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グローバルポリシーについて
APICファブリックには多くのファブリックレベル構成があり、その構成はファブリックコン
ポーネント全体に適用されます（スイッチおよびポート）。状況によっては、低レベルのポリ

シー（スイッチまたはインターフェイスレベル）が、これらのポリシーを上書きするために存

在します。たとえば、MCPポリシーは、MCP機能をグローバルに有効にすることができます
が、インターフェイスレベルのMCPポリシーは、個々のインターフェイスのMCPを有効ま
たは無効にするために存在します。
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アウトオブバンド管理 NTPの設定
ACIファブリックをアウトオブバンド管理で展開する場合、ファブリックの各ノードは ACI
ファブリックの外部から管理されます。アウトオブバンド管理の NTPサーバを設定すると、
各ノードは一貫したクロックソースとして同じNTPサーバに個々に照会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

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ファブリックの NTPテンプレート (ポ
リシー)を指定します。

template ntp-fabric
ntp-fabric-template-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# template ntp-fabric
pol1

アクティブ NTPポリシーの NTPサー
バを設定します。このサーバをアク

[no] server dns-name-or-ipaddress [prefer]
[use-vrf {inband-mgmt | oob-default}] [
key key-value]

ステップ 3

ティブNTPポリシーの優先サーバにす
例： るには、preferキーワードを含めます。

NTP認証が有効になっている場合は、apic1(config-template-ntp-fabric)#
server 192.0.20.123 prefer use-vrf
oob-mgmt

参照キー IDを指定します。To specify
the in-band or out-of-band management
access VRF, include the use-vrf keyword
with the inb-default or oob-default
keyword.

NTP認証を有効または無効にします。[no] authenticate

例：

ステップ 4

apic1(config-template-ntp-fabric)# no
authenticate

認証NTP認証を設定します。指定でき
る範囲は 1～ 65535です。

[no] authentication-key key-value

例：

ステップ 5

apic1(config-template-ntp-fabric)#
authentication-key 12345

信頼NTP認証を設定します。指定でき
る範囲は 1～ 65535です。

[no] trusted-key key-value

例：

ステップ 6

apic1(config-template-ntp-fabric)#
trusted-key 54321

グローバルポリシーの設定
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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

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-template-ntp-fabric)#
exit

ポッドグループテンプレート（ポリ

シー）を設定します。

template pod-group
pod-group-template-name

例：

ステップ 8

apic1(config)# template pod-group
allPods

事前に設定した NTPファブリックテ
ンプレート (ポリシー)を使用するよう

inherit ntp-fabric
ntp-fabric-template-name

例：

ステップ 9

にNTPファブリックのポッドグループ
を設定します。apic1(config-pod-group)# inherit

ntp-fabric pol1

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 10

apic1(config-template-pod-group)# exit

ポッドプロファイルを設定します。pod-profile pod-profile-name

例：

ステップ 11

apic1(config)# pod-profile all

一連のポッドを設定します。pods {pod-range-1-255 | all}

例：

ステップ 12

apic1(config-pod-profile)# pods all

事前に設定したポッドグループにポッ

ドプロファイルを関連付けます。

inherit pod-group pod-group-name

例：

ステップ 13

apic1(config-pod-profile-pods)#
inherit pod-group allPods

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 14

apic1(config-pod-profile-pods)# end

例

次に、優先アウトオブバンドNTPサーバを設定し、その設定および展開を確認する例
を示します。

apic1# configure t
apic1(config)# template ntp-fabric pol1

グローバルポリシーの設定
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apic1(config-template-ntp-fabric)# server 192.0.20.123 use-vrf oob-default
apic1(config-template-ntp-fabric)# no authenticate
apic1(config-template-ntp-fabric)# authentication-key 12345
apic1(config-template-ntp-fabric)# trusted-key 12345
apic1(config-template-ntp-fabric)# exit
apic1(config)# template pod-group allPods
apic1(config-pod-group)# inherit ntp-fabric pol1
apic1(config-pod-group)# exit
apic1(config)# pod-profile all
apic1(config-pod-profile)# pods all
apic1(config-pod-profile-pods)# inherit pod-group allPods
apic1(config-pod-profile-pods)# end
apic1#

apic1# show ntpq
nodeid remote refid st t when poll reach delay offset jitter

------ - ------------ ------ ---- -- ----- ----- ----- ------ ------ ------

1 * 192.0.20.123 .GPS. u 27 64 377 76.427 0.087 0.067

2 * 192.0.20.123 .GPS. u 3 64 377 75.932 0.001 0.021

3 * 192.0.20.123 .GPS. u 3 64 377 75.932 0.001 0.021

システムクロックの設定

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

例：

ステップ 1

apic1# configure

クロックの日付と時刻の形式をローカル

または UTC時間のいずれかに設定しま
す。

[no] clock display-format {local | utc}

例：

apic1(config)# clock display-format
local

ステップ 2

UTCからのオフセットの表示を有効（ま
たは無効）にします。この設定は、

[no] clock show-offset enable

例：

ステップ 3

display-formatが localの場合にのみ有効
です。

apic1(config)# clock show-offset enable

ローカルタイムゾーンを指定します。

デフォルトは p0_utcです。
[no] clock timezone timezone-code

例：

ステップ 4

グローバルポリシーの設定

4

グローバルポリシーの設定

システムクロックの設定



目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# clock timezone
n420_America-Los_Angeles

任意のインターフェイス上でLLDPを初
期化する際の遅延時間を指定します。指

show clock

例：

ステップ 5

定できる範囲は 1～ 10秒です。デフォ
ルトは 2秒です。

apic1(config)# show clock

例

次に、ロサンゼルスタイムゾーンのローカル時刻にシステムクロックを設定する例を

示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# clock display-format local
apic1(config)# clock show-offset enable
apic1(config)# clock timezone n420_America-Los_Angeles
apic1(config)# show clock
Time : 20:47:37.038 UTC-08:00 Sun Nov 08 2015

エラーディセーブル回復の設定
エラーディセーブル回復（EDR）ポリシーは、ループ検出ポートをイネーブルにすることがで
きるファブリックレベルのポリシーおよび、管理者が設定することができる間隔が経過した後

にディセーブルになる BPDUポリシーです。

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

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

な範囲は 30～ 65535秒です

[no] errdisable recovery interval seconds

例：

apic1(config)# errdisable recovery
interval 300

ステップ 2

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

[no] errdisable recovery cause {bpduguard
| ep-move |mcp-loop}

例：

ステップ 3

と、デバイスはインターフェイスを再び

アップします。デフォルトではディセーapic1(config)# errdisable recovery
cause mcp-loop

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

ブルになっています。条件オプションは

次のとおりです。

• bpduguard：BPDUガードエラー
ディセーブルから回復するためのイ

ネーブルタイマー。

• ep-move：エンドポイント移動エ
ラーディセーブルから回復するた

めのイネーブルタイマー。

• mcp-loop：MCPループエラーディ
セーブルから回復するためのイネー

ブルタイマー。

例

この例では、MCPループエラーディセーブルから回復するための EDRを設定する方
法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# errdisable recovery interval 300
apic1(config)# errdisable recovery cause mcp-loop

リンクレベル検出プロトコルの設定
LinkLayerDiscoveryProtocol（LLDP）は、ネットワークデバイスがネットワーク上の他のデバ
イスに自分の情報をアドバタイズできるようにするデバイスディスカバリプロトコルです。

LLDPによってスイッチ間のレイヤ 2接続が決まります。

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

LLDPパケットで送信されるホールド時
間を指定します。

[no] lldp holdtime seconds

例：

ステップ 2

apic1(config)# lldp holdtime

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

LLDPパケットで送信されるホールド時
間を指定します。値の範囲は 10～ 255
秒で、デフォルト値は 120秒です。

[no] lldp holdtime seconds

例：

apic1(config)# lldp holdtime 120

ステップ 3

任意のインターフェイス上でLLDPを初
期化する際の遅延時間を指定します。指

[no] lldp reinit seconds

例：

ステップ 4

定できる範囲は 1～ 10秒です。デフォ
ルトは 2秒です。

apic1(config)# lldp reinit 2

LLDPアップデートの送信頻度を秒単位
で設定します。値の範囲は 5～ 254秒
で、デフォルト値は 30秒です。

[no] lldp timer seconds

例：

apic1(config)# lldp timer 30

ステップ 5

例

この例では、LLDPを設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# lldp holdtime 120
apic1(config)# lldp reinit 2
apic1(config)# lldp timer 30

Miscablingプロトコルの設定
ACIファブリックは、ACIアクセスポートに接続されているレイヤ 2ネットワークセグメン
トでループを検出できるループ検出ポリシーを提供します。ACIファブリックはファブリック
レベルのポリシーであるMis-CablingProtocol（MCP）を実装し、MCPパラメータのプロビジョ
ニング、誤配線が検出された場合のポートの動作の決定を行うことができます。MCPは外部
レイヤ 2ネットワークで実行される STPを補完するように機能し、アクセスポートが受信す
るブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）パケットを処理します。

ファブリック管理者は、ACIファブリックによって開始されたMCPパケットを識別するため
にMCPが使用するキーを提供します。管理者は、MCPポリシーがループを識別する方法、
ループに対するアクション（syslogのみ、またはポートを無効にする）を選択できます。

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

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

誤配線が検出された場合にポートを無効

状態にするかどうかを指定します。

[no] mcp action port-disable

例：

ステップ 2

apic1(config)# mcp action port-disable

ファブリック全体でのMCPプロトコル
のグローバルな有効化または無効化を可

[no] mcp enable [key key-value]

例：

ステップ 3

能にします。ポリシーを有効にするとき
apic1(config)# mcp enable key
0123456789abcdef はパスワード（キー）が必要ですが、無

効にするときは不要です。

MCPパケットを送信するときに使用さ
れるループ検出の増倍係数を設定しま

す。指定できる範囲は 1～ 255です。

[no] mcp factor number

例：

apic1(config)# mcp factor 64

ステップ 4

初期遅延時間を指定します。指定できる

範囲は 0～ 1800秒です。デフォルト値
は 180秒です。

[no] mcp init-delay seconds

例：

apic1(config)# mcp init-delay 180

ステップ 5

誤配線を検出するためにMCPパケット
が送信される頻度を設定します。範囲は

[no] mcp transmit-frequency frequency

例：

ステップ 6

100ミリ秒～300秒です。デフォルトは
2秒です。

apic1(config)# mcp transmit-frequency
2

例

MCPの送信頻度の間隔を 2秒に設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# mcp action port-disable
apic1(config)# mcp enable key 0123456789abcdef
apic1(config)# mcp factor 64
apic1(config)# mcp init-delay 180
apic1(config)# mcp transmit-frequency 2

この例では、MCPの送信頻度を 2秒と 300ミリ秒単位に設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# mcp action port-disable
apic1(config)# mcp enable key 0123456789abcdef
apic1(config)# mcp factor 64
apic1(config)# mcp init-delay 180
apic1(config)# mcp transmit-frequency 2 300

グローバルポリシーの設定
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エンドポイントのループ防止ポリシーの設定
エンドポイントのループ防止ポリシーは、あるファブリックポートから別のファブリックポー

トまでのエンドポイント（ホスト）の頻繁な移動の検出に使用されるファブリックレベルのポ

リシーです。ポリシーは、このようなイベントが検出された場合に、実行するアクションの内

容を設定します。

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

エンドポイントのループが検出されたと

きに実行するアクションを指定します。

次のオプションがあります。

[no] endpoint loop-detect action
{bd-learn-disable | port-disable}

例：

ステップ 2

• bd-learn-disable—ブリッジドメイ
ンでMACアドレスラーニングを
無効にします。

apic1(config)# endpoint loop-detect
action port-disable

• port-disable—ポートを無効にしま
す。

ファブリック全体のグローバルなエンド

ポイントのループ防止プロトコルをイ

[no] endpoint loop-detect enable

例：

ステップ 3

ネーブルまたはディセーブルにすること

ができます。
apic1(config)# endpoint loop-detect
enable

ループ検出の乗算係数を設定します。指

定できる範囲は 1～ 255です。
[no] endpoint loop-detect factor number

例：

ステップ 4

apic1(config)# endpoint loop-detect
factor 64

ループ検出間隔を指定します。指定でき

る範囲は 30～ 300秒です。
[no] endpoint loop-detect interval seconds

例：

ステップ 5

apic1(config)# endpoint loop-detect
interval 60

例

この例では、エンドポイントのループ防止ポリシーを設定する方法を示します。

グローバルポリシーの設定
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apic1# configure terminal
apic1(config)# endpoint loop-detect action port-disable
apic1(config)# endpoint loop-detect enable
apic1(config)# endpoint loop-detect factor 64
apic1(config)# endpoint loop-detect interval 60

不正なエンドポイントの制御ポリシーの設定

不正なエンドポイントの制御ポリシーについて

別の ToRポートで頻繁かつ急速にパケットを挿入し、802.1 qを変更することで (したがってエ
ンドポイントのエミュレートが移動します)、不正なエンドポイントはラック上部 (ToR)のス
イッチに攻撃して、学習クラスと EPGポートが変更されることになります。

誤設定により頻繁に IPアドレスとMACアドレスが変更 (移動する)されることになります。

ファブリックの急速な移動などで、大きなネットワークの不安定状態、高い CPU使用率、ま
れなケースでは、大量かつ長期のメッセージおよびトランザクションサービス (MTS)バッファ
消費のため、エンドポイントマッパー (EPM)および EPMクライアント (EPMC)がクラッシュ
することになります。また、このような頻繁な移動により、EPMおよび EPMCログが非常に
すばやくロールオーバーされ、無関係なエンドポイントのデバッグを妨害する可能性がありま

す。

不正 EP制御機能は、この脆弱性にすばやく対処します。

•このような急速MACおよび IPエンドポイントの移動の特定

•一時的に移動を停止することで、エンドポイントを静的にします (したがって、エンドポ
イントを隔離します)

•不正 EP検出間隔にエンドポイントスタティックを保持し、不正なエンドポイント経由
のトラフィックを廃棄します。この時間が経過すると、認可されていないMACまたは IP
アドレスが削除されます

•ホストトラッキングパケットを生成することで、影響を受けるMACまたは IPアドレス
を再学習するようシステムを有効にします

•障害が発生すると是正措置が有効になります

不正 EP制御ポリシーはグローバルに設定され、その他のループ防止方法とは異なり、個別の
エンドポイントレベルで機能します（IPおよびMACアドレス）。ローカルまたはリモート間
の移動を区別せず、インターフェイスのあらゆる種類の変更がエンドポイントが隔離されるか

どうか決定する際に移動とみなされます。

グローバルポリシーの設定
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NX-OSスタイル CLIを使用したエンドポイントの設定
不正 EP制御ポリシーをファブリックに設定して、NX-OSスタイル CLIを使用して認証され
ていないエンドポイントを検出および削除できます。

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

グローバル不正エンドポイント制御ポリ

シーを有効にします。

endpoint rogue-detect enable

例：

ステップ 2

apic1(config)# endpoint rogue-detect
enable

エンドポイントの不正が発見された後に

保留間隔を秒単位で設定することで、

endpoint rogue-detect hold-interval
hold_interval

例：

ステップ 3

ラーニングが防止されるように静的を維

持し、不正なエンドポイントによるトラapic1(config)# endpoint rogue-detect
hold-interval 1800 フィックがドロップします。このイン

ターバルが経過すると、エンドポイント

は削除されます。有効な値は300～3600
秒です。デフォルト値は 1800です。

サポートされている保留間隔

の範囲は 1800～ 3600秒で
す。

（注）

不正なエンドポイントを検出するまでの

時間を指定する不正の検出間隔を秒で設

endpoint rogue-detect interval interval

例：

ステップ 4

定します。有効な値は 0～ 65535秒で
す。デフォルトは 60です。

apic1(config)# endpoint rogue-detect
interval 60

エンドポイントが承認されたかどうかを

確認する際に、乗算係数を指定します。

endpoint rogue-detect factor factor

例：

ステップ 5

エンドポイントは、複数の時間間隔の間
apic1# endpoint rogue-detect factor 6

に移動した場合、EPは不正を宣言しま
す。有効値は2～65535です。デフォル
ト値は 6です。

サポートされている不正 EP
検出乗算係数の範囲は 2～ 10
です。

（注）

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

この例では、不正なエンドポイント制御

ポリシーを設定します。

ステップ 6

例：

apic1# cconfigure
apic1(config)# endpoint rogue-detect
enable
apic1(config)# endpoint rogue-detect
hold-interval 1800
apic1(config)# endpoint rogue-detect
interval 60
apic1(config)# endpoint rogue-detect
factor 6

IPエージングの設定

概要

IPエージングポリシーは、エンドポイントの未使用の IPアドレスを追跡しエージングが行わ
れます。トラッキングはブリッジドメインに設定されたエンドポイント保持ポリシーを使用し

て実行され、ローカルエンドポイントエージング間隔の 75%で、ARP要求（IPv4）やネイ
バー要請（IPv6）を送信します。IPアドレスから応答を受信しなかった場合、その IPアドレ
スはエージングアウトします。

このドキュメントでは、IPエージングポリシーを設定する方法について説明します。

NX-OSスタイル CLIを使用した IPエージングポリシーの設定
このセクションでは、CLIを使用した IPエージングポリシーを有効および無効にする方法を
説明します。

手順

ステップ 1 IPエージングポリシーを有効にするには：

例：

ifc1(config)# endpoint ip aging

ステップ 2 IPエージングポリシーを無効にするには：

例：

ifav9-ifc1(config)# no endpoint ip aging

グローバルポリシーの設定
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次のタスク

エンドポイントの IPアドレスをトラッキングするために使用される間隔を指定するには、エ
ンドポイント保持ポリシーを作成します。

ダイナミックロードバランサの設定
ダイナミックロードバランシング（DLB）により、輻輳レベルに従ってトラフィックの割り
当てが調整されます。DLBでは、使用可能なパス間の輻輳が測定され、輻輳状態が最も少ない
パスにフローが配置されるので、データが最適またはほぼ最適に配置されます。

DLBは、フローまたはフローレットの粒度を使用して使用可能なアップリンクにトラフィック
を配置するように設定できます。フローレットは、時間の大きなギャップによって適切に区切

られるフローからのパケットのバーストです。パケットの2つのバースト間のアイドル間隔が
使用可能なパス間の遅延の最大差より大きい場合、2番目のバースト（またはフローレット）
を1つ目とは異なるパスに沿ってパケットのリオーダーなしで送信できます。このアイドル間
隔は、フローレットタイマーと呼ばれるタイマーによって測定されます。フローレットによ

り、パケットリオーダーを引き起こすことなくロードバランシングに対する粒度の高いフロー

の代替が提供されます。

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

ロードバランサの動作モードを指定し

ます。使用可能なモードを次に示しま

す。

[no] system dynamic-load-balance mode
{dynamic-aggressive |
dynamic-conservative |
link-failure-resiliency |
packet-prioritization}

ステップ 2

• dynamic-aggressive：フローレット
タイムアウトは比較的小さい値で

す。この非常に精密なダイナミック

ロードバランシングはトラフィッ

クの分配に最適ですが、パケット

リオーダーが発生する場合がありま

す。ただし、アプリケーションのパ

フォーマンスに対する包括的なメ

リットは、保守的なモードと同等か

それよりも優れています。

• dynamic-conservative：フローレッ
トタイムアウトは、パケットが並

び替えられないことを保証する大き

な値です。新しいフローレットの機

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

会の頻度が少ないので、トレードオ

フは精度が低いロードバランシン

グです。

• link-failure-resiliency：静的ロード
バランシングにより、使用可能なリ

ンクにほぼ均等な流量が分配されま

す。

• packet-prioritization：Dynamic
Packet Prioritization（DPP）は、長い
フローよりも短いフローを優先しま

す。短いフローは約 15パケット未
満です。短いフローは、長いフロー

よりも遅延に敏感であるため、DPP
はアプリケーション全体のパフォー

マンスを向上できます。

apic1(config)# system
dynamic-load-balance mode
packet-prioritization

例

この例では、パケットの優先順位付でロードバランシングを設定する方法を示しま

す。

apic1# configure terminal
apic1(config)# system dynamic-load-balance mode packet-prioritization

スパニングツリープロトコルの設定
MultipleSpanning-Tree（MST）は複数のVLANを同一のスパニングツリーインスタンスにマッ
ピングできるようにして、多数の VLANをサポートする場合に必要となるスパニングツリー
インスタンスの数を減らします。

ポート VLANごとの機能 (localPort範囲に同じ VLAN IDを使用してリーフスイッチで複数の
EPGを設定する)で設定されたインターフェイスでは、マルチスパニングツリー (MST)はサ
ポートされません。

（注）

グローバルポリシーの設定
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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

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。

spanning-tree mst configuration

例：

ステップ 2

apic1(config)# spanning-tree mst
configuration

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。

[no] bpdu-filter

例：

ステップ 3

apic1(config-stp)# bpdu-filter

スイッチをMSTインスタンスに加入さ
せるには、同じMSTコンフィギュレー

[no] region region-name

例：

ステップ 4

ション情報を使用して矛盾のないように
apic1(config-stp)# region region1

スイッチを設定する必要があります。同

じMST設定の相互接続スイッチの集ま
りによってMSTリージョンが構成され
ます。各リージョンは、最大 65のスパ
ニングツリーインスタンスまでサポー

トします。

VLANをMSTIにマップします。VLAN
には、一度に 1つのスパニングツリー

[no] instance instance-id vlan vlan-range

例：

ステップ 5

インスタンスのみ割り当てることができ
apic1(config-stp-region)# instance 2
vlan 1-63 ます。インスタンス IDの範囲は 1～

4094です。VLANの範囲を指定するに
は、ハイフンを使用します。

設定リビジョン番号を指定します。指定

できる範囲は 0～ 65535です。
revision number

例：

ステップ 6

apic1(config-stp-region)# revision 16

例

次に、MSTスパニングツリーポリシーを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# spanning-tree mst configuration
apic1(config-stp)# bpdu-filter
apic1(config-stp)# region region1
apic1(config-stp-region)# instance 2 vlan 1-63

グローバルポリシーの設定
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apic1(config-stp-region)# revision 16

『Configuring IS-IS』
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）はネットワークトポロジの変化を検出し、
ネットワーク上の他のノードへのループフリールートを計算できる、ダイナミックリンクス

テートルーティングプロトコルです。

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

Intermediate system-to-intermediate system
（IS-IS） configuration mode(設定モー

template isis-fabric
isis-fabric-template-name

例：

ステップ 2

ド、コンフィギュレーションモード)
を開始し、IS-ISファブリックテンプ
レート (policy)を作成します。

apic1(config)# template isis-fabric
polIsIs

高速フラッディング機能をイネーブル

にします。これにより、ネットワーク

[no] lsp-fast-flood

例：

ステップ 3

内に新しいリンクステートパケット
apic1(config-template-isis-fabric)#
lsp-fast-flood （LSP）が生成され、新しいLSPによっ

て最短パス優先（SPF）がトリガーさ
れるときのコンバージェンス時間が改

善されます。

ネットワーク全体でコンバージェンス

時間を短縮するために、ルータが SPF
計算を実行する前に、LSPの高速フ
ラッディングをイネーブルにしておく

ことをお勧めします。

LSP発生に関する IS-ISスロットルを設
定します。パラメータは次のとおりで

す。

[no] lsp-gen-interval level-1 lsp-max-wait
[lsp-initial-wait lsp-second-wait]

例：

ステップ 4

• lsp-max-wait：トリガーからLSP発
生までの最大待ち時間。

apic1(config-template-isis-fabric)#
lsp-gen-interval level-1 500 500 500

• lsp-initial-wait：トリガーから LSP
発生までの初期待ち時間。

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

• lsp-second-wait：バックオフ時の
LSPスロットルに使用する第 2待
ち時間。

lsp-max-waitパラメータは必須です。他
の 2つのパラメータはオプションです
が、同時に表示する必要があります。

それぞれの範囲は 50～ 120000ミリ秒
です。

IS-IS helloパケットの最大伝送ユニッ
ト（MTU）を設定します。指定できる
範囲は 256～ 4352です。

[no] lsp-mtu mtu

例：

apic1(config-template-isis-fabric)#
lsp-mtu 2048

ステップ 5

IS-IS helloパケットは、隣接関係の検
出および維持のために使用されます。

デフォルトでは、helloパケットは最大
伝送ユニット（MTU）の最大限のサイ
ズまでパディングされ、大きいフレー

ムでの伝送の問題または隣接インター

フェイスでのMTUの不一致に起因す
るエラーを早期に検出できます。ただ

し、IS-IS隣接関係の形成はリンクでの
MTU不一致が原因で失敗し、MTUサ
イズの調整が必要になることがありま

す。

LSA到着までのインターバルを設定し
ます。パラメータは次のとおりです。

[no] spf-interval level-1 spf-max-wait
[spf-initial-wait spf-second-wait]

例：

ステップ 6

• spf-max-wait：トリガーからSPF計
算までの最大待機時間。apic1(config-template-isis-fabric)#

spf-interval level-1 500 500 500

• spf-initial-wait：トリガーから SPF
計算までの最初の待機時間。

• spf-second-wait：バックオフ時の
SPF計算に使用する第 2待機時
間。

spf-max-waitパラメータは必須です。他
の 2つのパラメータはオプションです
が、同時に表示する必要があります。

それぞれの範囲は 50～ 120000ミリ秒
です。

グローバルポリシーの設定
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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

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

apic1(config-template-isis-fabric)#
exit

ポッドグループテンプレート (policy)
を作成します。

template pod-group
pod-group-template-name

例：

ステップ 8

apic1(config)# template pod-group
allPods

Configures the template pod-group to use
the previously configured isis-fabric
template (policy).

inherit pod-group pod-group-name

例：

apic1(config-pod-group)# inherit
isis-fabric polIsIs

ステップ 9

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 10

apic1(config-pod-group)# exit

ポッドプロファイルを設定します。pod-profile pod-profile-name

例：

ステップ 11

apic1(config)# pod-profile all

一連のポッドを設定します。pods {pod-range-1-255 | all}

例：

ステップ 12

apic1(config-pod-profile)# pods all

Configures the pod-profile to use the
previously configured pod group.

inherit pod-group pod-group-name

例：

ステップ 13

apic1(config-pod-profile-pods)#
inherit pod-group allPods

EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 14

apic1(config-pod-profile-pods)# end

例

次に、IS-ISを設定する例を示します。

aapic1# configure
apic1(config)# template isis-fabric polIsIs
apic1(config-template-isis-fabric)# lsp-fast-flood

グローバルポリシーの設定
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apic1(config-template-isis-fabric)# lsp-gen-interval level-1 500 500 500
apic1(config-template-isis-fabric)# lsp-mtu 2048
apic1(config-template-isis-fabric)# spf-interval level-1 500 500 500
apic1(config-template-isis-fabric)# exit
apic1(config)# template pod-group allPods
apic1(config-pod-group)# inherit isis-fabric polIsIs
apic1(config-pod-group)# exit
apic1(config)# pod-profile all
apic1(config-pod-profile)# pods all
apic1(config-pod-profile-pods)# inherit pod-group allPods
apic1(config-pod-profile-pods)# end
apic1#

BGPルートリフレクタの設定
ACIファブリックのルートリフレクタは、マルチプロトコルBorderGatewayProtocol（MP-BGP）
を使用してファブリック内に外部ルートを配布します。ACIファブリックでルートリフレクタ
をイネーブルにするには、ファブリックの管理者がルートリフレクタになるスパインスイッ

チを選択して、自律システム（AS）番号を提供する必要があります。冗長性のために、複数
のスパインがルータリフレクタノードとして設定されます（1台のプライマリリフレクタと
1台のセカンダリリフレクタ）。

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

ファブリックの BGP設定モードを開始
します。

bgp-fabric

例：

ステップ 2

apic1(config)# bgp-fabric

自律システムを一意に識別する、BGP
自律システム番号（ASN）を設定しま
す。ASNは 1～ 4294967295の間です。

asn asn-value

例：

apic1(config-bgp-fabric)# asn 123456789

ステップ 3

ネットワーク全体でコンバージェンス時

間を短縮するために、ルータが SPF計
算を実行する前に、LSPの高速フラッ
ディングをイネーブルにしておくことを

お勧めします。

ルートリフレクタとして最大 2つのス
パインノードを設定します。冗長性の

[no] route-reflector spine リスト

例：

ステップ 4

ために、プライマリおよびセカンダリ
apic1(config-bgp-fabric)#
route-reflector spine spine1,spine2

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

ルートリフレクタを設定する必要があ

ります。

例

この例では、BGPルートリフレクタとして spine1および spine2を設定する方法を示
します。

apic1# configure
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 123456789
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine spine1,spine2
apic1(config-bgp-fabric)# exit
apic1(config)#

ノードのデコミッション
次の 2レベルの稼働停止がサポートされています。

•標準：ノードの無効化と同様です。After being decommissioned, the node cannot rejoin the
fabric until the no decommission command is executed.

•完全：ノードを稼働停止すると、ノードに関連するすべてのファブリック設定がクリアさ
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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

指定されたノードを稼働停止します。コ

ントローラノード IDの番号は 1～ 100
[no] decommission {controller | switch}
node-id [remove-from-controller]

例：

ステップ 2

の範囲にあり、スイッチノード IDの番
号は 101～ 4000の範囲にあることに注
意してください。

apic1(config)# decommission switch 104
remove-from-controller

例

次に、ノード104（スイッチ）と、標準レベルで稼働停止された再稼働ノード5（コン
トローラ）の完全な稼働停止を実行する例を示します。

グローバルポリシーの設定
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apic1# configure
apic1(config)# decommission switch 104 remove-from-controller
apic1(config)# no decommission controller 5

電力管理の設定

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

例：

ステップ 1

apic1# configure

電源の冗長性ポリシーを作成または設定

します。

[no] power redundancy-policy policy-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# power redundancy-policy
myPowerPolicy

この電源の冗長性ポリシーの説明を追加

します。テキストにスペースが含まれて

[no] description text

例：

ステップ 3

いる場合は、単一引用符で囲む必要があ

ります。
apic1(config-power)# description 'This
is my power redundancy policy'

電源の冗長性モードを指定します。[no] redundancy-mode {combined |
ps-redundant | redundant}

ステップ 4

• combined—このモードは電源の冗
長性を提供しません。使用可能な電例：

力は、すべての電源装置の電力の合

計です。

apic1(config-power)# redundancy-mode
ps-redundant

• ps-redundant—このモードは、アク
ティブな電源がダウンしたときに備

えて予備の電源装置を1台追加した
ものです。最大の電力を供給できる

電源がスタンバイモードで動作し

ます。残りの1台または2台の電源
装置がアクティブになります。使用

可能な電力は、アクティブな電源ユ

ニットによって供給される電力の合

計です。

• redundant—このモードは、電源の
冗長性と入力電源回路網の冗長性を

組み合わせたものです。つまり、

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

シャーシは予備の電源装置を1台備
えており、各電源装置の半分が1つ
の電源回路網に接続され、残りの半

分がもう1つの電源回路網に接続さ
れます。使用可能な電力は、電源装

置モードと入力電源モードのうち使

用可能電力が小さいほうです。

例

次に、ps-redundantモードの電源の冗長性ポリシーを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# power redundancy-policy myPowerPolicy
apic1(config-pod)# isis fabric
apic1(config-power)# description 'This is my power redundancy policy'
apic1(config-power)# redundancy-mode ps-redundant

スケジューラの設定
スケジュールにより、設定のインポート/エクスポートまたはテクニカルサポートの収集など
の操作を 1つ以上の指定した時間帯に発生させることができます。

スケジュールには、一連のタイムウィンドウ（オカレンス）が含まれます。これらのウィンド

ウは、1回だけ発生させるか、または毎週指定した日時に繰り返し発生させることができます。
期間や実行するタスクの最大数などのウィンドウで定義されているオプションにより、スケ

ジュール設定されたタスクの実行時期が決定されます。たとえば、最大時間長またはタスク数

に達したため特定のメンテナンス時間帯に変更を展開できない場合、この展開は次のメンテナ

ンス時間に持ち越されます。

各スケジュールは、APICが 1つまたは複数のメンテナンス時間帯に入っているかどうか、定
期的に確認します。入っている場合、スケジュールはメンテナンスポリシーで指定された制限

に対し適切な展開を実行します。

スケジュールには、スケジュールに関連付けられたメンテナンス時間を決定する1つ以上のオ
カレンスが含まれています。オカレンスは次のいずれかになります。

•絶対（1回）時間帯：絶対時間帯は、1回しか発生しないスケジュールを定義します。こ
れらの時間帯は、その時間帯の最大時間長まで、または時間帯の中で実行可能なタスクの

最大数に達するまで継続されます。

•繰り返し時間帯：繰り返し時間帯は、繰り返しのスケジュールを定義します。この時間帯
は、タスクの最大数に達するまで、または時間帯に指定された日の終わりに達するまで継

続します。
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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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

新しいスケジューラを作成するか、既

存のスケジューラを設定します。

[no] scheduler schedule-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# scheduler controller
schedule myScheduler

このスケジューラの説明を追加しま

す。テキストにスペースが含まれてい

[no] description text

例：

ステップ 3

る場合は、単一引用符で囲む必要があ

ります。
apic1(config-scheduler)# description
'This is my scheduler'

絶対（1回）の時間帯スケジュールを
作成します。

[no] absolute window window-name

例：

ステップ 4

apic1(config-scheduler)# absolute
window myAbsoluteWindow

同時に処理できるノード（タスク）の

最大数を設定します。指定できる範囲

[no] max concurrent nodes count

例：

ステップ 5

は 0～ 65535です。ノード数を制限し
ない場合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-absolute)# max
concurrent nodes 300

dd:hh:mm:ssの形式でタスクの最大実行
時間を設定します。指定できる範囲は

[no] max running time time

例：

ステップ 6

0～ 65535です。時間の制限がない場
合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-absolute)# max
running time 00:01:30:00

[[[yyyy:]mmm:]dd:]HH:MM形式で開始
時刻を設定します。

[no] time start time

例：

ステップ 7

apic1(config-scheduler-absolute)# time
start 2016:jan:01:12:01

スケジューラ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 8

apic1(config-scheduler-absolute)# exit

繰り返し時間帯のスケジュールを作成

します。

[no] recurring window window-name

例：

ステップ 9

apic1(config-scheduler)# recurring
window myRecurringWindow

グローバルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

同時に処理できるノード（タスク）の

最大数を設定します。指定できる範囲

[no] max concurrent nodes count

例：

ステップ 10

は 0～ 65535です。ノード数を制限し
ない場合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-recurring)#
max concurrent nodes 300

dd:hh:mm:ssの形式でタスクの最大実行
時間を設定します。指定できる範囲は

[no] max running time time

例：

ステップ 11

0～ 65535です。時間の制限がない場
合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-recurring)#
max running time 00:01:30:00

期間（毎日または毎週）と開始時刻を

設定します。Ifweekly is selected, choose
from these options:

[no] time start {daily HH:MM | weekly
(See usage) HH:MM}

例：

ステップ 12

• mondayapic1(config-scheduler-recurring)#
time start weekly wednesday 12:30

• tuesday

• wednesday

• thursday

• friday

• saturday

• sunday

• even-day

• odd-day

• every-day

例

次に、毎週水曜日に実行するよう繰り返しスケジューラを設定する例を示します。

apic1# configure
apic1(config)# scheduler controller schedule myScheduler
apic1(config-scheduler)# description 'This is my scheduler'
apic1(config-scheduler)# recurring window myRecurringWindow
apic1(config-scheduler-recurring)# max concurrent nodes 300
apic1(config-scheduler-recurring)# max running time 00:01:30:00
apic1(config-scheduler-recurring)# time start weekly wednesday 12:30

グローバルポリシーの設定
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システムMTU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

例：

ステップ 1

apic1# configure

ホスト側ポートの最大伝送ユニット

（MTU）を設定します。Cisco APICリ
[no] system jumbomtu size

例：

ステップ 2

リース 3.1 (2)まで、最大値の範囲は 576apic1(config)#system jumbomtu 9000
に 9000バイトです。リリース 3.1 (2)以
降、最大MTU値は 9216です。デフォ
ルトでは、9000から変更されていませ
ん。

例

次に、システムのMTUサイズを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# system jumbomtu 9000

PTPについて
Precision Time Protocol（PTP）は、IEEE 1588で定義された、ネットワークに分散したノード
の時刻同期プロトコルです。PTPを使用すると、分散したクロックを、イーサネットネット
ワークを経由して、1マイクロ秒以下の精度で同期させることができます。PTPの精度は ACI
ファブリックスパインおよびリーフでサポートされているハードウェアから提供されます。こ

れにより、プロトコルが正確にネットワーク全体のメッセージ遅延と変動を補正できます。

PTPは、システムのリアルタイムPTPクロックが相互に同期する方法を指定する分散プロトコ
ルです。これらのクロックは、グランドマスタークロック（階層の最上部にあるクロック）を

持つマスター/スレーブ同期階層に編成され、システム全体の時間基準を決定します。同期は、
タイミング情報を使用して階層のマスターの時刻にクロックを調整するメンバーと、PTPタイ
ミングメッセージを交換することによって実現されます。PTPは、PTPドメインと呼ばれる論
理範囲内で動作します。
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PTPプロセスは、マスター/スレーブ階層の確立とクロックの同期の2つのフェーズで構成され
ます。PTPドメイン内では、オーディナリクロックまたは境界クロックの各ポートが、次のプ
ロセスに従ってステートを決定します。

•受信したすべての（マスタ状態のポートによって発行された）アナウンスメッセージの内
容を検査します。

•外部マスタのデータセット（アナウンスメッセージ内）とローカルクロックで、優先順
位、クロッククラス、精度などを比較します。

•自身の状態がマスタまたはスレーブのいずれであるかを決定します。

マスター/スレーブ階層が確立されると、クロックは次のように同期されます。

•マスターはスレーブに同期メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。

•スレーブは同期メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。すべての同期メッセー
ジには、フォローアップメッセージがあります。したがって、同期メッセージの数は、

フォローアップメッセージの数と同じである必要があります。

•スレーブはマスターに遅延要求メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。

•マスターは遅延要求メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。

•マスターはスレーブに遅延応答メッセージを送信します。遅延要求メッセージの数は、遅
延応答メッセージの数と同じある必要があります。

•スレーブは、これらのタイムスタンプを使用して、クロックをマスターの時刻に調整しま
す。

ACIファブリックでは、PTP機能がAPIC内でグローバルに有効になっている場合、ソフトウェ
アがサポートされているスパインおよびリーフの特定のインターフェイスで自動的にPTPを有
効にします。この自動設定は、サポートされているすべてのノードで最適にPTPが有効になっ
ていることを保証します。外部グランドマスタクロックがない場合、スパインスイッチのい

ずれかがグランドマスタとして選択されます。PTPスレーブとして動作するように、マスタス
パインには他のスパインおよびリーフスイッチと比較して異なる PTP優先順位が与えられま
す。この方法により、ファブリック内のすべてのリーフスイッチがマスタスパインの PTPク
ロックと同期します。

外部グランドマスタクロックがスパインに接続している場合、スパインは外部GMに同期し、
リーフノードに対してマスタとして動作します。

PTPデフォルト設定

次の表に、PTPパラメータのデフォルト設定を示します。

デフォルトパラメータ

境界クロックPTPデバイスタイプ

ツーステップクロックPTPクロックタイプ
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デフォルトパラメータ

0PTPドメイン

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプラ
イオリティ 1値

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプラ
イオリティ 2値

1ログ秒PTPアナウンス間隔

3アナウンス間隔PTPアナウンスタイムアウト

0ログ秒PTP遅延要求間隔

-2ログ秒PTP同期間隔

1PTP VLAN

PTPは境界クロックモードのみで動作します。シスコでは、スイッチに接続された、同期を必
要とするクロックが含まれるサーバを使用して、グランドマスタークロック（10 MHz）アッ
プストリームを配置することを推奨します。

（注）

PTPの検証

目的コマンド

PTPのステータスを表示します。show ptp brief

ローカルクロックのプロパティ（クロック ID
など）を表示します。

show ptp clock

PTPプロセスが認識している外部マスターの
状態を表示します。外部マスターごとに、出

力に、クロック ID、基本的なクロックプロパ
ティ、およびクロックがグランドマスターと

して使用されているかどうかが表示されます。

show ptp clock foreign-masters record interface
ethernet slot/port

最後の数個の PTP修正を表示します。show ptp corrections

すべてのインターフェイスまたは指定された

インターフェイスの PTPパケットカウンタを
表示します。

show ptp counters [all |interface Ethernet
slot/port]

PTPの親のプロパティを表示します。show ptp parent

グローバルポリシーの設定
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注意事項と制約事項

次の注意事項と制約事項に従ってください。

•遅延には、Precision Time Protocol（PTP）を使用して同期するファブリック内のすべての
ノードが必要です。

• Cisco ACIリリース 3.0(1x)以降では、遅延測定および PTPは次でのみサポートされます。

• N9K-X9732C-EX、

• N9K-X9736C-EX

• N9K-C93180YC-FX

• N9K-C93108TC-FX

• N9K-C93108TC-EX

• N9K-C93180YC-EX

• N9K-X9736C-FX

•遅延測定は、TORベースで EXまたは FX経由で入力、出力、送信を行うパケットでのみ
サポートされています。

•ファブリック内のすべてのスパインノードは、PTPをサポートするためラインカードに
基づいて EXまたは FXを有する必要があります。

• PTPおよび遅延機能は、任意のNSTorまたはスパインではサポートされていません。ファ
ブリック内の非EX/FXTorのプレゼンスについて、すべてのスパインに外部GM接続を行
い、PTP時間がサポートされているすべての TORで同期することを推奨します。

•外部グランドマスタ（GM）クロックは、単一ポッドで PTPが必須ではありません。ACI
ファブリックに接続されている外部 GMがない場合は、スパインノードの 1個が GMと
して機能します。このスパインには、254の PTP priority1値があります。ファブリック内
のその他すべてのスパインおよびリーフスイッチは、このマスタスパインクロックにク

ロックを同期します。外部GMがスパインに後で接続される場合、ファブリック全体に対
して GMとして動作するために 254未満の優先順位値が必要です。

•外部グランドマスタクロックは、マルチポッドシナリオで PTPが必須です。さらに、外
部 GMはグランドマスタクロックが異なる PODのスパインに対するマスタになるなど、
IPNに接続される必要があります。IPNに接続されているスパインは境界クロックとして
機能し、ポッド内のすべてのノードがこのスパインのクロックを同期します。

• PTPは境界クロックモードのみで動作します。エンドツーエンドトランスペアレントク
ロックモードとピアツーピアトランスペアレントクロックモードはサポートされませ

ん。

• PTPはユーザデータグラムプロトコル（UDP）上の転送をサポートします。イーサネッ
ト上の転送はサポートされません。

グローバルポリシーの設定
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• ACIPTPはマルチキャスト通信のみをサポートし、ユニキャストモードはサポートされて
いません。

NX-OS CLIを使用した PTPの設定

手順

ステップ 1 PTPを有効にします。

例：

Enable ptp:
========
apic# configure terminal
apic(config)# ptp
Disable ptp:
========
apic# configure terminal
apic(config)# no ptp

ステップ 2 ACIスイッチで PTPを確認するには：

例：

leaf1# show ptp brief
PTP port status
-----------------------
Port State
------- --------------
Eth1/49 Slave

leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp clock
PTP Device Type: Boundary clock
Clock Identity : 0c:75:bd:ff:fe:03:1d:10
Clock Domain: 0
Number of PTP ports: 1
Priority1 : 255
Priority2 : 255
Clock Quality:

Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535

Offset From Master : 32
Mean Path Delay : 128
Steps removed : 1
Local clock time:Thu Jul 27 19:43:42 2017

leaf1#
leaf1# show ptp clock foreign-masters record interface ethernet 1/49

P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-Scaled-Log-Variance, SR=Steps-Removed
GM=Is grandmaster

--------- ----------------------- --- ---- ---- --- ----- --------
Interface Clock-ID P1 P2 C A OSLV SR

グローバルポリシーの設定
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--------- ----------------------- --- ---- ---- --- ----- --------

Eth1/49 d4:6d:50:ff:fe:e6:4d:3f 254 255 248 254 65535 0 GM

leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp corrections

PTP past corrections
-----------------------------------------------------------------------------------
Slave Port SUP Time Correction(ns) MeanPath Delay(ns)
---------- ------------------------------- ------------------ ------------------
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:11 2017 364281 36 152
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:11 2017 114565 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 862912 8 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 610823 8 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 359557 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:10 2017 109937 8 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 858113 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 606536 16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 354837 -16 132
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:09 2017 104226 24 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 853263 24 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 601780 16 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 349639 -4 148
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:08 2017 99970 16 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 848507 0 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 596143 24 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 344808 4 144
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:07 2017 93156 -16 140
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:06 2017 843263 24 140
Eth1/49 Thu Jul 27 19:44:06 2017 590189 8 140
leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp counters all

PTP Packet Counters of Interface Eth1/49:
----------------------------------------------------------------
Packet Type TX RX
---------------- -------------------- --------------------
Announce 56 5424
Sync 441 43322
FollowUp 441 43321
Delay Request 7002 0
Delay Response 0 7002
PDelay Request 0 0
PDelay Response 0 0
PDelay Followup 0 0
Management 0 0
----------------------------------------------------------------

leaf1#
leaf1#
leaf1# show ptp parent

PTP PARENT PROPERTIES

Parent Clock:
Parent Clock Identity: d4:6d:50:ff:fe:e6:4d:3f
Parent Port Number: 258
Observed Parent Offset (log variance): N/A
Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Grandmaster Clock:
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Grandmaster Clock Identity: d4:6d:50:ff:fe:e6:4d:3f
Grandmaster Clock Quality:

Class: 248
Accuracy: 254
Offset (log variance): 65535
Priority1: 254
Priority2: 255

leaf1#

ステップ 3 トラブルシューティングの手順を確認するには：

例：

apic1# show troubleshoot eptoep session eptoep latency

Source --> Destination
Last Collection(30 seconds)
+--------------------+-------------------------------+--------------+
| Average (microsec) | Standard Deviation (microsec) | Packet Count |
+--------------------+-------------------------------+--------------+
| 18 | 24 | 1086 |
| | | |
+--------------------+-------------------------------+--------------+

Cumulative
+--------------------+----------------+--------------------+
| Average (microsec) | Max (microsec) | Total Packet Count |
+--------------------+----------------+--------------------+
| 18 | 202 | 6117438 |
| | | |
+--------------------+----------------+--------------------+
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