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ファブリックおよびインターフェイス設定
ACIファブリックを形成するために、CiscoNexus 9000シリーズACIモードスイッチは、APIC
コントローラにより管理されるリーフおよびスパインのトポロジで展開されます。各リーフ

ノードは、リーフノード間で接続のないすべてのスパインノードに接続されます。リーフ/ス
パイン型ノード間の相互接続リンクは、ファブリックリンクと呼ばれ、各ポートはファブリッ

クポートと呼ばれます。ファブリックポートは、自動検出され、工場出荷時のデフォルト設

定が、ファブリックの立ち上げ中に適用されるため、正常に動作するためのユーザ設定を必要

としません。すべてのエンドポイントデバイスは、アクセスポートを通じてリーフノードに

接続されます。アクセスポートは、NX-OSスイッチと同様に設定する必要があります。ファ
ブリックおよびアクセスポートともに、NX-OSと同様に、インターフェイスで表されます。

リーフ/スパイン型ノードは、ACIモデルのさまざまなオブジェクトと見なされ、ポリシーのさ
まざまなセットをサポートします。CLIでは、これらのノードはそれぞれ、リーフ/スパインと
して表されますが、一般には両方ともノードと呼ばれます。リーフ/スパイン型ノード値は、
ファブリックのすべてのポッド全体で一意です。FEXモジュールは、リーフノードに接続さ
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れている場合、各リーフ内での一意のFEXID値を持っています。たとえば、2つのリーフノー
ドに、それぞれ FEX 101を付けることができます。

FEX ID 165～ 199の FEX接続の設定は、APIC GUIではサポートされていません。これらの
FEX IDのいずれかを使用するには、NX-OSスタイル CLIを使用してプロファイルを設定しま
す。詳細については、「NX-OSスタイルCLIのインターフェイスプロファイルを使用してFEX
接続を設定する」を参照してください。

（注）

Cisco APICとしてリリース 3.0(1k)において FEXモジュールへの接続プロファイルとして設定
できます。

リーフおよび FEXインターフェイスのインターフェイスの命名

ACIファブリックでは、ほとんどのインターフェイス設定は、物理ポート、ポートチャネル、
vPC（リーフノードに直接接続されているか、FEXモジュールを通じて接続されている）で実
行されます。各インターフェイスタイプの一般的なコマンド構文を次の表に示します。

例コマンド構文Interface Type

interface eth 1/1interface ethernet slot/portPort

interface eth 101/1/1interface ethernet fex-id/slot/portFEX Port

interface port-channel foointerface port-channel namePort-channel

interface port-channel foo fex 101interface port-channel name fex
fex-id

FEX Port-channel

interface vpc foointerface vpc nameVirtual Port-channel (VPC)

interface vpc foo fex 101 102interface vpc name fex fex-a fex-bvPC over FEX

グレースフル挿抜（GIR）モード
正常な挿入および削除 (登場させ)モードでは、またはメンテナンスモードでは、最小サービ
スの中断でネットワークからのスイッチを特定するためにできます。登場させモードでトラ

フィックの影響を与えずにリアルタイムのデバッグを実行することができます。

グレースフル挿抜を使用してスイッチを正常に取り出し、そのスイッチをネットワークから分

離して、デバッグ操作を実行することができます。スイッチは、最小限のトラフィックの中断

だけで、通常の転送パスから取り外されます。デバッグ操作の実行が終了したら、グレースフ

ル挿入を使用して、そのスイッチを完全な運用（通常）モードに戻すことができます。グレー

スフル削除では、ファブリックプロトコル（ISIS）以外のすべての外部プロトコルの電源が適
切に切断され、スイッチがネットワークから分離されます。メンテナンスモード時に、ACI
ファブリック内で最大メトリックが ISISにアドバタイズされるため、メンテナンスモード
TORはスパインからのトラフィックに影響を与えません。さらに、前面パネルのすべてのイン
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ターフェイスは、ファブリックインターフェイスを除いてスイッチででシャットダウンされ

ます。グレースフル挿入で、スイッチは自動的に廃棄、再起動、および再稼働されます。再稼

働が完了したら、外部のすべてのプロトコルが復元され、ISISの最大のメトリックが 10分後
にリセットされます。

次のプロトコルがサポートされています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• Intermediate System-to-Intermediate System（ISIS）

• Open Shortest Path First（OSPF）

•リンク集約制御プロトコル（LACP）

特記事項

•メンテナンスモードでスイッチをアップグレードまたはダウングレードすることはサポー
トされていません。

•スイッチがメンテナンスモードの場合、イーサネットポートモジュールは通知に関連す
るインターフェイスの伝達を停止します。その結果、この時点でリモートスイッチを再起

動するかファブリックリンクがフラップされる場合、ファブリックリンクはスイッチを

手動で再起動（acidiag touch cleanコマンドまで）、廃棄、再稼働するまで起動しませ

ん。

•マルチポッドの再配布されたルートの ISISメトリックを 63以下に設定する必要があり
ます。再配布されたルートの ISISメトリックを選択するには、[ファブリック] > [ファブ
リックポリシー] > [ポッドポリシー] > [ISISポリシー]を選択します。

•既存のGIRはすべてのレイヤ 3トラフィック迂回をサポートしています。LACPでレイヤ
2のすべてのトラフィックは、冗長ノードを迂回します。ノードがメンテナンスモードに
入りると、ノードで実行している LACPがすぐにポートチャネルの一部として集約され
る必要がなくなったネイバーに通知します。すべてのトラフィックは vPCピアノードを
迂回されます。

CLIを使用してメンテナンスモードにスイッチを移行する
CLIを使用してメンテナンスモードにスイッチを移行するには、次の手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

メンテナンスモードにスイッチを移行

します。

[no]debug-switch node_id or node_nameステップ 1
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CLIを使用して操作モードにスイッチを挿入する
この手順を使って、スイッチを CLIを使用している動作モードに挿入します。

手順

目的コマンドまたはアクション

動作モードにスイッチを挿入します。[no]no debug-switch node_id or
node_name

ステップ 1

NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイス
上の物理ポートの設定

次の例のコマンドでは、RESTAPI/SDKおよびGUIと完全な互換性がある多数の管理対象オブ
ジェクト（MO）をACIポリシーモデルで作成します。ただし、CLIユーザはACIモデル内部
ではなく意図したネットワーク設定に注力できます。

次の図に、リーフノードに直接のイーサネットポート、またはリーフノードに接続された

FEXモジュールの例と、CLIでそれぞれがどのように表示されるのかを示します。FEXポート
では、fex-idはポート自体の名前に ethernet 101/1/1として含まれます。インターフェイス範囲
を記述する際は、ethernetキーワードを NX-OSで繰り返す必要はありません。例：interface
ethernet 101/1/1-2, 102/1/1-2。

•リーフノードの ID番号はグローバルです。

• fex-id番号は各リーフにローカルです。

•キーワード ethernetの後のスペースに注意してください。

ファブリックとインターフェイスの設定

4

ファブリックとインターフェイスの設定

CLIを使用して操作モードにスイッチを挿入する



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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します（複数

可）。node-idには、設定の適用対象と
leaf node-id

例：

ステップ 2

なる単一のノード ID、または IDの範囲
apic1(config)# leaf 102

を node-id1-node-id2という形式で指定
できます。

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
interface type

例：

ステップ 3

定できます。イーサネットポートの場
apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2 合は、「ethernet slot / port」を使用しま

す。

設定するインターフェイスが FEXイン
ターフェイスの場合、このコマンドを使

（任意） fex associate node-id

例：

ステップ 4

用して、設定前にFEXモジュールをリー
フノードに接続する必要があります。

apic1(config-leaf-if)# fex associate
101

この手順は FEXポートを使用
してポートチャネルを作成す

る前に行う必要があります。

（注）

ここでの速度設定は一例です。ここで

は、以下の表に示す任意のインターフェ

イス設定を設定できます。

speed speed

例：

apic1(config-leaf-if)# speed 10G

ステップ 5

次の表に、この時点で設定できるインターフェイス設定を示します。

目的コマンド

物理インターフェイスをシャットダウンしま

す

[no] shut

物理インターフェイスの速度を設定します[no] speed speedValue

リンクでバウンスを設定します[no] link debounce time time

ネゴシエートを設定します[no] negotiate auto

Cisco Discovery Protocol（CDP）を無効または
有効にします

[no] cdp enable
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目的コマンド

Mis-Cabling Protocol（MCP）を無効または有
効にします

[no] mcp enable

物理インターフェイスの送信を設定します[no] lldp transmit

物理インターフェイスの LLDP受信を設定し
ます

[no] lldp receive

スパニングツリー BPDUを設定しますspanning-tree {bpduguard | bpdufilter} {enable |
disable}

ストーム制御（パーセント）を設定します[no] storm-control level percentage [ burst-rate
percentage ]

ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定

します

[no] storm-control pps packets-per-second burst-rate
packets-per-second

例

リーフノードに 1つのポートを設定します。次に、プロパティ speed、cdp、および
admin stateについてリーフ 101のインターフェイス eth1/2を設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# cdp enable
apic1(config-leaf-if)# no shut

複数のリーフノードの複数のポートを設定します。次に、リーフノード 101～ 103の
それぞれのインターフェイス eth1/1-10での速度設定の例を示します。

apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface eth 1/1-10
apic1(config-leaf-if)# speed 10G

リーフノードに FEXを接続します。次に、リーフノードに FEXモジュールを接続す
る例を示します。NX-OSとは異なり、リーフポート Eth1/5は暗黙的にファブリック
ポートとして設定され、FEXファブリックポートチャネルは FEXアップリンクポー
トで内部で作成されます。ACIでは、FEXファブリックポートチャネルはデフォルト
設定を使用し、ユーザ設定は使用できません。

次の例に示すように、この手順はFEXポートを使用してポートチャネルを作成する前
に行う必要があります。

（注）
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apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/5
apic1(config-leaf-if)# fex associate 101

リーフノードに接続した FEXポートを設定します。次に、リーフノード 102～ 103
のそれぞれに接続した FEXモジュール 101のインターフェイス eth1/1-10での速度設
定の例を示します。FEX ID 101はポート IDに含まれています。FEX IDは 101から始
まり、リーフに対してローカルです。

apic1(config)# leaf 102-103
apic1(config-leaf)# interface eth 101/1/1-10
apic1(config-leaf-if)# speed 1G

NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイス
のポートチャネルの設定

ポートチャネルは NX-OSの論理インターフェイスです。これは、複数の物理ポートのために
帯域幅を集約するだけでなく、リンク障害時の冗長性を確保する目的でも使用されます。NX-OS
におけるポートチャネルインターフェイスは、ノード内では一意となる、1～ 4096の範囲で
ユーザが指定した番号によって識別されます。ポートチャネルインターフェイスは、(interface
port-channelコマンドを使用して)明示的に設定するか、または (channel-groupコマンドを使
用して)暗黙的に作成します。ポートチャネルインターフェイスの設定は、ポートチャネルの
すべてのメンバーポートに適用されます。特定の互換性パラメータ（速度など）は、メンバー

ポートでは設定できません。

ACIモデルでは、ポートチャネルは論理エンティティとして設定され、1つ以上のリーフノー
ドでポートセットに割り当てることができるポリシーのコレクションを表す名前によって識別

されます。このような割り当てによって各リーフノードにポートチャネルインターフェイス

が1個作成されます。これは、リーフノード内の1～4096の範囲で自動生成される番号によっ
て識別されます。同じポートチャネル名を持つノード間では、番号を同じにすることも、分け

ることもできます。これらのポートチャネルのメンバーシップも同様に、同じにすることも分

けることもできます。FEXポート上にポートチャネルが作成されるときは、同じポートチャネ
ル名を使用して、リーフノードに接続されている各 FEXデバイスに対して 1つのポートチャ
ネルインターフェイスを作成することができます。したがって、N個の FEXモジュールに接
続されている各リーフノードには最大で N+1個の一意のポートチャネルインターフェイス
（自動生成されるポートチャネル番号で識別される）を作成できます。これは以下の例で説明

します。FEXポートのポートチャネルは、fex-idとポートチャネル名を指定することによって
識別されます（例：interface port-channel foo fex 101）。
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•各リーフが N個の FEXノードに接続されているときは、ポートチャネル fooのリーフご
とに N+1個のインスタンスが可能です。

•リーフポートおよび FEXポートを同じポートチャネルインスタンスの一部にすることは
できません。

•各 FEXノードはポートチャネル fooのインスタンスを 1つだけ持つことができます。

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

新しいポートチャネルを作成するか、既

存のポートチャネルを設定します（グ

ローバルコンフィギュレーション）。

template port-channel channel-name

例：

apic1(config)# template port-channel
foo

ステップ 2

ポートチャネルを関連付けるすべての

ポート上に VLANを持つ EPGを導入し
ます。

[no] switchport access vlan vlan-id tenant
tenant-name application application-name
epg epg-name

例：

ステップ 3

apic1(config-po-ch-if)# switchport

ファブリックとインターフェイスの設定
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目的コマンドまたはアクション

access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

channel-mode activeステップ 4 channel-modeコマンドは、
NX-OSの channel-groupコマン
ドのmodeオプションに相当し
ます。ただし、ACIではこれ
は（メンバーポートではな

く）ポートチャネルでサポー

トされます。

（注）

例：

apic1(config-po-ch-if)# channel-mode
active

対称ハッシュを有効にするに

は、lacp symmetric-hash コマ
ンドを入力します。

apic1(config-po-ch-if)# lacp
symmetric-hash

（注）

対称ハッシュは、次のスイッチではサ

ポートされていません。

• Cisco Nexus 93128TX

• Cisco Nexus 9372PX

• Cisco Nexus 9372PX-E

• Cisco Nexus 9372TX

• Cisco Nexus 9372TX-E

• Cisco Nexus 9396PX

• Cisco Nexus 9396TX

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 5

apic1(config-po-ch-if)# exit

設定するリーフスイッチを指定します。

node-idには、設定の適用対象となる単
leaf node-id

例：

ステップ 6

一のノード ID、または IDの範囲を
apic1(config)# leaf 101

node-id1-node-id2という形式で指定でき
ます。

ポートチャネルに設定するインターフェ

イスまたはインターフェイスの範囲を指

定します。

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/1-2

ステップ 7

インターフェイスまたはインターフェイ

スの範囲をポートチャネルに割り当てま

[no] channel-group channel-name

例：

ステップ 8

す。ポートチャネルからインターフェイ
apic1(config-leaf-if)# channel-group
foo スを削除するには、キーワード noを使

用します。インターフェイス上からポー

トチャネルの割り当てを変更する場合
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目的コマンドまたはアクション

は、以前のポートチャネルからインター

フェイスを最初に削除することなく

channel-groupコマンドを入力すること
ができます。

この設定とその他のポート単位のLACP
プロパティは、この時点でポートチャネ

ルのメンバーポートに適用できます。

（任意） lacp port-priority priority

例：

apic1(config-leaf-if)# lacp

ステップ 9

ACIモデルでは、これらのコ
マンドはポートがポートチャ

ネルのメンバーになった後で

のみ使用できます。ポートが

ポートチャネルから削除され

た場合、これらのポート単位

のプロパティの設定も削除さ

れます。

（注）
port-priority 1000
apic1(config-leaf-if)# lacp rate fast

次の表に、ACIモデルでポートチャネルプロパティのグローバルコンフィギュレーションを
行うためのさまざまなコマンドを示します。これらのコマンドは、（config-leaf-if）CLIモード
で特定のリーフのポートチャネルのオーバーライドを設定するためにも使用できます。ポート

チャネル上から行った設定は、すべてのメンバーポートに適用されます。

機能CLI構文

ポートチャネルの速度を設定します[no] speed <speedValue>

ポートチャネルのリンクデバウンスを設定し

ます

[no] link debounce time <time>

ポートチャネルのネゴシエートを設定します[no] negotiate auto

ポートチャネルのCDPを無効または有効にし
ます

[no] cdp enable

ポートチャネルのMCPを無効または有効にし
ます

[no] mcp enable

ポートチャネルの送信を設定します[no] lldp transmit

ポートチャネルの LLDP受信を設定します[no] lldp receive

スパニングツリー BPDUを設定しますspanning-tree <bpduguard | bpdufilter> <enable |
disable>

ストーム制御（パーセント）を設定します[no] storm-control level <percentage> [ burst-rate
<percentage> ]

ファブリックとインターフェイスの設定
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機能CLI構文

ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定

します

[no] storm-control pps <packet-per-second>
burst-rate <packets-per-second>

ポートチャネルのリンクの LACPモードを設
定します

[no] channel-mode { active | passive | on|
mac-pinning }

リンクの最小数を設定します[no] lacp min-links <value>

リンクの最大数を設定します[no] lacp max-links <value>

ホットスタンバイポートのLACP高速セレク
トを設定します

[no] lacp fast-select-hot-standby

LACPグレースフルコンバージェンスを設定
します

[no] lacp graceful-convergence

LACPロード遅延メンバーポートを設定しま
す

[no] lacp load-defer

LACP個別ポートの中断を設定します[no] lacp suspend-individual

LACPポートプライオリティ[no] lacp port-priority

LACPレートを設定します[no] lacp rate

例

ポートチャネル（グローバルコンフィギュレーション）を設定します。速度および

チャネルモードの 2つの設定を含むポリシーのコレクションを表す論理エンティティ
「foo」を作成します。必要に応じてより多くのプロパティを設定できます。

channel modeコマンドは、NX-OSの channel groupコマンドの modeオプションに相当
します。ただし、ACIではこれは（メンバーポートではなく）ポートチャネルでサ
ポートされます。

（注）

apic1(config)# template port-channel foo
apic1(config-po-ch-if)# switchport access vlan 4 tenant ExampleCorp application Web epg
webEpg
apic1(config-po-ch-if)# speed 10G
apic1(config-po-ch-if)# channel-mode active

FEXのポートチャネルにポートを設定します。この例では、ポートチャネル fooは
リーフノード 102に接続されている FEX 101のポートイーサネット 1/1-2に割り当て
られ、ポートチャネル fooのインスタンスを作成します。リーフノードは番号（例え
ば 1002）を自動生成し、スイッチのポートチャネルを識別します。このポートチャ
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ネル番号は、作成されたポートチャネル fooのインスタンス数とは無関係で、リーフ
ノード 102に固有のものです。

リーフノードにFEXモジュールを接続する設定は、FEXポートを使用してポートチャ
ネルを作成する前に実行する必要があります。

（注）

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

リーフ 102では、このポートチャネルインターフェイスを interface port-channel foo
FEX 101で呼ぶこともできます。
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo fex 101
apic1(config-leaf)# shut

複数のリーフノードでポートチャネルにポートを設定します。この例におけるポート

チャネル fooは、101～ 103の各リーフノード内にあるイーサネット 1/1-2ポートに割
り当てられます。リーフノードは各ノードで固有の番号（ノード間で同一または分け

ることができる）を自動生成し、ポートチャネルインターフェイスとして機能しま

す。

apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

ポートチャネルにメンバーを追加します。この例では、各リーフノードのポートチャ

ネルに 2つのメンバー eth1/3-4を追加し、各ノードのポートチャネル fooがメンバー
eth 1/1-4を持つようにします。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

ポートチャネルからメンバーを削除します。この例は、各リーフノードでポートチャ

ネル fooから 2つのメンバー eth1/2、eth1/4を削除し、各ノードのポートチャネル foo
がメンバー eth 1/1、eth1/3を持つようにします。
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface eth 1/2,1/4
apic1(config-leaf-if)# no channel-group foo

複数のリーフノードで異なるメンバーを持つポートチャネルを設定します。次に、同

じポートチャネル fooポリシーを使用して、リーフごとにメンバーポートが異なる複
数のリーフノードでポートチャネルインターフェイスを作成する例を示します。リー

フノードのポートチャネル番号は、同じポートチャネル fooに対して同一にすること
も別々にすることもできます。ただし CLIでは、設定は interface port-channel fooで参
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照されます。FEXポートにポートチャネルが設定されている場合は、interfaceport-channel
foo fex <fex-id>で参照されます。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/5-8
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

LACPのポート単位のプロパティを設定します。次に、LACPのポート単位のプロパ
ティについてポートチャネルのメンバーポートを設定する例を示します。

ACIモデルでは、これらのコマンドはポートがポートチャネルのメンバーになった後
でのみ使用できます。ポートがポートチャネルから削除された場合、これらポート単

位のプロパティ設定も削除されます。

（注）

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# lacp port-priority 1000
apic1(config-leaf-if)# lacp rate fast

ポートチャネルの管理状態を設定します。この例におけるポートチャネル fooは、
channel-groupコマンドを使用することで、101～ 103の各リーフノードに対して設定
されます。ポートチャネルの管理状態はポートチャネルインターフェイスを使用して

リーフごとに設定できます。ACIモデルでは、ポートチャネルの管理状態をグローバ
ルスコープで設定することはできません。

// create port-channel foo in each leaf
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

// configure admin state in specific leaf
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo
apic1(config-leaf-if)# shut

オーバーライド設定は、他のプロパティを共有しながら各リーフのポートチャネルイ

ンターフェイスに特定の VLANドメインを割り当てる場合などにとても便利です。
// configure a port channel global config
apic1(config)# interface port-channel foo

ファブリックとインターフェイスの設定
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apic1(config-if)# speed 1G
apic1(config-if)# channel-mode active

// create port-channel foo in each leaf
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo

// override port-channel foo in leaf 102
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# interface port-channel foo
apic1(config-leaf-if)# speed 10G
apic1(config-leaf-if)# channel-mode on
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain dom-foo

次の例では、channel-groupコマンドを使用することで、ポートのポートチャネル割り
当てを変更します。他のポートチャネルに割り当てる前にポートチャネルのメンバー

シップを削除する必要はありません。

apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group foo
apic1(config-leaf-if)# channel-group bar

NX-OS CLIを使用したリーフノードおよび FEXデバイス
の仮想ポートチャネルの設定

仮想ポートチャネル（VPC）は、2つのアップストリームのリーフノードへのホストまたはス
イッチの接続を可能にして帯域幅の使用率と可用性を向上できる、ポートチャネルの拡張機能

です。NX-OSでは、VPC設定は 2つのアップストリームスイッチ内でそれぞれ行い、スイッ
チ間のピアリンクを使用して設定が同期されます。

2つのリーフスイッチ間での VPCドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。

• 1 - Cisco Nexus N9Kスイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX

• 2: Cisco Nexus N9Kスイッチがスイッチモデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX

スイッチなど、これらの 2つが互換性のある VPCピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

（注）

ACIモデルはピアリンクを必要とせず、VPC設定は両方のアップストリームのリーフノード
に対してグローバルに行うことができます。ACIでは vpc contextと呼ばれるグローバル設定
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モードが導入されており、VPCインターフェイスは両方のリーフノードにグローバル設定を
適用可能にする interface vpcタイプを使用して表されます。

ACIモデルの vPCでは、リーフポートを使用する vPCと、FEXポート上の vPCという 2つの
異なるトポロジがサポートされます。リーフノードのペア間では多数の VPCインターフェイ
スを作成することができます。同様に、ストレート型トポロジのリーフノードペアに接続さ

れた FEXモジュールのペア間でも多数の VPCインターフェイスを作成できます。

VPCの考慮事項は次のとおりです。

•使用するVPC名はリーフノードペア間で一意です。たとえば、リーフペア（FEX有り、
または無し）ごとに作成できる「corp」という VPCは 1つだけです。

•リーフポートおよび FEXポートを同じ VPCに混在させることはできません。

•各 FEXモジュールは、単一の VPC corpインスタンスにのみ含めることができます

• VPCコンテキストにより設定できます。

• VPC contextモードでは、特定のリーフペアについて、あらゆるVPCの設定を行うことが
できます。FEX上の VPCでは、次の 2つの互換性のある例に示すように、fex-idペアを
VPCコンテキストに対して、または VPCインターフェイスと共に指定する必要がありま
す。

(config)# vpc context leaf 101 102
(config-vpc)# interface vpc Reg fex 101 101

または

(config)# vpc context leaf 101 102 fex 101 101
(config-vpc)# interface vpc Reg

ACIモデルでは、VPC設定は（以下の例に示すように）次の手順で行います。

VLANドメインは、VLANの範囲で必要です。ポートチャネルのテンプレートに関連付けら
れている必要があります。

（注）

1. VLANの範囲で VLANドメイン構成 (グローバル設定)

2. VPCドメイン設定（グローバル設定）

3. ポートチャネルのテンプレートの設定 (グローバル設定)

4. ポートチャネルのテンプレートを VLANドメインに関連付ける

5. VPCのポートチャネル設定（グローバル設定）

6. リーフノードの VPCにポートの設定

7. vpc contextの VPCの L2、L3の設定
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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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

仮想ポートチャネルのVLANドメイン
の設定 (ポートチャネルのテンプレー
トとここ)。

vlan-domainname[dynamic] [ type
domain-type]

例：

ステップ 2

apic1(config)# vlan-domain dom1
dynamic

VLANドメインのVLANの範囲を設定
し、configurationmode(設定モード、コ

vlanrange

例：

ステップ 3

ンフィギュレーションモード)を終了
apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999
apic1(config-vlan)# exit します。単一の VLANまたは複数の

VLAN範囲を設定できます。

リーフノードのペア間の VPCドメイ
ンを設定します。リーフノードのペア

vpc domain explicit domain-id leaf
node-id1 node-id2

例：

ステップ 4

とともに明示モードで VPCドメイン
IDを指定できます。apic1(config)# vpc domain explicit

1 leaf 101 102
VPCドメインを設定するための代替コ
マンドは次のとおりです。

• vpc domain [consecutive | reciprocal]

consecutiveオプションと reciprocal
オプションにより、ACIファブ
リックのすべてのリーフノードで

VPCドメインの自動設定を行うこ
とができます。

• vpc domain consecutive domain-start
leaf start-node end-node

このコマンドは、選択した一連の

リーフノードペアに対して連続的

に VPCドメインを設定します。

リーフスイッチは、ピアから応答を受

信する前に、vPCを復元するまで待機
peer-dead-interval interval

例：

ステップ 5

する時間の遅延を設定します。この時
apic1(config-vpc)# peer-dead-interval
10 間内ピアから応答を受信するはないと

リーフスイッチ、ピアを停止するいる

と見なすをマスターとしての役割を持
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目的コマンドまたはアクション

つ vPC始動します。ピアから応答を受
信するとその時点で、vPCを復元しま
す。範囲は 5～ 600秒です。デフォル
トは 200秒です。

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 6

apic1(config-vpc)# exit

新しいポートチャネルを作成するか、

既存のポートチャネルを設定します

template port-channel channel-name

例：

ステップ 7

（グローバルコンフィギュレーショ

ン）。
apic1(config)# template port-channel
corp

すべての VPCは各リーフペアのポー
トチャネルとして設定されます。同じ

VPCのリーフペアには同じポートチャ
ネル名を使用する必要があります。こ

のポートチャネルを使用すると、リー

フノードの 1つ以上のペア間の VPC
を作成できます。このVPCのインスタ
ンスは各リーフノードに 1つだけにな
ります。

以前に設定された VLANドメインに
は、ポートチャネルのテンプレートを

関連付けます。

vlan-domain membervlan-domain-name

例：

vlan-domain member dom1

ステップ 8

ポートチャネルを関連付けるすべての

ポート上に VLANを持つ EPGを導入
します。

switchport access vlan vlan-id tenant
tenant-name application application-name
epg epg-name

例：

ステップ 9

apic1(config-po-ch-if)# switchport
access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

channel-mode activeステップ 10 ポートチャネルは VPCのア
クティブチャネルモードであ

る必要があります。

（注）

例：

apic1(config-po-ch-if)# channel-mode
active

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 11

apic1(config-po-ch-if)# exit
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目的コマンドまたはアクション

設定するリーフスイッチのペアを指定

します。

leaf node-id1 node-id2

例：

ステップ 12

apic1(config)# leaf 101-102

ポートチャネルに設定するインター

フェイスまたはインターフェイスの範

囲を指定します。

interface typeleaf/interface-range

例：

apic1(config-leaf)# interface
ethernet 1/3-4

ステップ 13

インターフェイスまたはインターフェ

イスの範囲をポートチャネルに割り当

[no] channel-group channel-name vpc

例：

ステップ 14

てます。ポートチャネルからインター
apic1(config-leaf-if)# channel-group
corp vpc フェイスを削除するには、キーワード

noを使用します。インターフェイス上
からポートチャネルの割り当てを変更

する場合は、以前のポートチャネルか

らインターフェイスを最初に削除する

ことなく channel-groupコマンドを入
力することができます。

このコマンドの vpcキーワー
ドによってポートチャネルが

VPCになります。VPCがま
だ存在しない場合は、VPCID
が自動的に生成され、すべて

のメンバリーフノードに適

用されます。

（注）

exitステップ 15

例：

apic1(config-leaf-if)# exit

exitステップ 16

例：

apic1(config-leaf)# exit

vpc contextモードでは、VPCの設定を
両方のリーフノードペアに適用できま

す。

vpc context leaf node-id1 node-id2

例：

apic1(config)# vpc context leaf 101
102

ステップ 17

interface vpc channel-nameステップ 18

例：
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-vpc)# interface vpc blue
fex 102 102

vpc contextの管理状態の設定では、両
方のリーフノードに対して 1つのコマ

（任意） [no] shutdown

例：

ステップ 19

ンドで VPCの管理状態を変更できま
す。

apic1(config-vpc-if)# no shut

例

次に、基本的な VPCを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom1 dynamic
apic1(config-vlan)# vlan 1000-1999
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# peer-dead-interval 10
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# template port-channel corp
apic1(config-po-ch-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-po-ch-if)# channel-mode active
apic1(config-po-ch-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group corp vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102

次に、FEXポートを使用して VPCを設定する例を示します。

apic1(config-leaf)# interface ethernet 101/1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group Reg vpc
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc corp
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc red fex 101 101
apic1(config-vpc-if)# switchport
apic1(config-vpc-if)# exit
apic1(config-vpc)# interface vpc blue fex 102 102
apic1(config-vpc-if)# shut
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NX-OSスタイル CLIとプロファイルを使用して FEX接続
の設定

NX-OSスタイル CLIを使用してリーフノードへの接続を FEXを設定するには、次の手順を使
用します。

FEX Idを持つ FEX接続を構成する 165 に 199 APIC GUIではサポートされていません。こ
れらの FEX Idのいずれかを使用するには、次のコマンドを使用して、プロファイルを設定し
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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフインターフェイスプロ

ファイルを指定します。

leaf-interface-profile name

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf-interface-profile
fexIntProf1

設定するインターフェイスグループを

指定します。

leaf-interface-group name

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf-if-profile)#
leaf-interface-group leafIntGrp1

リーフノードに FEXモジュールを接続
します。使用するテンプレートを指定す

fex associate fex-id [ template
template-typefex-template-name]

例：

ステップ 4

るのにオプションのテンプレートのキー

ワードを使用します。存在しない場合、apic1(config-leaf-if-group)# fex
associate 101 システムは、名前とタイプが指定した

で、テンプレートを作成します。

例

このマージの例では、ID 101で FEX接続のリーフインターフェイスプロファイルを
設定します。

apic1# configure
apic1(config)# leaf-interface-profile fexIntProf1
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apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group leafIntGrp1
apic1(config-leaf-if-group)# fex associate 101

リフレクティブリレー (802.1Qbg)
リフレクティブリレーでは、Cisco APICリリース 2.3(1)でスイッチングオプションの開始時
刻です。リフレクティブリレー: IEEE標準 802.1Qbgのタグのないアプローチ:ポリシーを適用
し、必要に応じて、宛先またはターゲット VMサーバ上にトラフィックを送信する外部のス
イッチへのすべてのトラフィックを転送します。ローカルスイッチングはありません。ブロー

ドキャストまたはマルチキャストトラフィックは、リフレクティブリレーは、各 VMサーバ
でローカルにパケットのレプリケーションを提供します。

リフレクティブリレーの利点の 1つは、スイッチング機能および管理機能、Vmをサポートす
るサーバリソースを解放するための外部スイッチを活用しています。リフレクティブリレー

では、ポリシー、同じサーバ上の Vmの間のトラフィックに適用する Cisco APICで設定する
こともできます。

CiscoACI、入ってきたの同じポートからオンに戻すにトラフィックを許可する、リフレクティ
ブリレーを有効にできます。APIC GUI、NX-OS CLIまたは REST APIを使用して、レイヤ 2
インターフェイスポリシーとして individual ports(個々のポート、個別ポート)、ポートチャネ
ルまたは仮想ポートチャネルでリフレクティブリレーを有効にすることができます。この機

能はデフォルトではディセーブルになっています。

用語 仮想イーサネットポートのためのアグリゲータ 802.1Qbgを説明する (VEPA)が使用され
るも機能します。

リフレクティブリレーのサポート

リフレクティブリレーには、次のサポートされています。

• IEEE標準 802.1Qbgタグのないアプローチ、リフレクティブリレーとも呼ばれます。

Cisco APIC 2.3(1)リリースのリリースは IEE標準 802.1Qbgをサポートしていませんマルチ
チャネルテクノロジーと Sタグ付きアプローチです。

•物理ドメイン。

仮想ドメインはサポートしていません。

•物理ポートは、ポートチャネル (Pc)、および仮想ポートチャネル (Vpc)。

シスコファブリックエクステンダ (FEX)とブレードサーバはサポートされていません。
リフレクティブリレーはサポートされていないインターフェイスで有効になっていると、

障害が発生すると、最後の有効な設定が保持されます。ポートでリフレクティブリレーを

無効にすると、障害をクリアします。

• Cisco Nexus 9000シリーズのスイッチと EX または FX 、モデル名の最後にします。

ファブリックとインターフェイスの設定

21

ファブリックとインターフェイスの設定

リフレクティブリレー (802.1Qbg)



NX-OSは、CLIを使用してリフレクティブリレーの有効化
; By default(デフォルトで、デフォルトでは)リフレクティブリレーが無効になっていますただ
し、スイッチのレイヤ 2インターフェイスポリシーとして、ポート、またはポートチャネル
または仮想ポートチャネルでこれを有効にできます。CLIでは、NX-OSテンプレートを使用
して、複数のポートでリフレクティブリレーの有効化または individualports(個々のポート、個
別ポート)で有効にすることができます。

始める前に

この手順では、Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックを設定し、物理ス
イッチをインストールしてあることを前提としています。

手順

リフレクティブリレー 1つまたは複数のポートで有効にします。

例：

この例では、1つのポートでリフレクティブリレーが有効にします。
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2
apic1(config-leaf-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：

この例では、リフレクティブリレー、テンプレートを使用して複数のポートで有効にします。

apic1(config)# template policy-group grp1
apic1(config-pol-grp-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-4
apic1(config-leaf-if)# policy-group grp1

例：

この例では、ポートチャネルでリフレクティブリレーが有効にします。

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po2
apic1(config-leaf-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#

例：

この例では、複数のポートチャネルでリフレクティブリレーが有効にします。

apic1(config)# template port-channel po1
apic1(config-if)# switchport vepa enabled
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3-4
apic1(config-leaf-if)# channel-group po1
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apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

例：

この例では、仮想ポートチャネルでリフレクティブリレーが有効にします。

apic1(config)# vpc domain explicit 1 leaf 101 102
apic1(config-vpc)# exit
apic1(config)# template port-channel po4
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-102
apic1(config-leaf)# interface eth 1/11-12
apic1(config-leaf-if)# channel-group po4 vpc
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# vpc context leaf 101 102
apic1(config-vpc)# interface vpc po4
apic1(config-vpc-if)# switchport vepa enabled

インターフェイスのポリシーグループの設定
In data center networks, typically configuration of many interfaces is the same across multiple nodes. ACI
ポリシーモデルでは、複数のリーフノードにまたがるインターフェイスのグループによって

共有されるポリシーグループを作成することでこれを実現できます。Thepolicy-group is identified
by a name similar to the port-channel; however, in case of port-channel the policies shared with the group
of ports create one logical interface in each leaf while in case of a policy-group, each of the ports sharing
the policies are individual physical interfaces. The policy-group concept is very similar to a port-profile
in NX-OS.

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

例：

ステップ 1

apic1# configure

新しいポリシーグループを作成するか、

既存のポリシーグループを編集します。

template policy-group policy-group-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# template policy-group
pg1

[no] switchport access vlan vlan-id tenant
tenant-name application application-name
epg epg-name

ステップ 3

例：

apic1(config-pol-grp-if)# switchport
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目的コマンドまたはアクション

access vlan 4 tenant ExampleCorp
application Web epg webEpg

これらの手順の最後の表に、インター

フェイスのポリシーグループの設定のた

めのさまざまなコマンドを示します。

（コンフィギュレーションコマンドの

適用）

例：

ステップ 4

apic1(config-pol-grp-if)# speed 10G
apic1(config-pol-grp-if)# cdp enable

設定モードに戻ります。exit

例：

ステップ 5

apic1(config-pol-grp-if)# exit

設定するリーフを指定します（複数

可）。node-idには、設定の適用対象と
leaf node-id

例：

ステップ 6

なる単一のノード ID、または IDの範囲
apic1(config)# leaf 101-103

を node-id1-node-id2という形式で指定
できます。

ポリシーグループを適用するインター

フェイスまたはインターフェイスの範囲

を指定します。

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/1-24

ステップ 7

インターフェイスまたはインターフェイ

スの範囲にポリシーグループを適用しま

[no] policy-group policy-group-name [force]

例：

ステップ 8

す。Use the keyword no to remove the
apic1(config-leaf-if)# policy-group
pg1 policy-group from the interface. Use the

keyword force to delete any override
configurations on the interfaces.

指定したポリシーグループがこのコマン

ドの前に設定されていない場合、このコ

マンドは暗黙的にポリシーグループを作

成しません。ただし、グローバルスコー

プでポリシーグループが設定されると、

ポリシーグループはインターフェイスに

適用されます。

To change the policy-group assignment on
an interface, you can enter the policy-group
commandwithout first removing the previous
policy-group from the interface.
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスにポリシー

グループを適用してからポー

トチャネルにインターフェイ

スを割り当てる場合、イン

ターフェイスはポリシーグ

ループ設定を失い、ポート

チャネルのポリシーが適用さ

れます。

（注）

次の表に、インターフェイスのポリシーグループの設定のためのさまざまなコマンドを示しま

す。

機能CLI構文

物理インターフェイスの速度を設定します[no] speed <speedValue>

物理インターフェイスのリンクでバウンスを

設定します

[no] link debounce time <time>

物理インターフェイスのネゴシエートを設定

します

[no] negotiate auto

物理インターフェイスのCDPを無効または有
効にします

[no] cdp enable

物理インターフェイスのMCPを無効または有
効にします

[no] mcp enable

物理インターフェイスの LLDP送信を設定し
ます

[no] lldp transmit

物理インターフェイスの LLDP受信を設定し
ます

[no] lldp receive

スパニングツリー BPDUを設定しますspanning-tree <bpduguard | bpdufilter> <enable |
disable>

ストーム制御（パーセント）を設定します[no] storm-control level <percentage> [ burst-rate
<percentage> ]

ストーム制御（秒当たりのパケット）を設定

します

[no] storm-control pps <packet-per-second>
burst-rate <packets-per-second>
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例

次に、ポリシーグループを設定し、リーフノード 101～ 103のそれぞれのポートの範
囲に適用する例を示します。各リーフでポリシーグループを共有するポートのそれぞ

れがポリシーグループ pg1で定義されているのと同じ設定を持ちます。

apic1# configure
apic1(config)# template policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# switchport access vlan 4 tenant ExampleCorp application Web
epg webEpg
apic1(config-pol-grp-if)# speed 10G
apic1(config-pol-grp-if)# cdp enable
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101-103
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-24
apic1(config-leaf-if)# policy-group pg1

インターフェイスのオーバーライドの設定
ポリシーグループが多数のインターフェイスで使用される場合、割り当てられたポリシーグ

ループ内で設定をオーバーライドできる特定のプロパティに対して、一連のポートを設定する

オプションが役立つことがあります。オーバーライド設定は、ポートがポリシーグループに割

り当てられている場合にのみ使用できます。オーバーライド設定は、ポートチャネルのメン

バーポートでは使用できません。ポートがポートチャネルに追加されると、オーバーライド設

定は自動的に削除されます。ただし、オーバーライドが設定されているポートにポリシーグ

ループが割り当てられる限り、オーバーライド設定は自動的に削除されません。ユーザは、必

要に応じてpolicy-groupコマンドの forceオプションを使用してオーバーライド設定の削除を決
定することができます。

グループポリシーの割り当てがポートから削除されるとき、オーバーライド設定（存在する場

合）は変更されません。同様に、ポートが（forceオプションを使用せずに）別のポリシーグ
ループに割り当てられた場合も、オーバーライド設定は変更されません。オーバーライド設定

は設定されると有効になり、ユーザがオーバーライドのきのすべてのプロパティにデフォルト

値を割り当てた場合でも削除されません。オーバーライド設定を削除する場合、ユーザは force
オプションを使用することで、グループポリシーの割り当てを再適用することができます。た

だし、forceオプションは show running-configでは表示されません。これは ACIモデルでオー
バーライド設定を削除するためだけに使用されます。

ACIモデルでは、1つ以上のプロパティを含むポリシーに対してオーバーライドを設定できま
す。ポリシーに複数のプロパティがある場合、ポリシー内の1つのプロパティだけをオーバー
ライドすることはできません。CLIフレームワークでは、対応するポリシーに複数のプロパ
ティがあるプロパティをユーザがオーバーライドしようとした際に、曖昧さを回避するため、

ポリシー内の他のすべてのプロパティ（オーバーライドプロパティを除く）をオーバーライド

設定に暗黙的にコピーします。このような設定の暗黙のコピーは値（デフォルト値を含む）に

関係なく show running-configの出力に反映されます。また、コピーはオーバーライドポリシー
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の設定時に一度だけ行われます。それ以降は、同じポリシー内でプロパティのポリシーグルー

プを変更しても、オーバーライドが設定されているポートには一切影響しません。

オーバーライドの作成時に、ポート割り当て済みのポリシーグループが設定されていない場

合、上記のプロパティの暗黙のコピーはできません。代わりに、オーバーライド設定のプロパ

ティ（対応するポリシーに複数のプロパティがある）にはデフォルト値が割り当てられます。

ポリシーグループがその後設定されるとき、これらのプロパティはオーバーライド設定では変

更されません。ユーザはポリシーグループ自体を設定してからオーバーライドを作成すること

が推奨されます。すでない場合は、所望の設定を行う際に、（オーバーライドのプロパティに

対してデフォルト以外の値を使用してポリシーグループを設定する際に、それに先立ちこれら

のプロパティの設定が暗黙的にデフォルトに設定される場合は）ポリシーグループの設定に加

えてオーバーライドも設定する必要が発生しかねません。

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

設定するリーフを指定します（複数

可）。node-idには、設定の適用対象と
leaf node-id

例：

ステップ 2

なる単一のノード ID、または IDの範囲
apic1(config)# leaf 102

を node-id1-node-id2という形式で指定
できます。

オーバーライド設定を使用するインター

フェイスまたはインターフェイスの範囲

を指定します。

interface type

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet
1/2

ステップ 3

ポリシーグループをインターフェイスま

たはインターフェイスの範囲に強制適用

policy-group policy-group-name force

例：

ステップ 4

し、インターフェイスのオーバーライド

設定をすべて削除します。
apic1(config-leaf-if)# policy-group
pg1 force

例

次に、ポリシーグループを適用した後、リーフノード 101でポート eth1/1の速度設定
をオーバーライドする例を示します。ACIモデルでは、速度はプロパティ autonegおよ
び link debounce timeも含むポリシーの一部です。このため、これらのプロパティはpg1
のオーバーライドが設定されるときに速度ポリシーグループからコピーされます。

apic1# configure
apic1(config)# interface policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# speed 10G
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apic1(config-pol-grp-if)# cdp enable
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1
apic1(config-leaf-if)# speed 1G
apic1(config-leaf-if)# show running-config

leaf 101
interface ethernet 1/1

policy-group pg1
speed 1G
autoneg on
link debounce time 100

interface ethernet 1/2
policy-group pg1

次に、リーフノード 101でポート eth1/1からオーバーライド設定を削除する例を示し
ます。

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/1
apic1(config-leaf-if)# policy-group pg1 force
apic1(config-leaf-if)# show running-config

leaf 101
interface ethernet 1/1

policy-group pg1

エラー訂正の転送について
エラー訂正の転送（FEC）は、送信元（トランスミッタ）がエラー訂正コードを使用して冗長
的な方法でデータをエンコードしたり、再送信を必要とせずエラーを認識し訂正する場合、信

頼できないまたはノイズなチャンネルでデータ転送のエラー制御を行う方法です。使用できる

オプションは、次のとおりです。

• CL74-FC-FEC：25 Gbpsの速度をサポートしています。

• CL91-RS-FEC：25～ 100 Gbpsの速度をサポートしています。

• Disable-FEC：FECが無効になります

• Inherit：ポートのトランシーバタイプに基づいてスイッチがFECを使用します。すべての
銅線（CR4）トランシーバでは 25Gで FC FECが有効になっています。100Gトランシー
バを有するすべてのインターフェイスで RS FECを有効にします。

デフォルトは「Inherit」です。
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FECは前面ポートでのみ設定かのうで、ファブリックポートでは設定できません。（注）

NX-OSスタイル CLIを使用した FECの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始

します。

コンフィギュレーションモードを開始

します。

例：

ステップ 1

apic1# configure

スイッチモードを開始します。スイッチモードを開始します。

例：

ステップ 2

apic1(config)# leaf 104

インターフェイスとポートを指定しま

す。

インターフェイスとポートを指定しま

す。

例：

ステップ 3

apic1(config-leaf)# int eth 1/4

RS-FECを設定します。FECを設定します。ステップ 4

例： デフォルトの

forward-error-correction値は継
承されます。

（注）

apic1(config-leaf-if)#
forward-error-correction cl91-rs-fec

インターフェイスモードを終了します。インターフェイスモードを終了します。

例：

ステップ 5

apic1(config-leaf-if)# exit

ファブリックとインターフェイスの設定
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