ 4   

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。

はじめる前に

Cisco NX-OSリリース 6.1以降のリリースでは、異なる VRFでトンネル送信元およびトンネル宛
先を設定できます。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。

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   

新しいトンネルインターフェイスを作成し

ます。

switch(config)#interface
tunnelnumber

ステップ 2   

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
{ip-address | interface-name}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

この IPトンネルの宛先アドレスを設定し
ます。

switch(config-if)# tunnel destination
{ip-address | host-name}

ステップ 4   

設定された VRFをトンネルの IP宛先アド
レスの検索に使用します。

switch(config-if)# tunnel
use-vrfvrf-name

ステップ 5   

（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
tunnelnumber

ステップ 6   

（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

ステップ 7   

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

目的コマンド

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。

no interface tunnelnumber

次のオプションパラメータを設定して、インターフェイスコンフィギュレーションモードでト

ンネルを調整することができます。

目的コマンド

トンネルの説明を設定します。descriptionstring

インターフェイスで送信される IPパケットの
MTUを設定します。

mtuvalue

トンネルの存続可能時間を設定します。範囲は

1～ 255です。
tunnel ttlvalue

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# configure terminal
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
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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。

はじめる前に

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。

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   

新しいトンネルインターフェイスを作成し

ます。

switch(config)# interface
tunnelnumber

ステップ 2   

このトンネルモードをGREに設定します。switch(config-if)# tunnel mode gre
ip

ステップ 3   

（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
tunnelnumber

ステップ 4   

（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

ステップ 5   

パス MTU ディスカバリのイネーブル化
トンネルでパスMTUディスカバリをイネーブルにするには、tunnel path-mtu discoveryコマンド
を使用します。

目的コマンド

トンネルインターフェイスで Path MTU
Discovery（PMTUD）をイネーブルにします。
パラメータは次のとおりです。

• mins：分数。有効な範囲は 10～ 30です。
デフォルトは 10です。

• mtu-bytes：認識された最小MTU。範囲は
92～ 65535です。デフォルトは 92です。

tunnel path-mtu-discovery [age-timermin]
[min-mtubytes]
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トンネルインターフェイスへの VRF メンバーシップの割り当て
VRFにトンネルインターフェイスを追加できます。

はじめる前に

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。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

VRF用のインターフェイスを設定した後で、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。

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。

switch(config)# interface
tunnelnumber

ステップ 2   

このインターフェイスをVRFに追加します。switch(config-if)# vrf
membervrf-name

ステップ 3   

このインターフェイスの 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

switch(config-vrf)# ip
addressip-prefix/length

ステップ 4   

イスを VRFに割り当てた後に行う必要があ
ります。

（任意）

VRF情報を表示します。
switch(config-vrf)# show vrf
[vrf-name] interfaceinterface-type
number

ステップ 5   

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

ステップ 6   

次に、VRFにトンネルインターフェイスを追加する例を示します。

switch# configure terminal
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 トンネリングの設定例
次の例では、簡易GREトンネルを示します。イーサネット 1/2は、ルータAのトンネル送信元で
あり、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
ル送信元であり、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

IP トンネル設定の確認
IPトンネルの設定情報を確認するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

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、転送、および VRF）。
入力および出力パケット、バイト、およびパ

ケットレートを表示します。

show interface tunnelnumber

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 brief | include Tunnel

トンネルインターフェイスに設定された説明を

表示します。

show interface tunnelnumberdescription

トンネルインターフェイスの動作ステータスを

表示します。

show interface tunnelnumberstatus

トンネルインターフェイスの errdisable状態を
表示します。

show interface tunnelnumberstatus err-disabled
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第 11 章

Q-in-Q VLAN トンネルの設定
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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。

Q-in-Q トンネルおよびレイヤ 2 プロトコルのトンネリン
グの機能履歴

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。
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表 18：Q-in-Q トンネルおよびレイヤ 2 プロトコルのトンネリングの機能履歴

機能情報リリース機能名

show interface status error policyコマン
ドが追加されました。

6.2(2)インターフェイスおよび

VLANのポリシーエラー
の表示

この機能が導入されました。5.0(2)Q-in-Q VLANトンネル

この機能が導入されました。5.0(2)L2プロトコルのトンネリ
ング

Q-in-Q トンネルについて
この章では、Cisco NX-OSデバイス上で IEEE 802.1Q-in-Q (Q-in-Q) VLANトンネルおよびレイヤ
2プロトコルのトンネリングを設定する方法について説明します。

Q-in-Q VLANトンネルを使用することで、サービスプロバイダーは第 2の 802.1Qタグをすでに
タグ付けされたフレームに追加して、カスタマーに内部使用のVLANをすべて提供しながら、イ
ンフラストラクチャ内で異なるカスタマーのトラフィックを分離することができます。

Q-in-Q トンネリング
サービスプロバイダーのビジネスカスタマーには、多くの場合、サポートする VLAN IDおよび
VLANの数に固有の要件があります。同一サービスプロバイダーネットワークのさまざまなカス
タマーが必要とするVLAN範囲は重複し、インフラストラクチャを通るカスタマーのトラフィッ
クは混合してしまうことがあります。カスタマーごとに一意のVLANID範囲を割り当てると、カ
スタマーの設定が制限され、802.1Q仕様の 4096の VLANに関する上限を容易に超えてしまいま
す。

Q-in-Qは、ポートチャネルおよび仮想ポートチャネル（vPC）でサポートされます。非対称
リンクとしてポートチャネルを設定するには、ポートチャネル内のすべてのポートが同じト

ンネリング設定でなければなりません。

（注）

サービスプロバイダーは、802.1Qトンネリング機能を使用すると、単一の VLANを使用して、
複数のVLANを含むカスタマーをサポートできます。同一のVLAN上にあるように見えるときで
も、サービスプロバイダーインフラストラクチャ内のカスタマーの VLAN IDを保護したり、異
なるカスタマーの VLANトラフィックを分離しておくことができます。IEEE 802.1Qトンネリン
グは、VLAN-in-VLAN階層構造およびタグ付きパケットへのタギングによって、VLANスペース
を拡張します。802.1Qトンネリングをサポートするように設定されたポートは、トンネルポート
といいます。トンネリングを設定する場合、トンネリング専用のVLANにトンネルポートを割り
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当てます。カスタマーごとに個別の VLANが必要ですが、その VLANはカスタマーの VLANを
すべてサポートします。

カスタマーデバイスの IEEE 802.1Qトランクポートから、通常どおりに適切な VLAN IDでタグ
付けされたカスタマートラフィックが、サービスプロバイダーエッジスイッチのトンネルポー

トに着信します。カスタマーデバイスとエッジスイッチの間のリンクは、一方の端が 802.1Qト
ランクポート、反対側がトンネルポートとして設定されているので、非対称リンクです。それぞ

れのカスタマーに固有のアクセス VLAN IDには、トンネルポートインターフェイスを割り当て
ます。以下の図を参照してください。

選択的 Q-in-Qトンネリングはサポートされません。トンネルポートに着信すべてのフレーム
は、Q-in-Qタギングの対象となります。

（注）

図 30：802.1Q-in-Q トンネルポート

サービスプロバイダーエッジスイッチのトンネルポートに着信するパケット（適切な VLAN ID
ですでに 802.1Qタグ付けされている）は、カスタマーに一意であるVLAN IDを含む 802.1Qタグ
の別のレイヤでカプセル化されます。元々のカスタマーの 802.1Qタグは、カプセル化されたパ
ケットの中に維持されます。したがって、サービスプロバイダーインフラストラクチャに着信す

るパケットは二重にタグ付けされます。

外部タグには、カスタマーの（サービスプロバイダーによって割り当てられた）アクセスVLAN
IDが含まれます。（カスタマーによって割り当てられた）内部タグの VLAN IDは、受信トラ
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フィックのVLANです。この二重タギングは、以下の図に示すようにタグスタック構成Double-Q
または Q-in-Qと呼ばれます。

図 31：タグなし、802.1Q タグ付き、および二重タグ付きイーサネットフレーム

この方法で、外部タグの VLAN IDスペースは内部タグの VLAN IDスペースに依存しません。単
一の外部 VLAN IDは、個々のカスタマーの全体の VLAN IDスペースを表すことができます。こ
の方法により、カスタマーのレイヤ 2ネットワークをサービスプロバイダーネットワーク全体に
拡張して、複数のサイトに仮想 LANインフラストラクチャを作成することも可能になります。

階層型タギング、すなわちマルチレベルのdot1qタギングQ-in-Qはサポートされていません。（注）

ネイティブ VLAN のリスク
エッジスイッチで 802.1Qトンネリングを設定する場合は、サービスプロバイダーネットワーク
にパケットを送信するために、802.1Qトランクポートを使用する必要があります。ただし、サー
ビスプロバイダーネットワークのコアを通過するパケットは、IEEE802.1Qトランク、ISLトラン
ク、または非トランキングリンクで伝送される場合があります。802.1Qトランクをこれらのコア
スイッチで使用する場合には、802.1Qトランクのネイティブ VLANを、同じスイッチ上の dot1q
トンネルポートのどのネイティブ VLANにも一致させないでください。ネイティブ VLAN上の
トラフィックが 802.1Q送信トランクポートでタグ付けされなくなるためです。

以下の図では、VLAN40は、サービスプロバイダーネットワークの入力エッジスイッチ（スイッ
チ B）において、カスタマー Xからの 802.1Qトランクポートのネイティブ VLANとして設定さ
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れています。カスタマー Xのスイッチ Aは、VLAN 30のタグ付きパケットを、アクセス VLAN
40に属する、サービスプロバイダーネットワークのスイッチ Bの入力トンネルポートに送信し
ます。トンネルポートのアクセス VLAN（VLAN 40）は、エッジスイッチのトランクポートの
ネイティブVLAN（VLAN 40）と同じなので、トンネルポートから受信したタグ付きパケットに
802.1Qタグは追加されません。パケットにはVLAN30タグだけが付いて、サービスプロバイダー
ネットワークで出力エッジスイッチ（スイッチC）のトランクポートに送信され、出力スイッチ
トンネルによってカスタマー Yに間違えて送信されます。

図 32：ネイティブ VLAN のリスク

ネイティブ VLANの問題を解決する方法は 2つあります。

• 802.1Qトランクから出るすべてのパケット（ネイティブ VLANを含む）が、vlan dot1q tag
nativeコマンドを使用してタグ付けされるように、エッジスイッチを設定します。すべての
802.1Qトランクでネイティブ VLANパケットにタグを付けるようにスイッチを設定した場
合、スイッチはタグなしパケットを受信しますが、タグ付きパケットだけを送信します。

vlan dot1q tag nativeコマンドは、すべてのトランクポート上のタギング動作
に影響を与えるグローバルコマンドです。

（注）

•エッジスイッチのトランクポートのネイティブVLAN IDが、カスタマーVLAN範囲に属さ
ないようにします。たとえばトランクポートが VLAN100～ 200のトラフィックを運ぶ場合
は、この範囲以外の番号をネイティブ VLANに割り当てます。
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レイヤ 2 プロトコルのトンネリングについて
サービスプロバイダーネットワーク経由で接続される複数のサイトのカスタマーは、さまざまな

レイヤ 2プロトコルを実行して、すべてのリモートサイトおよびローカルサイトを含むようにト
ポロジを拡大する必要があります。スパニングツリープロトコル（STP）が適切に稼働している
必要があり、すべての VLANで、ローカルサイトおよびサービスプロバイダーインフラストラ
クチャ経由のすべてのリモートサイトを含む、適切なスパニングツリーを構築する必要がありま

す。Cisco Discovery Protocol（CDP）は、ローカルおよびリモートサイトから隣接するシスコデ
バイスを検出することができる必要があり、VLANトランキングプロトコル（VTP）は、カスタ
マーネットワークのすべてのサイトを通して一貫した VLAN設定を提供する必要があります。

プロトコルトンネリングがイネーブルになると、サービスプロバイダーインフラストラクチャ

の受信側にあるエッジスイッチが、レイヤ2プロトコルを特別のMACアドレスでカプセル化し、
サービスプロバイダーネットワークの端まで送信します。ネットワークのコアスイッチでは、

このパケットが処理されずに通常のパケットとして転送されます。CDP、STP、または VTPのブ
リッジプロトコルデータユニット（BPDU）は、サービスプロバイダーインフラストラクチャを
通過し、サービスプロバイダーネットワークの発信側にあるカスタマースイッチまで配信されま

す。同一パケットは同じ VLANのすべてのカスタマーポートで受信されます。

802.1Qトンネリングポートでプロトコルのトンネリングをイネーブルにしていない場合、サービ
スプロバイダーネットワークの受信側のリモートスイッチでは BPDUを受信せず、STP、CDP、
802.1X、およびVTPを適切に実行できません。プロトコルのトンネリングがイネーブルである場
合、それぞれのカスタマーネットワークのレイヤ 2プロトコルは、サービスプロバイダーネット
ワーク内で動作しているものから完全に区別されます。802.1Qトンネリングでサービスプロバイ
ダーネットワークを通してトラフィックを送信する、さまざまなサイトのカスタマースイッチで

は、カスタマー VLANが完全に認識されます。

レイヤ2プロトコルのトンネリングは、ソフトウェアでBPDUをトンネリングすることで動作
します。スーパーバイザが受信する多数の BPDUにより CPUの負荷が大きくなります。スー
パーバイザCPUの負荷を軽減するために、ハードウェアレートリミッタを使用する必要があ
る場合があります。「レイヤ 2プロトコルトンネルポートのレート制限の設定」の項を参照
してください。

（注）

たとえば、以下の図で、カスタマー Xには、サービスプロバイダーネットワークを介して接続
された同じ VLANに 4台のスイッチがあります。ネットワークが BPDUをトンネリングしない
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と、ネットワークの遠端のスイッチは STP、CDP、802.1X、および VTPプロトコルを正しく実行
できません。

図 33：レイヤ 2 プロトコルトンネリング

前の例では、カスタマー X、サイト 1のスイッチ上の VLANで動作する STPは、カスタマー X、
サイト 2のスイッチに基づくコンバージェンスパラメータを考慮せずに、このサイトのスイッチ
のスパニングツリーを構築します。
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以下の図は、BPDUトンネリングがイネーブルになっていない場合の、カスタマーのネットワー
クでの結果トポロジを示します。

図 34：BPDU トンネリングを使用しない仮想ネットワークトポロジ

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

注意事項と制約事項
Q-in-Qトンネリングおよびレイヤ 2トンネリングには、次の設定に関する注意事項と制約事項が
あります。

• Q-in-Qトンネルは、F1ラインカードではサポートされていません。

•サービスプロバイダーネットワーク内のスイッチは、Q-in-QタギングによるMTUサイズの
増加に対応するように設定する必要があります。

• Q-in-Qタグ付きパケットのMACアドレスラーニングは、外部 VLAN（サービスプロバイ
ダー VLAN）タグに基づいています。単一のMACアドレスが複数の内部（カスタマー）
VLANで使用される配置においては、パケット転送の問題が発生する場合があります。
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•レイヤ 3以上のパラメータは、トンネルトラフィックでは識別できません（レイヤ 3宛先や
送信元アドレスなど）。トンネル型トラフィックはルーティングできません。

• CiscoNexus7000シリーズのデバイスは、トンネルトラフィックに対するMACレイヤACL/QoS
（VLAN IDおよび送信元/宛先MACアドレス）のみを提供できます。

• MACアドレスに基づくフレーム配布を使用する必要があります。

•非対称リンクでは 1つのポートだけがトラッキングするため、Dynamic Trunking Protocol
（DTP）をサポートしません。無条件でトランクになるように、非対称リンクの802.1Qトラ
ンクポートを設定する必要があります。

•プライベート VLANをサポートするように設定されたポートに 802.1Qトンネリング機能を
設定することはできません。プライベート VLANは、これらの導入には必要ではありませ
ん。

•トンネル VLANの IGMPスヌーピングをディセーブルにする必要があります。

•コントロールプレーンポリシング（CoPP）はサポートされません。

•ネイティブVLANでのタギングを維持し、タグなしトラフィックを廃棄するには、vlandot1Q
tagnativeコマンドを入力する必要があります。このコマンドにより、ネイティブVLANの設
定ミスを防止できます。

• 802.1Qインターフェイスをエッジポートにするように手動で設定する必要があります。

• Dot1xトンネリングはサポートされていません。

• EtherType設定が複数の Cisco Nexusデバイスで有効になるように、EPLDを新しいバージョ
ンにアップグレードする必要があります。

•トンネル全体に STP BPDUまたは CDPパケットを転送するために、レイヤ 2プロトコル機
能を設定できません。

Q-in-Q トンネルおよびレイヤ 2 プロトコルのトンネリン
グの設定

802.1Q トンネルポートの作成
switchport modeコマンドを使用して dot1q-tunnelポートを作成します。
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spanning-tree port type edgeコマンドを使用して、エッジポートに 802.1Qトンネルポートを
設定する必要があります。ポートの VLANメンバーシップは、switchport access vlanvlan-idコ
マンドを使用して変更されます。

dot1q-tunnelポートに割り当てられたアクセス VLANの IGMPスヌーピングをディセーブルに
して、マルチキャストパケットが Q-in-Qトンネルを通過できるようにする必要があります。

（注）

はじめる前に

はじめに、スイッチポートとしてインターフェイスを設定する必要があります。

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   

設定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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポートと
して設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポートに802.1Qトンネルを作成します。インターフェ
イスモードを変更すると、ポートはダウンし、再初

switch(config-if)# switchport
mode dot1q-tunnel

ステップ 4   

期化（ポートフラップ）されます。トンネルインター

フェイスでは BPDUフィルタリングがイネーブルに
なり、CDPがディセーブルになります。

（任意）

ポートで 802.1Qトンネルをディセーブルにします。
switch(config-if)# no
switchport mode
dot1q-tunnel

ステップ 5   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 6   

（任意）

dot1q-tunnelモードにあるすべてのポートを表示しま
す。必要に応じて、表示するインターフェイスまたは

インターフェイスの範囲を指定できます。

switch(config)# show
dot1q-tunnel
[interfaceif-range]

ステップ 7   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANを表示します。これによ

switch(config)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 8   

り、ポリシーがハードウェアポリシーと一致するこ

とを確認できます。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。こ

switch(config)# no shutdownステップ 9   

のコマンドにより、ポリシープログラミングが続行

でき、ポートがアップできます。ポリシーが対応して

いない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態
になります。

（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

ステップ 10   

次に、802.1Qトンネルポートを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# show dot1q-tunnel

Q-in-Q 用の EtherType の変更
Q-in-Qカプセル化に使用するように 802.1Q EtherType値を変更できます。

二重タグフレームを伝送する出力トランクインターフェイス（サービスプロバイダーに接続

するトランクインターフェイス）だけに EtherTypeを設定する必要があります。トランクの一
方で EtherTypeを変更した場合、トランクのもう一方でも同じ値を設定する必要があります
（対称構成）。

（注）

設定した EtherType値は、（Q-in-Qパケットだけではなく）インターフェイスから出るすべて
のタグ付きパケットに影響します。

注意

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   
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目的コマンドまたはアクション

設定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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポート
として設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポート上のQ-in-Qトンネル用にEtherTypeを設定し
ます。

switch(config-if)# switchport
dot1q ethertypevalue

ステップ 4   

（任意）

ポートの EtherTypeを 0x8100のデフォルト値にリ
セットします。

switch(config-if)# no
switchport dot1q ethertype

ステップ 5   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 6   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイ

ンターフェイスおよび VLANを表示します。これ

switch(config)# show interface
status error policy [detail]

ステップ 7   

により、ポリシーがハードウェアポリシーと一致

することを確認できます。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示す

るには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するイン

ターフェイスおよび VLANのエラーをクリアしま

switch(config)# no shutdownステップ 8   

す。このコマンドにより、ポリシープログラミン

グが続行でき、ポートがアップできます。ポリシー

が対応していない場合は、エラーは error-disabledポ
リシー状態になります。

（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

ステップ 9   

次に、802.1Qトンネルポートを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport dot1q ethertype 0x9100
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# show dot1q-tunnel
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レイヤ 2 プロトコルトンネルのイネーブル化
802.1Qトンネルポートでプロトコルのトンネリングをイネーブルにできます。

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   

設定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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポートと
して設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポートに802.1Qトンネルを作成します。インターフェ
イスモードを変更すると、ポートはダウンし、再初

switch(config-if)# switchport
mode dot1q-tunnel

ステップ 4   

期化（ポートフラップ）されます。トンネルイン

ターフェイスでは BPDUフィルタリングがイネーブ
ルになり、CDPがディセーブルになります。

レイヤ 2プロトコルのトンネリングをイネーブルに
します。必要に応じて、CDP、STP、または VTPト
ンネリングをイネーブルにできます。

switch(config-if)# l2protocol
tunnel [cdp | stp | vtp]

ステップ 5   

（任意）

プロトコルのトンネリングをディセーブルにします。

switch(config-if)# no
l2protocol tunnel [cdp | stp |
vtp]

ステップ 6   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 7   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANを表示します。これによ

switch(config)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 8   

り、ポリシーがハードウェアポリシーと一致するこ

とを確認できます。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示す

るには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。こ

switch(config)# no shutdownステップ 9   

のコマンドにより、ポリシープログラミングが続行

でき、ポートがアップできます。ポリシーが対応し

ていない場合は、エラーは error-disabledポリシー状
態になります。
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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(config)# copy
running-config
startup-config

ステップ 10   

次に、802.1Qトンネルポートでプロトコルのトンネリングをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# l2protocol tunnel stp
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit

L2 プロトコルトンネルポートに対するグローバル CoS の設定
トンネルポートの入力 BPDUが指定されたクラスでカプセル化されるように、サービスクラス
（CoS）の値をグローバルに指定できます。

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   

すべてのレイヤ 2プロトコルのトンネリングポート
でグローバル CoS値を指定します。デフォルト CoS
値は 5です。

switch(config)# l2protocol
tunnel cosvalue

ステップ 2   

（任意）

グローバル CoS値をデフォルト値に設定します。
switch(config)# no
l2protocol tunnel cos

ステップ 3   

設定モードを終了します。switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANを表示します。これによ

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 5   

り、ポリシーがハードウェアポリシーと一致するこ

とを確認できます。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよび VLANのエラーをクリアします。こ

switch# no shutdownステップ 6   

のコマンドにより、ポリシープログラミングが続行

でき、ポートがアップできます。ポリシーが対応して

いない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態に
なります。

（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 7   

次に、レイヤ 2プロトコルのトンネリングのためのグローバル CoS値を指定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# l2protocol tunnel cos 6
switch(config)# exit

レイヤ 2 プロトコルトンネルポートのレート制限の設定
レイヤ 2プロトコルのトンネリング用にハードウェアレートリミッタの設定を指定できます。デ
フォルトは500パケット/秒に設定されます。ロードまたはカスタマーにトンネリングされるVLAN
数によって、カスタマーのネットワーク上の STPのエラーを回避するためにこの値を調整する必
要がある場合があります。

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   

dot1q-tunnelポートからの着信プロトコルパケッ
トがハードウェアにドロップされる1秒あたり

switch(config)# hardware
rate-limiter layer-2
l2ptpackets-per-sec

ステップ 2   

のパケット数のしきい値を設定します。有効値

は 0～ 30000です。

（任意）

しきい値をデフォルトの毎秒500パケットにリ
セットします。

switch(config)# no hardware
rate-limiter layer-2 l2pt

ステップ 3   
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レイヤ 2 プロトコルトンネルポートのしきい値の設定
レイヤ 2プロトコルのトンネリングポートに対するポートドロップおよびシャットダウン値を指
定できます。

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   

設定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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポート
として設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポートに 802.1Qトンネルを作成します。switch(config-if)# switchport
mode dot1q-tunnel

ステップ 4   

廃棄される前にインターフェイスで処理できる最

大パケット数を指定します。必要に応じて、CDP、
switch(config-if)# l2protocol
tunnel drop-threshold [cdp | stp
| vtp] packets-per-sec

ステップ 5   

STP、または VTPを指定できます。パケットの有
効な値は 1～ 4096です。

（任意）

しきい値を 0にリセットし、ドロップしきい値を
ディセーブルにします。

switch(config-if)# no l2protocol
tunnel drop-threshold [cdp | stp
| vtp]

ステップ 6   

インターフェイスで処理できる最大パケット数を

指定します。パケット数が超過すると、ポートは

switch(config-if)# l2protocol
tunnel shutdown-threshold
[cdp | stp | vtp] packets-per-sec

ステップ 7   

error-disabledステートになります。必要に応じて、
CDP、STP、または VTPを指定できます。パケッ
トの有効な値は 1～ 4096です。

（任意）

しきい値を 0にリセットし、シャットダウンしき
い値をディセーブルにします。

switch(config-if)# l2protocol
tunnel shutdown-threshold
[cdp | stp | vtp]

ステップ 8   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 9   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイ

ンターフェイスおよび VLANを表示します。これ

switch(config)# show interface
status error policy [detail]

ステップ 10   

により、ポリシーがハードウェアポリシーと一致

することを確認できます。
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目的コマンドまたはアクション

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示

するには、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するイン

ターフェイスおよび VLANのエラーをクリアしま

switch(config)# no shutdownステップ 11   

す。このコマンドにより、ポリシープログラミン

グが続行でき、ポートがアップできます。ポリシー

が対応していない場合は、エラーは error-disabled
ポリシー状態になります。

（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

ステップ 12   

Q-in-Q 設定の確認
目的コマンド

すべての統計情報カウンタをクリアします。イ

ンターフェイスが指定されていない場合、すべ

てのインターフェイスのレイヤ2プロトコルト
ンネル統計情報がクリアされます。

clear l2protocol tunnel counters [interfaceif-range]

dot1qトンネルモードのインターフェイス範囲
またはすべてのインターフェイスが表示されま

す。

show dot1q-tunnel [interfaceif-range]

一定範囲のインターフェイス（特定のVLANの
一部であるすべての dot1q-tunnelインターフェ
イスまたはすべてのインターフェイス）のレイ

ヤ 2プロトコルトンネル情報を表示します。

show l2protocol tunnel [interfaceif-range |
vlanvlan-id]

レイヤ2プロトコルトンネルが設定されている
すべてのポートのサマリーを表示します。

show l2protocol tunnel summary

現在のレイヤ2プロトコルトンネルの実行コン
フィギュレーションを表示します。

show running-config l2pt
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目的コマンド

ハードウェアポリシーと矛盾するインターフェ

イスおよび VLANのエラーを表示します。

detailコマンドを使用すると、エラーを受信す
るインターフェイスおよびVLANの詳細を表示
できます。

show interface status error policy [detail]

Q-in-Q およびレイヤ 2 プロトコルのトンネリングの設定
例

次に、イーサネット 7/1に着信するトラフィックに対し Q-in-Qを処理するよう設定されたサービ
スプロバイダーのスイッチを示します。レイヤ 2プロトコルトンネルが STP BPDUに対してイ
ネーブルにされます。このカスタマーは VLAN 10（外部 VLANタグ）に割り当てられます。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# no shutdown
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# l2protocol tunnel stp
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch#
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第 12 章

イーサネット OAM の設定

• イーサネット OAM, 377 ページ

イーサネット OAM
この章では、イーサネットの運用管理および保守（OAM）の設定について説明します。

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。

イーサネット OAM の機能履歴

表 19：イーサネット OAM の機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。7.3(0)D1(1)イーサネット OAM
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イーサネット OAM について
メトロエリアネットワーク（MAN）またはワイドエリアネットワーク（WAN）テクノロジーと
してのイーサネットでは、運用管理および保守（OAM）機能の実装によって大きな恩恵が得られ
ます。イーサネットリンク OAM機能を使用すると、サービスプロバイダーはMANやWANで
の接続の品質をモニタできます。サービスプロバイダーは、特定のイベントをモニタし、イベン

トに対しアクションを実行すること、および必要に応じて、トラブルシューティングのために特

定のインターフェイスをループバックモードにすることができます。イーサネットリンク OAM
は単一の物理リンクで動作し、そのリンクの片側または両側をモニタするように設定できます。

イーサネットリンク OAMは次のように設定できます。

•リンクOAMプロファイルを設定し、このプロファイルを複数のインターフェイスのパラメー
タの設定に使用できます。

•リンク OAMは、インターフェイス上で直接設定できます。

インターフェイスでリンク OAMプロファイルも使用している場合、プロファイルで設定された
特定のパラメータは、インターフェイスで直接別の値を設定することで上書きできます。

EOAMプロファイルにより、複数のインターフェイスでEOAM機能を設定するプロセスが容易に
なります。イーサネット OAMプロファイルおよびそのすべての機能は、他のインターフェイス
から参照でき、他のインターフェイスでそのイーサネット OAMプロファイルの機能を継承でき
ます。

個々のイーサネットリンクOAM機能は、1つのプロファイルに含めることなく、個々のインター
フェイスで設定できます。このような場合、個別に設定される機能は、プロファイルの機能より

も常に優先されます。

カスタムEOAMの設定を行う望ましい方法は、イーサネットコンフィギュレーションモードで、
EOAMプロファイルを作成し、個別のインターフェイスまたは複数のインターフェイスにアタッ
チすることです。

次の標準的なイーサネットリンク OAM機能が、Cisco Nexus 7000シリーズスイッチでサポート
されます。

•ネイバー探索

•リンクモニタリング

•誤配線検出（シスコ固有）

ネイバー探索

ネイバー探索では、リンクの両端で、相手側のOAM機能を学習し、OAMピア関係を確立できる
ようにします。両端でセッションを確立する前に、ピアに特定の機能が必要となる場合もありま

す。アクションコンフィギュレーションサブモードで capabilities-conflictコマンドまたは
discovery-timeoutコマンドを使用して、機能の競合が存在する場合や検出プロセスがタイムアウ
トした場合に実行する、特定のアクションを設定できます。
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リンクモニタリング

リンクモニタリングでは、OAMピアで、リンク品質が時間とともに低下する障害をモニタでき
ます。リンクモニタリングをイネーブルにすると、設定したしきい値を超えた場合にアクション

を実行するように OAMピアを設定できます。

誤配線検出（シスコ固有）

誤配線検出はシスコ独自の機能で、可能性のある誤配線のケースを特定するために、すべての情

報 OAMPDUの 32ビットのベンダーフィールドを使用します。

インターフェイスのライセンス要件

vPCには、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すべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Services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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

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。

イーサネット OAM の前提条件
•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

•スイッチ上のF3（10ギガビットイーサネット）シリーズモジュールまたはM2（10ギガビッ
トイーサネット）シリーズモジュールを使用する必要があります。

注意事項と制約事項

イーサネット OAMの次の機能領域は、Cisco NX-OS 7000シリーズスイッチではサポートされま
せん。

• Helloインターバル設定

•リモートループバック

•イーサネット障害検出（EFD）
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イーサネット OAM の設定

イーサネット OAM プロファイルの設定

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

イーサネットリンク OAM機能を有効にします。feature ethernet-link-oam

例：
switch(config)# feature
ethernet-link-oam

ステップ 2   

新しいイーサネット運用管理および保守（OAM）プ
ロファイルを作成し、イーサネット OAMコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

ethernet oam profile
profile-name

例：
switch(config)# ethernet oam
profile Profile_1
switch(config-eoam)#

ステップ 3   

イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレー
ションモードを開始します。

link-monitor

例：
switch(config-eoam)#
link-monitor
switch(config-eoam-lm)#

ステップ 4   

（任意）

イーサネット OAMシンボル期間エラーイベントの
ウィンドウサイズをミリ秒単位で設定します。

symbol-period windowwindow

例：
switch(config-eoam-lm)#
symbol-period window 60000

ステップ 5   

指定できる範囲は 1000～ 60000です。デフォルト値
は 1000です。

（任意）

イーサネットOAMシンボル期間エラーイベントをト
リガーするしきい値をシンボル単位で設定します。上

symbol-period threshold
lowthreshold [highthreshold]

例：
switch(config-eoam-lm)#
symbol-period threshold low
10000000 high 60000000

ステップ 6   

限しきい値はオプションです。下限しきい値とともに

のみ設定できます。

指定できる範囲は 1～ 60000000です。デフォルトの
下限しきい値は 1です。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
380

イーサネット OAM の設定
イーサネット OAM の設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）

OAMフレームエラーイベントのフレームのウィンド
ウサイズをミリ秒単位で設定します。

frame windowwindow

例：
switch(config-eoam-lm)#
frame window 60

ステップ 7   

指定できる範囲は 1000～ 60000です。デフォルト値
は 1000です。

（任意）

イーサネット OAMフレームエラーイベントをトリ
ガーするしきい値をシンボル単位で設定します。上限

frame threshold
lowthresholdhighthreshold

例：
switch(config-eoam-lm)#
frame threshold low 10000000
high 60000000

ステップ 8   

しきい値はオプションです。下限しきい値とともにの

み設定できます。

指定できる範囲は 1～ 12000000です。デフォルトの
下限しきい値は 1です。

（任意）

イーサネット OAMフレーム期間エラーイベントの
ウィンドウサイズをミリ秒単位で設定します。

frame-period windowwindow

例：
switch(config-eoam-lm)#
frame-period window 60000

ステップ 9   

指定できる範囲は 1000～ 60000です。デフォルト値
は 1000です。

（任意）

イーサネットOAMフレーム期間エラーイベントをト
リガーするしきい値をフレーム単位で設定します。上

frame-period threshold
lowthreshold [highthreshold]

例：
switch(config-eoam-lm)#
frame-period threshold low
100 high 1000000

ステッ

プ 10   

限しきい値はオプションです。下限しきい値とともに

のみ設定できます。

指定できる範囲は 1～ 1000000です。デフォルトの下
限しきい値は 60000です。

IEEE 802.3標準では、1つのウィンドウ内のエラーフ
レーム数としてしきい値超過イベントが規定されてい

ます。標準に準拠するために、フレーム期間イベント

の下限しきい値と上限しきい値が 100万フレームあた
りのエラー数で測定されます。したがって、リモート

の下限しきい値と上限しきい値を決定するための計算

式は、(設定されたしきい値 *受信されたブリッジプ
ロトコルデータユニット（BPDU）のフレームウィ
ンドウ)/1000000になります。たとえば、受信された
フレームウィンドウが300の場合は、上限しきい値が
20000 * 300/1000000 = 6になります。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

OAMフレーム秒数エラーイベントのウィンドウサイ
ズをミリ秒単位で設定します。

frame-seconds windowwindow

例：
switch(config-eoam-lm)#
frame-seconds window 900000

ステッ

プ 11   

指定できる範囲は 10000～ 900000です。デフォルト
値は 60000です。

（任意）

フレーム秒数エラーイベントをトリガーするしきい値

を秒単位で設定します。上限しきい値は下限しきい値

とともにのみ設定できます。

frame-seconds threshold
lowthreshold [highthreshold]

例：
switch(config-eoam-lm)#
frame-seconds threshold 3
threshold 900

ステッ

プ 12   

指定できる範囲は 1～ 900です。デフォルト値は 1で
す。

イーサネット OAMモードを終了します。exit

例：
switch(config-eoam-lm)# exit
switch(config-eoam)#

ステッ

プ 13   

イーサネット OAMセッションのタイムアウト値を
（秒単位）設定します。

connection timeoutseconds

例：
switch(config-eoam)#
connection timeout 30

ステッ

プ 14   

指定できる範囲は 2～ 30です。デフォルト値は 5で
す。

イーサネット OAMモードを設定します。デフォルト
は activeです。

mode {active | passive}

例：
switch(config-eoam)# mode
passive

ステッ

プ 15   

イーサネット OAMセッションがアクティブになる前
に有効にする必要がある機能を指定するために

require-remote

例：
switch(config-eoam)#
require-remote

ステッ

プ 16   
require-remoteコンフィギュレーションサブモードを
開始します。

switch(config-eoam-require)#

イーサネット OAMセッションがアクティブになる前
に、リモートエンドでアクティブモードまたはパッ

シブモードを設定する必要があります。

mode {active | passive}

例：
switch(config-eoam-require)#
mode active

ステッ

プ 17   

イーサネット OAMセッションがアクティブになる前
に、リモートエンドで link-monitoringを設定する必要
があります。

link-monitoring

例：
switch(config-eoam-require)#
link-monitoring

ステッ

プ 18   
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目的コマンドまたはアクション

require-remoteコンフィギュレーションサブモードを
終了します。

exit

例：
switch(config-eoam-require)#
exit
switch(config-eoam)#

ステッ

プ 19   

イベントアクションを設定するために、アクション

コンフィギュレーションサブモードを開始します。

アクション

例：
switch(config-eoam)# action
switch(config-eoam-action)#

ステッ

プ 20   

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェ

イスで実行するアクションを指定します。デフォルト

アクションは、syslogエントリの作成です。

capabilities-conflict {disable |
efd | error-disable-interface}

例：
switch(config-eoam-action)#
capabilities-conflict
disable

ステッ

プ 21   

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）

重大イベント通知をリモートイーサネットOAMピア
から受信したときにインターフェイスで実行するアク

critical-event {disable |
error-disable-interface}

例：
switch(config-eoam-action)#
critical-event
error-disable-interface

ステッ

プ 22   
ションを指定します。デフォルトアクションは、syslog
エントリの作成です。

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）

接続タイムアウトが発生したときにインターフェイス

で実行するアクションを指定します。デフォルトアク

ションは、syslogエントリの作成です。

discovery-timeout {disable | efd
| error-disable-interface}

例：
switch(config-eoam-action)#
discovery-timeout disable

ステッ

プ 23   

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

dying-gasp通知をリモートイーサネット OAMピアか
ら受信したときにインターフェイスで実行するアク

dying-gasp {disable |
error-disable-interface}

例：
switch(config-eoam-action)#
dying-gasp
error-disable-interface

ステッ

プ 24   
ションを指定します。デフォルトアクションは、syslog
エントリの作成です。

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）

上限しきい値を超過した場合にインターフェイスで実

行するアクションを指定します。デフォルトは上限し

high-threshold
{error-disable-interface | log}

例：
switch(config-eoam-action)#
high-threshold
error-disable-interface

ステッ

プ 25   
きい値を超過した場合、何のアクションも実行しませ

ん。

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、イベントが発生した場

合にインターフェイスでアクションしない

ようにするには、disableキーワードオプ
ションをインターネットイーサネットOAM
コンフィギュレーションモードで使用でき

ます。

（注）

リモートループバックのイベント発生時に処理がイン

ターフェイスで実行されないことを指定します。デ

フォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

remote-loopback disable

例：
switch(config-eoam-action)#
remote-loopback disable

ステッ

プ 26   

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）

イーサネット OAMセッションがダウンした場合にイ
ンターフェイスで実行するアクションを指定します。

session-down {disable | efd |
error-disable-interface}

例：
switch(config-eoam-action)#
session-down
error-disable-interface

ステッ

プ 27   

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

イーサネット OAMセッションが設定された場合にア
クションがインターフェイスで実行されないことを指

session-up disable

例：
switch(config-eoam-action)#
session-up disable

ステッ

プ 28   
定します。デフォルトアクションは、syslogエントリ
の作成です。

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）

リンク障害通知をリモートイーサネットOAMピアか
ら受信したときにインターフェイスで実行するアク

uni-directional link-fault
{disable | efd |
error-disable-interface}

ステッ

プ 29   
ションを指定します。デフォルトアクションは、syslog
エントリの作成です。

例：
switch(config-eoam-action)#
uni-directional link-fault
disable

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、インターフェイスのイ

ベントが発生した場合にそれを記録するに

は、logキーワードオプションをインター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュ
レーションモードで使用できます。

（注）

配線競合イベントが発生したときにインターフェイス

で実行するアクションを指定します。デフォルトはイ

ンターフェイスを errdisableステートにします。

wiring-conflict {disable | efd |
log}

例：
switch(config-eoam-action)#
wiring-conflict disable

ステッ

プ 30   

デフォルトを変更する場合、プロファイル

の設定を上書きし、イベントが発生した場

合にインターフェイスを errdisableステート
にするには、error-disable-interfaceキーワー
ドオプションをインターフェイスイーサ

ネット OAMコンフィギュレーションモー
ドで使用できます。

（注）

コンフィギュレーションセッションを終了し、EXEC
モードに戻ります。

end

例：
switch(config-eoam-action)#
end

ステッ

プ 31   
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インターフェイスへのイーサネット OAM プロファイルのアタッチ

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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、イーサネットインターフェ

interfaceinterface

例：
switch(config)# interface
GigabitEthernet 0/0/6/11
switch(config-if)#

ステップ 2   

イス名と rack/slot/module/port表記を指定しま
す。

イーサネット OAMをイネーブルにし、イン
ターフェイスイーサネットOAMコンフィギュ
レーションモードを開始します。

ethernet oam

例：
switch(config-if)# ethernet oam
switch(config-if-eoam)#

ステップ 3   

指定されたイーサネットOAMプロファイルと
その設定のすべてをインターフェイスにアタッ

チします。

profileprofile-name

例：
switch(config-if-eoam)# profile
Profile_1

ステップ 4   

コンフィギュレーションセッションを終了し、

EXECモードに戻ります。
end

例：
switch(config-if-eoam)# end

ステップ 5   

イーサネット OAM のインターフェイスでの設定およびプロファイル設定の上書き
EOAMプロファイルの使用は、共通のEOAMの設定でいくつかのインターフェイスを設定する効
率的な方法です。ただし、プロファイルを使用して特定のインターフェイスの特定の機能の動作

を変更する場合、プロファイル設定を上書きできます。インターフェイスに適用される特定のプ

ロファイル設定を上書きするには、そのインターフェイスの動作を変更するようにインターフェ

イスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードでこのコマンドを設定できます。

場合によっては、コマンドのデフォルト設定により、特定のキーワードオプションだけをイン

ターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードで使用できます。たとえば、
actionコンフィギュレーションサブモードコマンドを設定しなければ、このコマンドの複数の形
式のデフォルト動作では、プロファイルが作成されインターフェイスに適用されるときに syslog
エントリを作成します。したがって、logキーワードは、デフォルトの動作であるため、プロファ
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イルのこれらのコマンドについてはイーサネット OAM設定で使用できなくなります。ただし、
プロファイルの設定でデフォルトが変更された場合、インターフェイスイーサネット OAM設定
で logキーワードを使用でき、特定のインターフェイスの syslogエントリの作成のアクションを
保持できるようになります。

イーサネット OAM設定をインターフェイスで設定し、プロファイルの設定を上書きするには、
次の手順を実行します。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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、イーサネットインターフェイス名と

rack/slot/module/port表記を指定します。

interfaceinterface

例：
switch(config)# interface
GigabitEthernet 0/0/6/11
switch(config-if)#

ステップ 2   

イーサネット OAMをイネーブルにし、インター
フェイスイーサネット OAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam

例：
switch(config-if)# ethernet
oam
switch(config-if-eoam)#

ステップ 3   

イーサネットOAMコンフィギュレーションコマ
ンドを設定し、プロファイル設定の設定を上書き

interface-Ethernet-OAM-command

例：
switch(config-if-eoam)# mode
passive

ステップ 4   

します。ここで、interface-Ethernet-OAM-command
は、インターフェイスイーサネット OAMコン
フィギュレーションモードのプラットフォームで

サポートされるいずれかのコマンドです。

コンフィギュレーションセッションを終了し、

EXECモードに戻ります。
end

例：
switch(config-if-eoam)# end

ステップ 5   

インターフェイス上でのイーサネット OAM 統計情報のクリア
すべてのイーサネット OAMインターフェイス上のパケットカウンタをクリアする場合は、clear
ethernet oam statisticsコマンドを使用します。特定のイーサネットOAMインターフェイス上のパ
ケットカウンタをクリアする場合は、clear ethernet oam statisticsinterfaceコマンドを使用します。
switch# clear ethernet oam statistics interface gigabitethernet 0/1/5/1
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イーサネット OAM の設定の確認
show ethernet oam configurationコマンドを使用して、特定のインターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスのイーサネット OAM設定の値を表示します。

これらの設定の一部は特定のプラットフォームでサポートされませんが、デフォルトは報告さ

れます。Cisco Nexus 7000シリーズスイッチでは、次の領域がサポートされません。
（注）

• Helloインターバル設定

•リモートループバック

• EFD

switch# show ethernet oam configuration interface gigabitethernet 0/0/0/0
GigabitEthernet0/0/0/0:
Hello interval: 1s
Link monitoring enabled: Y
Remote loopback enabled: N
Mib retrieval enabled: N
Uni-directional link-fault detection enabled: N
Configured mode: Active
Connection timeout: 5
Symbol period window: 1000
Symbol period low threshold: 1
Symbol period high threshold: None
Frame window: 1000
Frame low threshold: 1
Frame high threshold: None
Frame period window: 1000
Frame period low threshold: 1
Frame period high threshold: None
Frame seconds window: 60000
Frame seconds low threshold: 1
Frame seconds high threshold: None
High threshold action: None
Link fault action: Log
Dying gasp action: Log
Critical event action: Log
Discovery timeout action: Log
Capabilities conflict action: Log
Wiring conflict action: Error-Disable
Session up action: Log
Session down action: Log
Remote loopback action: Log
Require remote mode: Ignore
Require remote MIB retrieval: N
Require remote loopback support: N
Require remote link monitoring: N

show ethernet oam discoveryコマンドは、OAMセッションのステータスを表示するために使用し
ます。インターフェイスを指定しなかった場合は、OAMが設定されたすべてのインターフェイス
の詳細が表示されます。

switch# show ethernet oam discovery GigabitEthernet0/0/6/11
GigabitEthernet0/0/6/11
Local client
Administrative configuration:
PDU revision: 2
Mode: Active
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Unidirectional support: N
Link monitor support: N
Remote loopback support: Y
MIB retrieval support: Y
Maximum PDU size: 1500
Mis-wiring detection key: 20492C

Operational status:
Port status: Operational
Loopback status: None
Interface mis-wired: N

Remote client
MAC address: 0030.96fd.6bfa
Vendor (OUI): 00.00.0C (Cisco)

Administrative configuration:
PDU revision: 5
Mode: Passive
Unidirectional support: N
Link monitor support: Y
Remote loopback support: Y
MIB retrieval support: N
Maximum PDU size: 1500

show ethernet oam statisticsコマンドは、ローカルとリモートの OAMセッションの統計情報を表
示するために使用します。インターフェイスを指定しなかった場合は、OAMが設定されたすべて
のインターフェイスの統計情報が表示されます。

switch# show ethernet oam statistics
GigabitEthernet0/0/6/11
Counters
--------
Information OAMPDU Tx 45
Information OAMPDU Rx 42
Unique Event Notification OAMPDU Tx 0
Unique Event Notification OAMPDU Rx 0
Duplicate Event Notification OAMPDU Tx 0
Duplicate Event Notification OAMPDU Rx 0
Loopback Control OAMPDU Tx 0
Loopback Control OAMPDU Rx 3
Variable Request OAMPDU Tx 0
Variable Request OAMPDU Rx 0
Variable Response OAMPDU Tx 0
Variable Response OAMPDU Rx 0
Organization Specific OAMPDU Tx 0
Organization Specific OAMPDU Rx 0
Unsupported OAMPDU Tx 93
Unsupported OAMPDU Rx 0
Frames Lost due to OAM 12

Local event logs
----------------
Errored Symbol Period records 0
Errored Frame records 0
Errored Frame Period records 0
Errored Frame Second records 0

Remote event logs
-----------------
Errored Symbol Period records 0
Errored Frame records 0
Errored Frame Period records 0
Errored Frame Second records 0
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show ethernet oam event-logコマンドは、OAMが設定されたインターフェイスの最新のイベント
ログを表示するために使用します。

switch# show ethernet oam event-log
Wed Jan 23 06:16:46.684 PST
Local Action Taken:

N/A - No action needed EFD - Interface brought down using EFD
None - No action taken Err.D - Interface error-disabled
Logged - System logged

GigabitEthernet0/1/0/0
================================================================================
Time Type Loc'n Action Threshold Breaching Value
------------------------- -------------- ------ ------ --------- ---------------
Wed Jan 23 06:13:25 PST Symbol period Local N/A 1 4
Wed Jan 23 06:13:33 PST Frame Local N/A 1 6
Wed Jan 23 06:13:37 PST Frame period Local None 9 12
Wed Jan 23 06:13:45 PST Frame seconds Local N/A 1 10
Wed Jan 23 06:13:57 PST Dying gasp Remote Logged N/A N/A

GigabitEthernet0/1/0/1
================================================================================
Time Type Loc'n Action Threshold Breaching Value
------------------------- -------------- ------ ------ --------- ---------------
Wed Jan 23 06:26:14 PST Dying gasp Remote Logged N/A N/A
Wed Jan 23 06:33:25 PST Symbol period Local N/A 1 4
Wed Jan 23 06:43:33 PST Frame period Remote N/A 9 12
Wed Jan 23 06:53:37 PST Critical event Remote Logged N/A N/A
Wed Jan 23 07:13:45 PST Link fault Remote EFD N/A N/A
Wed Jan 23 07:18:23 PST Dying gasp Local Logged N/A N/A

show ethernet oam event-log interface detailコマンドは、OAMが設定された特定のインターフェイ
スの詳細なイベントログを表示するために使用します。

switch# show ethernet oam event-log interface detail
Wed Jan 23 06:21:16.392 PST
(Scaled): For remote threshold events "Local High Threshold" is scaled for

comparison with "Breaching Value".
This is to account for different local and remote window sizes.

GigabitEthernet0/1/0/0
====================================================================
Event at Wed Jan 23 2013 06:26:14.62 PST:

Type: Dying gasp
Location: Remote
Local Action Taken: System logged
Local Event Running Total: 1

Event at Wed Jan 23 2013 06:33:25.62 PST:
Type: Threshold Event - Symbol period
Location: Local
Local Action Taken: No action needed
Local Event Running Total: 1
Local Window Size: 1000
Local Threshold: 1
Local High Threshold: Not configured
Breaching Value: 4
Local Error Running Total: 8

Event at Wed Jan 23 2013 06:43:37.73 PST:
Type: Threshold Event - Frame period
Location: Remote
Local Action Taken: No action needed
Remote Event Running Total: 1
Remote Window Size: 1000
Remote Threshold: 9
Local High Threshold (Scaled): Not configured
Breaching Value: 12
Remote Error Running Total: 24

Event at Wed Jan 23 2013 06:53:57.12 PST:
Type: Critical event
Location: Remote
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Local Action Taken: System logged
Local Event Running Total: 1

Event at Wed Jan 23 2013 07:13:57.12 PST:
Type: Link fault
Location: Remote
Local Action Taken: Interface brought down using EFD
Local Event Running Total: 1

Event at Wed Jan 23 2013 07:18:57.12 PST:
Type: Dying gasp
Location: Local
Local Action Taken: System logged
Local Event Running Total: 1

show ethernet oam summaryコマンドは、すべてのアクティブなOAMセッションの概要を表示す
るために使用します。

switch# show ethernet oam summary
Link OAM System Summary
=======================

Profiles 6
Interfaces 10
Interface states:
Port down 1
Passive wait 1
Active send 1
[Evaluating 0]
[Local accept 0]
[Local reject 0]
Remote reject 1
Operational 6
Loopback mode 1

Miswired connections 1
Events 13
Local 4
Symbol error 0
Frame 2
Frame period 1
Frame seconds 1

Remote 9
Symbol error 3
Frame 4
Frame period 1
Frame seconds 1

showethernet oam summarydetailコマンドは、すべてのアクティブなOAMセッションの概要と、
すべてのインターフェイスにおける最新の10件のイベントに関する詳細を表示するために使用し
ます。

switch# show ethernet oam summary detail
Link OAM System Summary
=======================

Profiles 6
Interfaces 10
Interface states:
Port down 1
Passive wait 1
Active send 1
[Evaluating 0]
[Local accept 0]
[Local reject 0]
Remote reject 1
Operational 6
Loopback mode 1

Miswired connections 1
Events 13
Local 4
Symbol error 0
Frame 2
Frame period 1
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Frame seconds 1
Remote 9
Symbol error 3
Frame 4
Frame period 1
Frame seconds 1

Recent Event Logs
=================
Interface Time Type Loc'n Action
------------------- ------------------- -------------- ------ ------
Gi0/0/0/0 Jan 23 06:13:25 PST Symbol period Local N/A
Gi0/0/0/0 Jan 23 06:13:33 PST Frame Local N/A
Gi0/0/0/2 Jan 23 06:13:37 PST Frame period Local N/A
Gi0/0/0/1 Jan 23 06:13:45 PST Frame seconds Local EFD
Gi0/0/0/0 Jan 23 06:13:48 PST Dying gasp Remote Err.D

イーサネット OAM の設定例

イーサネット OAM プロファイルをグローバルに設定するための設定例
switch# configure terminal
switch(config)# feature ethernet-link-oam
switch(config)# ethernet oam profile Profile_1
switch(config-eoam)# link-monitor
switch(config-eoam-lm)# symbol-period window 60000
switch(config-eoam-lm)# symbol-period threshold low 10000000 high 60000000
switch(config-eoam-lm)# frame window 60
switch(config-eoam-lm)# frame threshold low 10000000 high 60000000
switch(config-eoam-lm)# frame-period window 60000
switch(config-eoam-lm)# frame-period threshold low 100 high 1000000
switch(config-eoam-lm)# frame-seconds window 900000
switch(config-eoam-lm)# frame-seconds threshold 3 threshold 900
switch(config-eoam-lm)# exit
switch(config-eoam)# connection timeout 30
switch(config-eoam)# mode passive
switch(config-eoam)# require-remote
switch(config-eoam-require)# mode active
switch(config-eoam-require)# link-monitoring
switch(config-eoam-require)# exit
switch(config-eoam)# action
switch(config-eoam-action)# capabilities-conflict disable
switch(config-eoam-action)# critical-event error-disable-interface
switch(config-eoam-action)# discovery-timeout disable
switch(config-eoam-action)# dying-gasp error-disable-interface
switch(config-eoam-action)# high-threshold error-disable-interface
switch(config-eoam-action)# remote-loopback disable
switch(config-eoam-action)# session-down error-disable-interface
switch(config-eoam-action)# session-up disable
switch(config-eoam-action)# uni-directional link-fault disable
switch(config-eoam-action)# wiring-conflict disable

イーサネット OAM プロファイルを特定のインターフェイスに接続するための設定例
switch# configure terminal
switch(config)# interface GigabitEthernet 0/0/6/11
switch(config-if)# ethernet oam
switch(config-if-eoam)# profile Profile_1
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特定のインターフェイス上でイーサネット OAM 機能を設定するための設定例
switch# configure terminal
switch(config)# interface GigabitEthernet 0/0/6/11
switch(config-if)# ethernet oam
switch(config-if-eoam)# link-monitor
switch(config—if-eoam-lm)# symbol-period window 60000
switch(config-if-eoam-lm)# symbol-period threshold low 10000000 high 60000000
switch(config-if-eoam-lm)# frame window 60
switch(config-if-eoam-lm)# frame threshold low 10000000 high 60000000
switch(config-if-eoam-lm)# frame-period window 60000
switch(config-if-eoam-lm)# frame-period threshold low 100 high 1000000
switch(config-if-eoam-lm)# frame-seconds window 900000
switch(config-if-eoam-lm)# frame-seconds threshold 3 threshold 900
switch(config-if-eoam-lm)# exit
switch(config-if-eoam)# connection timeout 30
switch(config-if-eoam)# mode passive
switch(config-if-eoam)# require-remote
switch(config-if-eoam-require)# mode active
switch(config-if-eoam-require)# link-monitoring
switch(config-if-eoam-require)# exit
switch(config-if-eoam)# action
switch(config-if-eoam-action)# capabilities-conflict disable
switch(config-if-eoam-action)# critical-event error-disable-interface
switch(config-if-eoam-action)# discovery-timeout disable
switch(config-if-eoam-action)# dying-gasp error-disable-interface
switch(config-if-eoam-action)# high-threshold error-disable-interface
switch(config-if-eoam-action)# remote-loopback disable
switch(config-if-eoam-action)# session-down error-disable-interface
switch(config-if-eoam-action)# session-up disable
switch(config-if-eoam-action)# uni-directional link-fault disable
switch(config-if-eoam-action)# wiring-conflict disable

プロファイルでイーサネット OAM 機能を設定してから、インターフェイス上でその
設定をオーバーライドする設定例

switch# configure terminal
switch(config)# ethernet oam profile Profile_1
switch(config-eoam)# mode passive
switch(config-eoam)# action
switch(config-eoam-action)# capabilities-conflict disable
switch(config-eoam-action)# critical-event error-disable-interface
switch(config-eoam-action)# discovery-timeout disable
switch(config-eoam-action)# dying-gasp error-disable-interface
switch(config-eoam-action)# remote-loopback disable
switch(config-eoam-action)# session-down error-disable-interface
switch(config-eoam-action)# session-up disable
switch(config-eoam-action)# uni-directional link-fault disable
switch(config-eoam-action)# wiring-conflict disable
switch# configure terminal
switch(config)# interface GigabitEthernet 0/0/6/11
switch(config-if)# ethernet oam
switch(config-if-eoam)# profile Profile_1
switch(config-if-eoam)# mode active
switch(config-if-eoam)# action
switch(config-if-eoam-action)# capabilities-conflict disable
switch(config-if-eoam-action)# critical-event error-disable-interface
switch(config-if-eoam-action)# discovery-timeout disable
switch(config-if-eoam-action)# dying-gasp error-disable-interface
switch(config-if-eoam-action)# remote-loopback disable
switch(config-if-eoam-action)# session-down error-disable-interface
switch(config-if-eoam-action)# session-up disable
switch(config-if-eoam-action)# uni-directional link-fault disable
switch(config-if-eoam-action)# wiring-conflict disable
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付録 A
Cisco NX-OS インターフェイスがサポートす
る IETF RFC

• Cisco NX-OSインターフェイスがサポートする IETF RFC, 395 ページ

Cisco NX-OS インターフェイスがサポートする IETF RFC
タイトルRFC

『Path MTU Discovery for IP version 6』RFC 1981

『IP Version 6 Addressing Architecture』RFC 2373

『An Aggregatable Global Unicast Address Format』RFC 2374

『Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification』RFC 2460

『Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)』RFC 2461

『IPv6 Stateless Address Autoconfiguration』RFC 2462

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

RFC 2463

『Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks』RFC 2464

『Transmission of IPv6 Packets over FDDI Networks』RFC 2467

『IP Version 6 over PPP』RFC 2472

『IPv6 over ATM Networks』RFC 2492
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タイトルRFC

『Transmission of IPv6 Packets over Frame Relay Networks
Specification』

RFC 2590

『Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links』RFC 3021

『Delegation of IP6.ARPA』RFC 3152

『RADIUS and IPv6』RFC 3162

『Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture』RFC 3513

『DNS Extensions to Support IP version 6』RFC 3596

『Unique Local IPv6 Unicast Addresses』RFC 4193
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付録 B
Cisco NX-OS インターフェイスの設定制限

• インターフェイスの設定制限値, 397 ページ

インターフェイスの設定制限値
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