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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, xiii ページ

• 表記法, xiii ページ

• Cisco Nexus 5600シリーズ NX-OSソフトウェアの関連資料, xv ページ

• マニュアルに関するフィードバック, xvii 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, xvii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco NexusデバイスおよびCisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステ
ンダ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 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 5600シリーズ全体のマニュアルセットは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
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/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-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/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
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 5600 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600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』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Configuration Guide』

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
   OL-31635-01-J xv

はじめに

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-installation-and-configuration-guides-list.html


•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

ライセンスガイド

『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/
switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.htmlから入手できます。

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/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
products-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 5600 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Interfaces Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS QoS Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS TrustSec Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』

エラーメッセージおよびシステムメッセージ

『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS SystemMessage Guide』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/nexus5500/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.htmlから入手できます。

トラブルシューティングガイド

『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
switches/nexus-5000-series-switches/products-troubleshooting-guides-list.htmlから入手できます。
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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、または誤りや記載も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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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/のバグ検索ツール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。

Cisco Nexusリリース 7.3(0)N1(1)以降で、コンフィギュレーションガイドに新機能および変更
された機能に関する情報のトピックが追加されました。

（注）

参照先の章/トピック新機能/強化された機
能

サポートされるプ

ラットフォーム

Cisco NX-OS のリリース
番号

ポートチャネルの設定LACP short-timeoutCiscoNexus 5600およ
び 6000シリーズス
イッチ

7.3(0)N1(1)

仮想ポートチャネルの設定vPCのレイヤ 3機能
のサポート

CiscoNexus 5600およ
び 6000シリーズス
イッチ

7.3(0)N1(1)
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第 1 章

レイヤ 2 インターフェイスの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• イーサネットインターフェイスの概要, 1 ページ

• イーサネットインターフェイスの概要, 6 ページ

• デフォルトインターフェイスに関する情報, 10 ページ

• 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, 10 ページ

• 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, 15 ページ

• インターフェイスコンフィギュレーションの確認, 20 ページ

• イーサネットインターフェイスの設定, 20 ページ

• インターフェイス情報の表示, 41 ページ

• 物理イーサネットのデフォルト設定 , 44 ページ

イーサネットインターフェイスの概要
イーサネットポートは、サーバまたは LANに接続される標準のイーサネットインターフェイス
として機能します。

イーサネットインターフェイスでは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）もサポートされます。
FCoEにより、イーサネットトラフィックとファイバチャネルトラフィックの両方を物理イーサ
ネットリンクで伝送できるようになります。

イーサネットインターフェイスはデフォルトでイネーブルです。
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インターフェイスコマンド

interfaceコマンドを使用すれば、イーサネットインターフェイスのさまざまな機能をインター
フェイスごとにイネーブルにできます。interfaceコマンドを入力する際には、次の情報を指定し
ます。

•インターフェイスタイプ：物理イーサネットインターフェイスには、常にキーワードethernet
を使用します。

•スロット番号：

◦スロット 1にはすべての固定ポートが含まれます。

◦スロット 2には上位拡張モジュールのポートが含まれます（実装されている場合）。

◦スロット 3には下位拡張モジュールのポートが含まれます（実装されている場合）。

◦スロット 4には下位拡張モジュールのポートが含まれます（実装されている場合）。

•ポート番号：グループ内のポート番号。

CiscoNexusファブリックエクステンダとの使用をサポートするために、インターフェイスのナン
バリング規則は、次のように拡張されています。

switch(config)# interface ethernet [chassis/]slot/port

•シャーシ IDは、接続されているファブリックエクステンダのポートをアドレス指定するた
めに使用できる任意のエントリです。インターフェイス経由で検出されたファブリックエ

クステンダを識別するために、シャーシ IDはスイッチ上の物理イーサネットまたは
EtherChannelインターフェイスに設定されます。シャーシ IDの範囲は、100～ 199です。

ユニファイドポートについて

Cisco Nexusのユニファイドポートを使用すると、Cisco Nexusデバイススイッチの物理ポートを
1/10ギガビットイーサネットポート、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ポート、ネイティブ 2
ギガビットファイバチャネルポート、ネイティブ 4ギガビットファイバチャネルポート、また
はネイティブ 8ギガビットファイバチャネルポートとして設定することができます。

最近では、さまざまなタイプのネットワークに対応できるように 2つのタイプのスイッチを備え
たネットワークがほとんどです。たとえば、イーサネットトラフィックを Catalystまで伝送する
ための LANスイッチや、FCトラフィックをサーバからMDSスイッチへ伝送するための Nexus
スイッチを備えたネットワークなどはその一例です。ユニファイドポートテクノロジーを使用す

ると、ユニファイドプラットフォーム、ユニファイドデバイス、およびユニファイドワイヤの

方式を導入することができます。ユニファイドポートでは、LANポートオプションや SANポー
トオプションを選択する既存の分離プラットフォーム方式から、単一のユニファイドファブリッ

クへ移行することができます。ユニファイドファブリックは透過的であり、従来の運用方法や管

理ソフトウェアにも対応しています。ユニファイドファブリックの構成要素は次のとおりです。
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•ユニファイドプラットフォーム：同一のハードウェアプラットフォームおよび同一のソフ
トウェアコードレベルをまとめて、LAN環境および SAN環境に対応できるようにしたもの
です。

•ユニファイドデバイス：同一のプラットフォームスイッチ上で LANサービスおよび SAN
サービスが実行されます。ユニファイドデバイスでは、イーサネットケーブルやファイバ

チャネルケーブルを同一のデバイスに接続することができます。

•ユニファイドワイヤ：LANネットワークおよび SANネットワークをただ 1つの統合ネット
ワークアダプタ（CNA）で集約し、それらをサーバに接続します。

ユニファイドファブリックでは、イーサネット機能や FCoE機能を、既存のシスコツールとは独
立に管理することができます。

ユニファイドポートに関する注意事項および制約事項

•

（注） •同じタイプ（ファイバチャネルまたはイーサネット）のすべてのポートは、モジュール
上で連続している必要があります。

• Cisco Nexus 5672UPスイッチでは、ファイバチャネルポートの範囲は 33～ 48ですが、
ポート 48で終了する必要があります。

• Cisco Nexus 5672UP-16スイッチでは、ファイバチャネルポートの範囲は 2/1～ 2/24また
は 2/13～ 2/24です。

• Cisco Nexus 56128Pスイッチでは、スロット 2および 3の拡張モジュールのみがネイティ
ブ FCタイプをサポートします。各モジュールで、ファイバチャネルポートの範囲は 1
～ 24ですが、ポート 1から開始する必要があります。

• Cisco Nexus 5696Qスイッチでは、M20UP拡張モジュールのみがネイティブ FCタイプを
サポートします。20個のポートすべてをネイティブファイバチャネルポートとして設
定できますが、ポート範囲は 1から開始するか 20で終了する必要があります。

UDLD パラメータ
シスコ独自の単一方向リンク検出（UDLD）プロトコルでは、光ファイバまたは銅線（たとえば、
カテゴリ 5のケーブル）のイーサネットケーブルで接続されているポートでケーブルの物理的な
構成をモニタリングし、単一方向リンクの存在を検出できます。スイッチが単方向リンクを検出

すると、UDLDは関連するLANポートをシャットダウンし、ユーザに警告します。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。
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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。対になっているファイバケーブルのいずれかの接続が切断された場合、自動

ネゴシエーションがアクティブであれば、そのリンクは存続できません。この場合、論理リンク

は不定であり、UDLDは何の処理も行いません。レイヤ 1で両方の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デバイスは、UDLDがイネーブルになっている 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。

次の図は、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
次の表は、UDLDのデフォルト設定を示したものです。
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表 1： 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

ディセーブルUDLDアグレッシブモード

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）

イネーブルポート別の UDLDイネーブルステート（ツイ
ストペア（銅製）メディア用）

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がイネーブルになっ
ている場合、UDLDネイバー関係が確立されている双方向リンク上のポートがUDLDフレームを
受信しなくなったとき、UDLDはネイバーとの接続の再確立を試行します。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。

インターフェイスの速度

Cisco Nexus 6004スイッチは、40ギガビットイーサネットモードのデフォルトポートがありま
す。ポート速度は、12 Quad Small Form-Factor Pluggable（QSFP）ポートのグループで変更できま
す。ポートモードを変更した後は、グループをリセットする必要があります。3つの QSFPイン
ターフェイスごとにポート速度のハードウェアサポートが提供されます。
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イーサネットインターフェイスの概要
イーサネットポートは、サーバまたは LANに接続される標準のイーサネットインターフェイス
として機能します。

イーサネットインターフェイスでは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）もサポートされます。
FCoEにより、イーサネットトラフィックとファイバチャネルトラフィックの両方を物理イーサ
ネットリンクで伝送できるようになります。

イーサネットインターフェイスはデフォルトでイネーブルです。

Cisco Discovery Protocol
CiscoDiscovery Protocol（CDP）は、すべてのシスコデバイス（ルータ、ブリッジ、アクセスサー
バ、およびスイッチ）のレイヤ 2（データリンク層）で動作するデバイス検出プロトコルです。
ネットワーク管理アプリケーションはCDPを使用することにより、既知のデバイスのネイバーで
あるシスコデバイスを検出することができます。また、下位レイヤのトランスペアレントプロト

コルが稼働しているネイバーデバイスのデバイスタイプや、簡易ネットワーク管理プロトコル

（SNMP）エージェントアドレスを学習することもできます。この機能によって、アプリケーショ
ンからネイバーデバイスに SNMPクエリーを送信できます。

CDPは、サブネットワークアクセスプロトコル（SNAP）をサポートしているすべてのメディア
で動作します。CDPはデータリンク層でのみ動作するため、異なるネットワーク層プロトコルを
サポートする 2つのシステムで互いの情報を学習できます。

CDPが設定された各デバイスはマルチキャストアドレスに定期的にメッセージを送信して、SNMP
メッセージを受信可能なアドレスを1つまたは複数アドバタイズします。このアドバタイズには、
受信側デバイスでCDP情報を廃棄せずに保持する時間を表す存続可能時間、つまりホールドタイ
ム情報も含まれます。各デバイスは他のデバイスから送信されたメッセージも待ち受けて、ネイ

バーデバイスについて学習します。

このスイッチは、CDPバージョン 1とバージョン 2の両方をサポートします。

CDP のデフォルト設定
次の表は、CDPのデフォルト設定を示したものです。

表 2： CDP のデフォルト設定

デフォルト設定機能

イネーブルCDPインターフェイスステート

60秒CDPタイマー（パケット更新頻度）

180秒CDPホールドタイム（廃棄までの時間）
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デフォルト設定機能

イネーブルCDPバージョン 2アドバタイズ

error-disabled ステート
インターフェイスが（no shutdownコマンドを使用して）管理上イネーブルであるが、プロセス
によってランタイム時にディセーブルになる場合、そのインターフェイスは 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、そのインター
フェイスは実行時にシャットダウンされます。ただし、インターフェイスは管理上イネーブルな

ので、インターフェイスステータスは err-disabledとして表示されます。いったん err-disabledス
テートになったインターフェイスは、手動でイネーブルにする必要があります。ただし、自動回

復までのタイムアウト値を設定することもできます。err-disabled検出はすべての原因に対してデ
フォルトでイネーブルです。自動回復はデフォルトでは設定されていません。

インターフェイスが err-disable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。

タイム可変の変更によって起きる特定の err-disabledに対しては自動 err-disabledリカバリタイム
アウトを設定できます。

errdisable recovery causeコマンドを使用すると、300秒後に自動回復します。回復までの時間を
変更する場合は、errdisable recovery intervalコマンドを使用して、タイムアウト時間を指定しま
す。指定できる値は 30～ 65535秒です。

原因に対する err-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 err-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 err-disable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。

ポートプロファイルについて

さまざまな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、そのポートプロファ

イルを Cisco Nexusデバイスのインターフェイス（複数可）の範囲に適用することができます。
ポートプロファイルは、次のようなタイプのインターフェイスに適用できます。

•イーサネット

• VLANネットワークインターフェイス

•ポートチャネル

ポートプロファイルに含まれるコマンドは、ポートプロファイル外部でも設定することができま

す。ポートプロファイルの新しい設定と、ポートプロファイル外部の既存の設定が競合する場合

は、ポートプロファイル内のコマンドよりも、インターフェイスに対して設定端末モードで設定
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されたコマンドの方が優先されます。ポートプロファイルの適用後に変更したインターフェイス

設定が、そのポートプロファイルの設定と競合した場合は、インターフェイス設定が優先されま

す。

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適用されているポー

トプロファイルは継承することができます。ポートプロファイルを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適用した場合も、ポートプロファイルを継承した

場合も、スイッチではそのポートプロファイル内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。

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した場合、最初のポートプロファイルでは、それを継承した第 2のポート
プロファイルに含まれるすべてのコマンドは、最初のポートプロファイルとは競合していないも

のと見なされます。4つのレベルの継承に対応しています。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。

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、インターフェイス

（複数可）に対してそのポートプロファイルを設定および継承することができます。そのうえで

ポートプロファイルをイネーブルにすると、指定したインターフェイスにその設定内容が反映さ

れます。

ポートプロファイルをインターフェイス（複数可）から削除する場合は、スイッチでは最初にイ

ンターフェイスの設定が無効にされ、その後でポートプロファイルのリンクそのものが削除され

ます。また、ポートプロファイルを削除すると、スイッチではインターフェイス設定の確認が行

われた後、直接入力されたインターフェイスコマンドにより無効になったポートプロファイル

コマンドがスキップされるか、またはそれらのコマンドがデフォルト値に戻されます。

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。

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対してポートプロ

ファイルを継承した後、特定の設定値を削除すると、それらのインターフェイスではそのポート

プロファイル設定が機能しなくなります。

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、エラーが返され

ます。
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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、スイッチによりチェッ

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、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。

ポートプロファイルに関する注意事項と制約事項

ポートプロファイルの設定に関する注意事項および制約事項は次のとおりです。

•各ポートプロファイルは、インターフェイスの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。

•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に対してインターフェイスのデフォルトのコマンドを明示的
に優先させない限り、ポートプロファイルのコマンドがデフォルトのコマンドに優先しま

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。

•ポートプロファイルコンフィギュレーションモードでは、指定したインターフェイスタイ
プに応じて、特定のグループのコマンドを使用することができます。

•セッションマネージャにポートプロファイルは使用できません。

デバウンスタイマーパラメータ

ポートデバウンス時間は、リンクがダウンしたことをスーパーバイザに通知するためにインター

フェイスが待機する時間です。この時間、インターフェイスはリンクがアップ状態に戻ったかど

うかを確認するために待機します。待機時間は、トラフィックが停止している時間です。

デバウンスタイマーは各インターフェイスに対してイネーブルにでき、ミリ秒単位で遅延時間を

指定できます。

ポートデバウンスタイマーをイネーブルにすると、リンクアップ検出とリンクダウン検出に

遅延が発生するため、デバウンス期間中にトラフィックが一部損失します。トラフィックが損

失することにより、一部のプロトコルのコンバージェンスおよび再コンバージェンスに影響を

及ぼす場合があります。

注意
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MTU 設定
CiscoNexusデバイススイッチは、フレームをフラグメント化しません。そのためスイッチでは、
同じレイヤ 2ドメイン内の 2つのポートに別々の最大伝送単位（MTU）を設定することはできま
せん。物理イーサネットインターフェイス別MTUはサポートされていません。代わりに、MTU
は QoSクラスに従って設定されます。クラスマップとポリシーマップを設定して、MTUを変更
します。

インターフェイス設定を表示すると、物理イーサネットインターフェイスのデフォルトMTU
は 1500と表示され、ファイバチャネルインターフェイスの受信データフィールドサイズは
2112と表示されます。

（注）

デフォルトインターフェイスに関する情報
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、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。

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、およびポートチャ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。

デフォルトインターフェイス機能は管理インターフェイスでサポートされますが、デバイス

が到達不能になる可能性があるためお奨めしません。

（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

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概要

イーサネットインターフェイスは、次のように、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。

•アクセスポートはインターフェイス上に設定された1つのVLANだけに対応し、1つのVLAN
のトラフィックだけを伝送します。
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•トランクポートはインターフェイス上に設定された2つ以上のVLANに対応しているため、
複数の VLANのトラフィックを同時に伝送できます。

Cisco NX-OSでは、IEEE 802.1QタイプのVLANトランクカプセル化だけをサポートしていま
す。

（注）

次の図は、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：トランキング環境におけるデバイス

複数のVLANに対応するトランクポートでトラフィックが正しく送信されるようにするため、デ
バイスでは IEEE 802.1Qカプセル化（タギング）方式が使用されます。

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。ホストポートを使用すると、指定ポートがパケット

の転送を開始するための所要時間を短縮できます。

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。

（注）

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。
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イーサネット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動作できます

が、両方のポートタイプとして同時に動作することはできません。

（注）

IEEE 802.1Q カプセル化の概要
トランクは、デバイスと他のネットワーク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に対応するトランクポートでトラフィックが正しく送信されるようにするため、デ
バイスでは IEEE802.1Qカプセル化（タギング）方式が使用されます。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ことができます。また、VLANタグのカプセル化を使用すると、同じ VLAN
上のネットワークを経由するエンドツーエンドでトラフィックを転送できます。

図 3：802.1Q タグが含まれているヘッダーと含まれていないヘッダー
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アクセス VLAN の概要
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。アクセスポート上のアクセス VLANを、まだ作成されていない VLANに変更すると、シ
ステムはそのアクセスポートをシャットダウンします。

アクセスポートまたはトランクポートで VLANを変更すると、インターフェイスがフラップ
されます。ただし、ポートがvPCの一部の場合は、最初にセカンダリvPCのネイティブVLAN
を変更し、次にプライマリ vPCのネイティブ VLANを変更します。

（注）

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。

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）

トランクポートのネイティブ VLAN ID の概要
トランクポートは、タグなしのパケットと 802.1Qタグ付きの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。ネイティブ VLAN IDとは、トランクポート上でタグなしトラ
フィックを伝送する VLANのことです。

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。

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）
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許可 VLAN の概要
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。トランク経由でトラフィックを伝送したい VLANを後でリストに戻すこともできます。

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。

ネイティブ 802.1Q VLAN の概要
802.1Qトランクポートを通過するトラフィックのセキュリティを強化するために、vlandot1q tag
nativeコマンドが追加されました。この機能により、802.1Qトランクポートから送信されるすべ
てのパケットが必ずタグ付けされるとともに、タグなしのパケットが 802.1Qトランクポートで
受信されないようにすることができるようになりました。

この機能がない場合、802.1Qトランクポートで受信されたタグ付き入力フレームは、許可VLAN
のリストに含まれる限り受信が許可され、それらのタグは維持されます。タグなしフレームにつ

いては、トランクポートのネイティブ VLAN IDでタグ付けされたうえで、それ以降の処理が行
われます。VLANタグが付いている出力フレームのみ、802.1qトランクポートの許可範囲を受信
します。フレームの VLANタグがトランクポートのネイティブ VLANのタグとたまたま一致す
れば、そのタグが取り除かれ、フレームはタグなしで送信されます。

この動作は、ハッカーがフレームを別のVLANへジャンプさせる「VLANホッピング」に利用さ
れる可能性があります。また、タグなしパケットを 802.1Qトランクポートへ送信することによ
り、トラフィックをネイティブ VLANの一部にすることもできます。

前述の問題を解決するために、vlan dot1q tag nativeコマンドは、次の機能を実行します。

•入力側では、タグなしのデータトラフィックをすべてドロップする。

•出力側では、すべてのトラフィックをタグ付けする。ネイティブVLANに属するトラフィッ
クは、ネイティブ VLAN IDでタグ付けされます。

この機能は、すべての直接接続されたイーサネットインターフェイスおよびポートチャネルイ

ンターフェイスでサポートされます。また、接続されたファブリックエクステンダ（FEX）のす
べてのホストインターフェイスポートでサポートされます。

vlan dot1q tag nativeコマンドは、グローバルコンフィギュレーションモードで入力すること
で有効にできます。

（注）

   Cisco Nexus 5600 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 7.x
14 OL-31635-01-J  

レイヤ 2 インターフェイスの設定
許可 VLAN の概要



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

イーサネットアクセスポートとしての LAN インターフェイスの設定
イーサネットインターフェイスは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。管理者は、そのインターフェイスで伝送
するVLANトラフィックを指定します。アクセスポートのVLANを指定しないと、そのインター
フェイスは、デフォルトVLANだけのトラフィックを伝送します。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。

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-channel number}}

ステップ 2   

トランキングなし、タグなしの単一 VLANイーサネッ
トインターフェイスとして、インターフェイスを設定

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

ステップ 3   

します。アクセスポートは、1つのVLANのトラフィッ
クだけを伝送できます。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 vlan vlan-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。
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次に、指定された VLANのみのトラフィックを送受信するイーサネットアクセスポートとして
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 1/10
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan 5

アクセスホストポートの設定

スイッチポートホストを使用することにより、アクセスポートをスパンニングツリーエッジ

ポートにすることが可能であり、BPDUフィルタリングおよび BPDUガードを同時にイネーブル
にすることができます。

はじめる前に

設定を行うインターフェイスが適切であることを確認します。対象となるインターフェイスは、

エンドステーションに接続されていることが必要です。

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。

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

ステップ 2   

インターフェイスをスパニングツリーポートタイプ

エッジに設定し、BPDUフィルタリングおよびBPDU
ガードをオンにします。

switch(config-if)# switchport
host

ステップ 3   

このコマンドは、ホストに接続されたス

イッチポートに対してのみ使用してくださ

い。

（注）

次に、EtherChannelがディセーブルにされたイーサネットアクセスホストポートとしてインター
フェイスを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/10
switch(config-if)# switchport host
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トランクポートの設定

イーサネット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、ネイティブ

VLANのタグなしパケット、および複数のVLANのカプセル化されたタグ付きパケットを伝送し
ます

Cisco NX-OSは、IEEE 802.1Qカプセル化だけをサポートしています。（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、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-channel
number}

ステップ 2   

インターフェイスをイーサネット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

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

ステップ 3   

1つ以上の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 trunkallowedvlanコ
マンドを使用します。

次の例は、インターフェイスをイーサネットトランクポートとして設定する方法を示したもので

す。

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

802.1Q トランクポートのネイティブ VLAN の設定
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。
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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-channel
number}

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、

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

ステップ 3   

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

次の例は、イーサネットトランクポートに対してネイティブ VLANを設定する方法を示したも
のです。

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

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。

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。

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-channel
number}

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-listall | none [add

ステップ 3   

の VLAN（1～ 3967および 4048～ 4094）が許可されま
|except | none | remove
{vlan-list}]} す。VLAN 3968～ 4047は、内部利用のためにデフォル

トで予約されている VLANです。この VLANグループ
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目的コマンドまたはアクション

は設定できません。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。

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）

次の例は、イーサネットトランクポートの許可 VLANのリストにいくつかの VLANを追加する
方法を示したものです。

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

ネイティブ 802.1Q VLAN の設定
通常は、ネイティブ VLAN IDで 802.1Qトランクを設定します。これによって、その VLAN上の
すべてのパケットからタギングが取り除かれます。この設定は、すべてのタグなしトラフィック

と制御トラフィックが Cisco Nexusデバイスを通過できるようにします。ネイティブ VLAN IDの
値と一致する802.1Qタグを持つ、スイッチに着信するパケットも、同様にタギングが取り除かれ
ます。

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ドロップするには、vlandot1q
tag nativeコマンドを入力します。スイッチによって、ネイティブ VLANで受信したトラフィッ
クがタグ付けされ、802.1Qタグが付けられたフレームのみが許可され、ネイティブVLANのタグ
なしトラフィックを含むすべてのタグなしトラフィックはドロップされます。

vlan dot1q tag nativeコマンドがイネーブルになっていても、トランクポートのネイティブVLAN
のタグなし制御トラフィックは引き続き許可されます。

vlan dot1q tag nativeコマンドは、グローバルでイネーブルになります。（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   

Cisco Nexusデバイス上のすべてのトランクポート
のすべてのネイティブ VLANの dot1q（IEEE

switch(config)# vlan dot1q tag
native [tx-only]

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

802.1Q）タギングをイネーブルにします。デフォ
ルトでは、この機能はディセーブルになっていま

す。

（任意）

スイッチ上の全トランキングポートを対象に、そ

のネイティブ VLANすべてに対して dot1q（IEEE
802.1Q）タギングをイネーブルにします。

switch(config)# no vlan dot1q
tag native [tx-only]

ステップ 3   

（任意）

ネイティブ VLANのタギングのステータスを表示
します。

switch# show vlan dot1q tag
native

ステップ 4   

次に、スイッチ上の 802.1Qタギングをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan dot1q tag native
switch(config)# exit
switch# show vlan dot1q tag native
vlan dot1q native tag is enabled

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、次のコマンドを使用しま

す。

目的コマンド

インターフェイス設定を表示します。switch# show interface

すべてのイーサネットインターフェイス（アク

セスインターフェイスとトランクインターフェ

イスを含む）の情報を表示します。

switch# show interface switchport

インターフェイス設定情報を表示します。switch# show interface brief

イーサネットインターフェイスの設定
ここでは、次の内容について説明します。
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ユニファイドポートの設定

はじめる前に

サポートされる Cisco Nexusスイッチが存在することを確認します。ユニファイドポートは、次
の Cisco Nexusスイッチで使用できます。

• Cisco Nexus 5672UP

• Cisco Nexus 5672UP-16G

• N56-M24UP2Q LEMが搭載されている Cisco Nexus 56128P

• N5696-M20UP LEMが搭載されている Cisco Nexus 5696Q

N5672UP-16Gプラットフォームについては、『Cisco Nexus 5600 Series Hardware Installation
Guide』を参照してください。

（注）

ユニファイドポートをファイバチャネルまたは FCoEとして設定している場合は、feature fcoeコ
マンド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   

スイッチ上のスロットを指定します。switch(config) # slot slot
number

ステップ 2   

ユニファイドポートをネイティブファイバチャネルポート

およびイーサネットポートとして設定します。

switch(config-slot) #
port port numbertype
{ethernet | fc}

ステップ 3   

•タイプ：ポートのタイプをシャーシのスロットに設定
するように指定します。

•イーサネット：イーサネットポートを指定します。

• fc：ファイバチャネル（FC）ポートを指定します。

拡張モジュール（GEM）上のユニファイドポート
を変更するには、GEMカードの電源を再投入する
必要があります。変更を有効にするためにスイッ

チ全体をリブートする必要はありません。

（注）
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目的コマンドまたはアク

ション

N5672-16Gの FCポートを設定するときは、16-G
をサポートするためにファブリックモードは 40-G
モードになっている必要があります。ポートがイー

サネットからFCに変更されると、次回のリロード
時にファブリックモードが40-Gに変更されます。

ポートが初めて FCに変更されるときには、「Port
type is changed.Fabric mode is also changed.Please copy
configuration and reload the switch.」というメッセー
ジが表示されます。

現在のファブリックモード設定を確認するには、

show fabric-modeを使用します。

FCポートは、Nexus 5672UP-16Gのモジュール 2で
のみ設定できます。FCポート範囲は、12の倍数（1
～ 24または 13～ 24）にする必要があります。

FCポートの範囲を増減するときは、モジュールを
リロードするだけで十分です。

（注）

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-slot) #
copy running-config
startup-config

ステップ 4   

スイッチをリブートします。switch(config-slot) #
reload

ステップ 5   

スイッチ上のスロットを指定します。switch(config) # slot slot
number

ステップ 6   

ユニファイドポートを削除します。

すべてのFCポートが削除されると、ファブリック
モードは 10-Gモードに変更されます。すべての
ポートがイーサネットに変更されると、「Port type
is changed.Fabric mode is also changed.Please copy
configuration and reload the switch.」というメッセー
ジが表示されます。

（注）

switch(config-slot) # no
port port numbertype fc

ステップ 7   

次に、Cisco N5696-M20UP拡張モジュールでユニファイドポートを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# slot 2
switch(config-slot)# port 1-20 type fc
switch(config-slot)# copy running-config startup-config
switch(config-slot)# poweroff module 2
switch(config-slot)# no poweroff module 2

次に、N5672UP-16Gでポート 1～ 24または 13～ 24を FCポートに変換する例を示します。
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個々のポートは FCポートに変換できません。N5672UP-16Gでは、スロット 2のみが UPポー
トです。

（注）

switch# configure terminal
switch(config)# slot 2
switch(config-slot)# port 1-24 type fc
Port type is changed. Fabric mode is also changed .. Please copy configuration and reload
the switch
switch(config-slot)#

または

switch# configure terminal
switch(config)# slot 2
switch(config-slot)# port 13-24 type fc
Port type is changed. Please power-off and no power-off the module
switch(config-slot)#

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。

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。

設定前に、リンクされている他方のポートとそのデバイスの UDLDをイネーブルにしておか
なければなりません。

（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   

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   

デバイスの UDLDをディセーブルにします。switch(config)# no feature udldステップ 3   

デバイスの UDLDステータスを表示します。switch(config)# show udld globalステップ 4   
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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
typeslot/port

ステップ 5   

ノーマル UDLDモードをイネーブルにする
か、UDLDをディセーブルにするか、または

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

ステップ 6   

アグレッシブ UDLDモードをイネーブルにし
ます。

インターフェイスの UDLDステータスを表示
します。

switch(config-if)# show udld
interface

ステップ 7   

次の例は、スイッチの UDLD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

次の例は、イーサネットポートのノーマル 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)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# udld enable

次の例は、イーサネットポートのアグレッシブ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)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# udld aggressive

次の例は、イーサネットポートの UDLDをディセーブルにする例を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# udld disable

次の例は、スイッチの UDLDをディセーブルにする方法を示しています。

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

リンクネゴシエーションのディセーブル化

no negotiate autoコマンドを使用することにより、リンクネゴシエーションをディセーブルにす
ることができます。デフォルトでは、自動ネゴシエーションは 1ギガビットポートではイネーブ
ル、10ギガビットポートではディセーブルです。
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このコマンドは、Cisco IOSの speed non-negotiateコマンドに相当します。

自動ネゴシエーションの設定は、10ギガビットイーサネットポートには適用されません。自
動ネゴシエーションを 10ギガビットポートに設定すると、次のエラーメッセージが表示され
ます。
ERROR: Ethernet1/40: Configuration does not match the port capability

（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   

インターフェイスを選択し、インターフェイスモード

を開始します。

switch(config)# interface
ethernet slot/port

ステップ 2   

選択したイーサネットインターフェイス（1ギガビッ
トポート）に対してリンクネゴシエーションをディ

セーブルにします。

switch(config-if)# no
negotiate auto

ステップ 3   

（任意）

選択したイーサネットインターフェイスに対してリン

クネゴシエーションをイネーブルにします。1ギガ

switch(config-if)# negotiate
auto

ステップ 4   

ビットイーサネットポートに対してはデフォルトで

イネーブルです。

このコマンドは、10GBase-Tポートには適
用できません。このコマンドを 10GBase-T
ポートでは使用しないでください。

（注）

次に、指定したイーサネットインターフェイス（1ギガビットポート）で自動ネゴシエーション
をディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# no negotiate auto
switch(config-if)#

次に、指定したイーサネットインターフェイス（1ギガビットポート）で自動ネゴシエーション
をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# negotiate auto
switch(config-if)#
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CDP の特性の設定
Cisco Discovery Protocol（CDP）更新の頻度、情報を廃棄するまでの保持期間、およびバージョン
2アドバタイズを送信するかどうかを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   

（任意）

使用するバージョンを設定して、CDPアドバタイズメ
ントを送信します。バージョン 2がデフォルトステー
トです。

switch(config)# [no] cdp
advertise {v1 | v2 }

ステップ 2   

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。

（任意）

CDPデバイス IDのフォーマットを設定します。デフォ
ルトはシステム名です。完全修飾ドメイン名で表すこ

とができます。

switch(config)# [no] cdp
format device-id
{mac-address |
serial-number |
system-name}

ステップ 3   

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。

（任意）

デバイスから送信された情報が受信デバイスで破棄さ

れるまでの保持時間を指定します。指定できる範囲は

10～ 255秒です。デフォルトは 180秒です。

switch(config)# [no] cdp
holdtime seconds

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。

（任意）

CDPアップデートの送信頻度を秒単位で設定します。
指定できる範囲は 5～ 254です。デフォルトは 60秒で
す。

switch(config)# [no] cdp
timer seconds

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。

次の例は、CDP特性を設定する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# cdp timer 50
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switch(config)# cdp holdtime 120
switch(config)# cdp advertise v2

CDP のイネーブル化/ディセーブル化
CDPをイーサネットインターフェイスに対してイネーブルにしたり、ディセーブルにしたりでき
ます。このプロトコルは、同一リンクの両方のインターフェイスでイネーブルになっている場合

にだけ機能します。

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   

指定したインターフェイスに対してインターフェ

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

ステップ 2   

インターフェイスに対してCDPをイネーブルにし
ます。

switch(config-if)# cdp enableステップ 3   

正常に機能するには、このパラメータが同一リン

ク上の両方のインターフェイスでイネーブルになっ

ている必要があります。

インターフェイスに対してCDPをディセーブルに
します。

switch(config-if)# no cdp
enable

ステップ 4   

次に、イーサネットポートに対して CDPをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# cdp enable

このコマンドは、物理的なイーサネットインターフェイスにしか適用できません。

errdisable ステート検出のイネーブル化
アプリケーションでのerrdisableステート検出をイネーブルにすることができます。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 err-disabledステート（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。
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Cisco Nexus 5020または 5010スイッチと同様のポーズレート制限により、Cisco Nexus 5500の
基本ポートは error disabledになりません。

（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   

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

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上アップにし、err-disabled
ステートから手動で回復できるようにします。

switch(config)# no shutdownステップ 4   

err-disabledステートにあるインターフェイスにつ
いての情報を表示します。

switch(config)# show interface
status err-disabled

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   

次に、すべての場合に err-disabled検出をイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# errdisable detect cause all
switch(config)# shutdown
switch(config)# no shutdown
switch(config)# show interface status err-disabled
switch(config)# copy running-config startup-config

errdisable ステート回復のイネーブル化
アプリケーションを指定してインターフェイスを error-disabled（err-disabled）ステートから抜け出
させ、稼働を再試行できます。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）。
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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   

インターフェイスが err-disabledステートから自動
的に回復し、デバイスがそのインターフェイスを

switch(config)# errdisable
recovery cause {all | udld |
bpduguard | link-flap |
failed-port-state | pause-rate-limit}

ステップ 2   

再びアップ状態にする条件を指定します。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。

err-disabledステートにあるインターフェイスにつ
いての情報を表示します。

switch(config)# show interface
status err-disabled

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 4   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、すべての条件下で err-disabledリカバリをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# errdisable recovery cause all
switch(config)# show interface status err-disabled
switch(config)# copy running-config startup-config

errdisable ステート回復間隔の設定
下記の手順により、errdisableステート回復のタイマー値を設定することができます。有効な範囲
は 30～ 65535秒です。デフォルトは 300秒です。

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。

switch# configure terminalステップ 1   

インターフェイスが errdisable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。デフォルトは 300秒です。

switch(config)# errdisable
recovery interval interval

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

errdisableステートにあるインターフェイスにつ
いての情報を表示します。

switch(config)# show interface
status err-disabled

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 4   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、すべての条件下で err-disabledリカバリをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# errdisable recovery interval 32
switch(config)# show interface status err-disabled
switch(config)# copy running-config startup-config

ポートプロファイル

ポートプロファイルの作成

スイッチでポートプロファイルを作成することができます。各ポートプロファイルは、インター

フェイスの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。

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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、

port-profile [type {ethernet |
interface-vlan | port channel}] name

例：
switch(config)# port-profile type
ethernet test
switch(config-port-prof)#

ステップ 2   

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。

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。

exit

例：
switch(config-port-prof)# exit
switch(config)#

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）

ポートプロファイルの設定を表示します。

show port-profile

例：
switch(config)# show port-profile
name

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

次の例は、イーサネットインターフェイスに対して testという名前のポートプロファイルを作成
する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type ethernet test
switch(config-port-prof)#

次の例は、イーサネットインターフェイスに対して設定した ppEthという名前のポートプロファ
イルに、インターフェイスコマンドを追加する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile ppEth
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 300-400
switch(config-port-prof)# flowcontrol receive on
switch(config-port-prof)# speed 10000
switch(config-port-prof)#

ポートプロファイルの変更

ポートプロファイルコンフィギュレーションモードでポートプロファイルを変更することがで

きます。

このコマンドの no形式を使用すると、ポートプロファイルからコマンドを削除することができ
ます。ポートプロファイルからコマンドを削除すると、それに対応するコマンドも、そのポート

プロファイルが適用されているインターフェイスから削除されます。

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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

port-profile [type {ethernet |
interface-vlan | port channel}] name

例：
switch(config)# port-profile type
ethernet test
switch(config-port-prof)#

ステップ 2   

ドを開始し、プロファイルの設定を追加ま

たは削除できるようにします。

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。

exit

例：
switch(config-port-prof)# exit
switch(config)#

ステップ 3   

（任意）

ポートプロファイルの設定を表示します。

show port-profile

例：
switch(config)# show port-profile
name

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

次の例は、イーサネットインターフェイスに対して設定した ppEthという名前のポートプロファ
イルからコマンドを削除する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile ppEth
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 300-400
switch(config-port-prof)# flowcontrol receive on
switch(config-port-prof)# no speed 10000
switch(config-port-prof)#

特定のポートプロファイルのイネーブル化

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定し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

モードを開始します。

port-profile [type {ethernet | interface-vlan
| port channel}] name

例：
switch(config)# port-profile type
ethernet test

ステップ 2   

switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)#

ポートプロファイルをイネーブルにし

ます。

state enabled name

例：
switch(config-port-prof)# state
enabled
switch(config-port-prof)#

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。

exit

例：
switch(config-port-prof)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

ポートプロファイルの設定を表示しま

す。

show port-profile

例：
switch(config)# show port-profile 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。

copy running-config startup-config

例：
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 ethernet test
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)#

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。スイッチでは 4つのレベルの
継承に対応しています。
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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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定し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

開始します。

port-profile name

例：
switch(config)# port-profile test
switch(config-port-prof)#

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

inherit port-profile name

例：
switch(config-port-prof)# inherit
port-profile adam
switch(config-port-prof)#

ステップ 3   

ファイルは、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。

exit

例：
switch(config-port-prof)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

ポートプロファイルの設定を表示します。

show port-profile

例：
switch(config)# show port-profile
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。

copy running-config startup-config

例：
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)#

次の例は、イーサネットインターフェイスに対して設定した ppEthという名前のポートプロファ
イルに、インターフェイスコマンドを追加する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile ppEth
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 300-400
switch(config-port-prof)# flowcontrol receive on
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switch(config-port-prof)# speed 10000
switch(config-port-prof)#

次の例は、イーサネットインターフェイスに対して設定した ppEthという名前のポートプロファ
イルを、testという名前の既存のポートプロファイルに継承する方法を示したものです。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile test
switch(config-port-prof)# inherit port-profile ppEth
switch(config-port-prof)#

次の例は、イーサネットインターフェイスに対して設定した ppEthという名前のポートプロファ
イルを、複数のイーサネットインターフェイスに適用する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2-5
switch(config-if)# inherit port-profile ppEth
switch(config-if)#

次の例は、ppEthという名前の継承されたポートプロファイルを testという名前の既存のポート
プロファイルから削除する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile test
switch(config-port-prof)# no inherit port-profile ppEth
switch(config-port-prof)#

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。

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定し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

ドを開始します。

port-profile name

例：
switch(config)# port-profile test
switch(config-port-prof)#

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。

no inherit port-profile name

例：
switch(config-port-prof)# no
inherit port-profile adam
switch(config-port-prof)#

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。

exit

例：
switch(config-port-prof)# exit
switch(config)#

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の設定を表示しま

す。

show port-profile

例：
switch(config)# show port-profile
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。

copy running-config startup-config

例：
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)#

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。インターフェイスはすべて同じタイプであることが必要です。

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。

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。interface [ethernet slot/port |
interface-vlan vlan-id |
port-channel number]

ステップ 2   

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。

inherit port-profile name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。

exitステップ 4   

（任意）

ポートプロファイルの設定を表示します。

show port-profile nameステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次の例は、イーサネットインターフェイス 2/3～ 2/5、3/2、および 1/20～ 1/25に adamという名
前のポートプロファイルを割り当てる方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3 to 2/5, 3/2, and 1/20 to 1/25
switch(config-if)# inherit port-profile adam
switch(config-if)# exit
switch(config)# show port-profile adam
switch(config)# copy running-config startup-config

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。

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。interface [ethernet slot/port |
interface-vlan vlan-id |
port-channel number]

ステップ 2   

選択されたインターフェイスから指定された

ポートプロファイルを削除します。

no inherit port-profile name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。

exitステップ 4   

（任意）

ポートプロファイルの設定を表示します。

show port-profileステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 6   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。
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次の例は、イーサネットインターフェイス 1/3～ 5から adamという名前のポートプロファイル
を削除する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/3-5
switch(config-if)# no inherit port-profile adam
switch(config-if)# exit
switch(config)# show port-profile
switch(config)# copy running-config startup-config

ポートプロファイルの設定例

次の例は、ポートプロファイルを設定して、イーサネットインターフェイスでそれを継承し、さ

らにその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(config)#
switch(config)# show running-config interface Ethernet1/14

!Command: show running-config interface Ethernet1/14
!Time: Thu Aug 26 07:01:32 2010

version 5.0(2)N1(1)

interface Ethernet1/14

switch(config)# port-profile type ethernet alpha
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 10-15
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)# show running-config port-profile alpha

!Command: show running-config port-profile alpha
!Time: Thu Aug 26 07:02:29 2010

version 5.0(2)N1(1)
port-profile type ethernet alpha
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10-15

switch(config-port-prof)# int eth 1/14
switch(config-if)# inherit port-profile alpha
switch(config-if)#
switch(config-if)# port-profile type ethernet alpha
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)# sh running-config interface ethernet 1/14

!Command: show running-config interface Ethernet1/14
!Time: Thu Aug 26 07:03:17 2010

version 5.0(2)N1(1)

interface Ethernet1/14
inherit port-profile alpha

switch(config-port-prof)# sh running-config interface ethernet 1/14 expand-port-profile

!Command: show running-config interface Ethernet1/14 expand-port-profile
!Time: Thu Aug 26 07:03:21 2010

version 5.0(2)N1(1)

interface Ethernet1/14
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10-15

switch(config-port-prof)#
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デフォルトインターフェイスの設定

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   

インターフェイスの設定を削除しデフォルトの設定

を復元します。int-ifの値は次のいずれかです。
switch(config)# default
interface int-if [checkpoint
name]

ステップ 2   

•イーサネット

•ループバック

• mgmt

• port-channel

• vlan

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。

コンフィギュレーションモードを終了します。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。

show interfaceステップ 4   

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)# show running-config interface e1/10
!Command: show running-config interface Ethernet1/10
!Time: Tue Jul 2 10:23:50 2013

version 6.0(2)N2(1)

interface Ethernet1/10
switchport mode trunk
channel-group 1

default interface ethernet 3/1 checkpoint chk1
.......Done
switch(config)# show running-config interface e1/10
!Command: show running-config interface Ethernet1/10
!Time: Tue Jul 2 10:24:41 2013

version 6.0(2)N2(1)

interface Ethernet1/10
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switch(config)#

デフォルトインターフェイスモードの設定

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   

デフォルトインターフェイスモードを設定します。switch(config)# system
default switchport
[shutdown]

ステップ 2   

system default switchport shutdownコマンドが
発行されると、no shutdownコマンドを使用
して設定されていないすべてのスイッチポー

ト（FEX HIFを含む）がシャットダウンしま
す。このシャットダウンを回避するには、no
shutdownコマンドを使用してスイッチポート
を設定します。

（注）

次に、デフォルトインターフェイスモードを設定する例を示します。

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

説明パラメータの設定

イーサネットポートのインターフェイスに関する説明を入力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   

指定したインターフェイスに対してインター

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

ステップ 2   

インターフェイスの説明を指定します。switch(config-if)# description testステップ 3   
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次に、インターフェイスの説明を Server 3 Interfaceに設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# description Server 3 Interface

イーサネットインターフェイスのディセーブル化と再起動

イーサネットインターフェイスは、シャットダウンして再起動することができます。この操作に

より、すべてのインターフェイス機能がディセーブル化され、すべてのモニタリング画面でイン

ターフェイスがダウンしているものとしてマークされます。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。シャットダウンさ

れ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。

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   

指定したインターフェイスに対してインター

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

ステップ 2   

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   

インターフェイスを再起動します。switch(config-if)# no shutdownステップ 4   

次に、イーサネットポートをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# shutdown

次に、イーサネットインターフェイスを再起動する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# no shutdown

インターフェイス情報の表示
定義済みインターフェイスに関する設定情報を表示するには、次のうちいずれかの手順を実行し

ます。
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目的コマンド

指定したインターフェイスの詳細設定が表示さ

れます。

switch# show interface typeslot/port

指定したインターフェイスの機能に関する詳細

情報が表示されます。このオプションは、物理

インターフェイスに関してのみ使用可能です。

switch# show interface typeslot/portcapabilities

指定したインターフェイスに接続されているト

ランシーバに関する詳細情報が表示されます。

このオプションは、物理インターフェイスに関

してのみ使用可能です。

switch# show interface typeslot/porttransceiver

すべてのインターフェイスのステータスが表示

されます。

switch# show interface brief

すべてのインターフェイスでフロー制御設定の

詳細なリストを表示します。

switch# show interface flowcontrol

すべてのインターフェイスのデバウンスステー

タスが表示されます。

switch# show interface debounce

ポートプロファイルに関する情報を表示しま

す。

show port--profile

show interfaceコマンドはEXECモードから呼び出され、インターフェイスの設定を表示すること
ができます。引数を入力せずにこのコマンドを実行すると、スイッチ内に設定されたすべてのイ

ンターフェイスの情報が表示されます。

次に、物理イーサネットインターフェイスを表示する例を示します。

switch# show interface ethernet 1/1
Ethernet1/1 is up
Hardware is 1000/10000 Ethernet, address is 000d.eca3.5f08 (bia 000d.eca3.5f08)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 190/255, rxload 192/255
Encapsulation ARPA
Port mode is trunk
full-duplex, 10 Gb/s, media type is 1/10g
Input flow-control is off, output flow-control is off
Auto-mdix is turned on
Rate mode is dedicated
Switchport monitor is off
Last clearing of "show interface" counters never
5 minute input rate 942201806 bytes/sec, 14721892 packets/sec
5 minute output rate 935840313 bytes/sec, 14622492 packets/sec
Rx
129141483840 input packets 0 unicast packets 129141483847 multicast packets
0 broadcast packets 0 jumbo packets 0 storm suppression packets
8265054965824 bytes
0 No buffer 0 runt 0 Overrun
0 crc 0 Ignored 0 Bad etype drop
0 Bad proto drop
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Tx
119038487241 output packets 119038487245 multicast packets
0 broadcast packets 0 jumbo packets
7618463256471 bytes
0 output CRC 0 ecc
0 underrun 0 if down drop 0 output error 0 collision 0 deferred
0 late collision 0 lost carrier 0 no carrier
0 babble
0 Rx pause 8031547972 Tx pause 0 reset

次に、物理イーサネットの機能を表示する例を示します。

switch# show interface ethernet 1/1 capabilities
Ethernet1/1
Model: 734510033
Type: 10Gbase-(unknown)
Speed: 1000,10000
Duplex: full
Trunk encap. type: 802.1Q
Channel: yes
Broadcast suppression: percentage(0-100)
Flowcontrol: rx-(off/on),tx-(off/on)
Rate mode: none
QOS scheduling: rx-(6q1t),tx-(1p6q0t)
CoS rewrite: no
ToS rewrite: no
SPAN: yes
UDLD: yes
Link Debounce: yes
Link Debounce Time: yes
MDIX: no
FEX Fabric: yes

次に、物理イーサネットトランシーバを表示する例を示します。

switch# show interface ethernet 1/1 transceiver
Ethernet1/1

sfp is present
name is CISCO-EXCELIGHT
part number is SPP5101SR-C1
revision is A
serial number is ECL120901AV
nominal bitrate is 10300 MBits/sec
Link length supported for 50/125mm fiber is 82 m(s)
Link length supported for 62.5/125mm fiber is 26 m(s)
cisco id is --
cisco extended id number is 4

次に、インターフェイスステータスの要約を表示する例を示します（簡潔にするため、一部の出

力が削除されています）。

switch# show interface brief

--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1 200 eth trunk up none 10G(D) --
Eth1/2 1 eth trunk up none 10G(D) --
Eth1/3 300 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/4 300 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
Eth1/5 300 eth access down Link not connected 1000(D) --
Eth1/6 20 eth access down Link not connected 10G(D) --
Eth1/7 300 eth access down SFP not inserted 10G(D) --
...

次に、リンクのデバウンスステータスを表示する例を示します（簡潔にするため、一部の出力が

削除されています）。

switch# show interface debounce
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--------------------------------------------------------------------------------
Port Debounce time Value(ms)
--------------------------------------------------------------------------------
...
Eth1/1 enable 100
Eth1/2 enable 100
Eth1/3 enable 100
...

次に、CDPネイバーを表示する例を示します。

上記の例のとおり、CDPアドバタイズメントのデバイス IDフィールドには、デフォルトでホ
スト名とシリアル番号が表示されます。

（注）

switch# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute

Device ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
d13-dist-1 mgmt0 148 S I WS-C2960-24TC Fas0/9
n5k(FLC12080012) Eth1/5 8 S I s N5K-C5020P-BA Eth1/5

物理イーサネットのデフォルト設定
次の表に、すべての物理イーサネットインターフェイスのデフォルト設定を示します。

デフォルト設定パラメータ

イネーブル、100ミリ秒Debounce

オート（全二重）Duplex

ARPAEncapsulation

1500バイトMTU1

アクセスPort Mode

オート（10000）Speed

1 MTUを物理イーサネットインターフェイスごとに変更することはできません。MTUの変更は、QoSクラスのマップを選択することにより行
います。
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第 2 章

レイヤ 3 インターフェイスの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• レイヤ 3インターフェイスについて, 45 ページ

• レイヤ 3インターフェイスのライセンス要件, 49 ページ

• レイヤ 3インターフェイスの注意事項および制約事項, 49 ページ

• レイヤ 3インターフェイスのデフォルト設定, 50 ページ

• レイヤ 3インターフェイスの設定, 50 ページ

• レイヤ 3インターフェイス設定の確認, 58 ページ

• レイヤ 3インターフェイスのモニタリング, 59 ページ

• レイヤ 3インターフェイスの設定例, 60 ページ

• レイヤ 3インターフェイスの関連資料, 61 ページ

• レイヤ 3インターフェイスのMIB, 61 ページ

• レイヤ 3インターフェイスの標準, 62 ページ

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、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、パケットを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 LocalAreaNetwork（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。

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
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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。

イーサネットポートはすべて、デフォルトではスイッチドインターフェイスです。このデフォル

ト動作は、CLIセットアップスクリプトまたは system default switchportコマンドを使用して変更
できます。

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。

レイヤ 3インターフェイスに静的MACアドレスを割り当てることができます。MACアドレスの
設定については、デバイスの『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。

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。

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各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。
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次の図に、インターフェイス E 2/1のルータ Bに接続するスイッチのトランキングポートを示し
ます。このインターフェイスには 3つのサブインターフェイスがあり、トランキングポートに接
続する 3つの VLANにそれぞれ関連付けられています。

図 4：VLAN のサブインターフェイス

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。

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。シス
テムはこの機能をディセーブルにする前のチェックポイントを自動的に取得するため、このチェッ

クポイントにロールバックできます。ロールバックとチェックポイントの詳細については、デバ

イスの『System Management Configuration Guide』を参照してください。

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アドレスと IPルーティングの詳細について
は、デバイスの『Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

次の図に、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
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信させることができます。VLAN1はVLANインターフェイス1のレイヤ3で、VLAN10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

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経由で送信されたパケットはすべて、このイ

ンターフェイスでただちに受信されます。ループバックインターフェイスは物理インターフェイ

スをエミュレートします。

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。

プライベート VLAN での IP アドレッシング方式
それぞれのカスタマーに別々のVLANを割り当てると、次のように非効率的な IPアドレス指定方
式が作成されます。

•カスタマー VLANにアドレスのブロックを割り当てると、未使用 IPアドレスが発生するこ
とがあります。

• VLANにおけるデバイス数が増加する場合、割り当て済みアドレス数が増加に対応できるだ
け十分に大きくないことがあります。

この問題は、プライベート VLANを使用すると軽減します。プライベート VLANでは、プライ
ベートVLANのすべてのメンバーが、プライマリVLANに割り当てられている共通アドレス空間
を共有するためです。ホストはセカンダリVLANに接続され、プライマリVLANに割り当てられ
ているアドレスのブロックから IPアドレスが DHCPサーバによってホストに割り当てられます
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が、同一プライマリVLAN内のセカンダリVLANには割り当てられません。さまざまなセカンダ
リ VLANのカスタマーデバイスには後続 IPアドレスが割り当てられます。新しいデバイスを追
加すると、サブネットアドレスの巨大プールから次に使用できるアドレスが、DHCPサーバによっ
て割り当てられます。

レイヤ 3 インターフェイスのライセンス要件
レイヤ3ライセンスのインストール後、次のガイドラインと制限事項がデバイスに適用されます。

• In Service Software Upgrade（ISSU）はサポートされません。

•一時的なレイヤ 3機能ライセンスはサポートされていません。（レイヤ 3ベースサービス
パッケージのライセンスの猶予期間は 0です）

• Management Switch Virtual Interface（SVI）は、レイヤ 3ベースサービスパッケージライセン
スなしでサポートされ、ISSUは設定された管理 SVIで実行できます。

•レイヤ 3ベースサービスパッケージライセンスがインストールされていない場合、すべて
のSVI（管理キーワードが設定されているかどうかにかかわらず）が動作上アップ状態です。
レイヤ 3ベースサービスパッケージ機能ライセンスのインストール後、ルーティングされ
た SVIは動作上いったんダウンにされた後、アップに戻されます。このリロードは、ルー
ティングされた SVIがレイヤ 3ベースサービスパッケージ機能ライセンスのインストール
前の管理 SVIのように動作し、ハードウェアに保存されたインターフェイス状態が転送情報
ベース（FIB）の SVIルートのプログラミングに続いてクリアされる必要があるためです。

•レイヤ 3ライセンスをクリアした後、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、デバイスをリロードする必要があります。続いて、無停止

で ISSUを実行できます。

•レイヤ 3ライセンスをクリアした後、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、デバイスをリロードする必要があります。続いて、無停止

で ISSUを実行できます。

•レイヤ 3ライセンスをクリアする前に HSRPおよび VRRPを消去する必要はありませんが、
それらのコンフィギュレーションもクリアすることを推奨します。

• VRRPと HSRPはレイヤ 3ライセンスなしで設定できますが、レイヤ 3ライセンスなしでは
動作しません。それらが設定されている場合、無停止での ISSUはサポートされません。

レイヤ 3 インターフェイスの注意事項および制約事項
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。
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•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リリース 7.2(1)N1(1)以降では、Cisco Nexus 5600シリーズと Cisco Nexus 6000シ
リーズスイッチが、1019個のレイヤ 3物理インターフェイスをサポートします。以前のリ
リースバージョンでは、サブインターフェイスを持つ 59個のレイヤ 3物理インターフェイ
スに対応しています。

•

レイヤ 3 インターフェイスのデフォルト設定
レイヤ 3管理状態のデフォルト設定は Shutです。

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

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
ethernet slot/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(conifg-if)# no
switchport

ステップ 3   

レイヤ 3インターフェイスを元のレイヤ 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。

（注）

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|ipv6]ip-address/length

ステップ 4   

（任意）

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。

switch(config-if)#medium
{broadcast | p2p}

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

（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 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 7   

次に、IPv4ルーテッドレイヤ 3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

サブインターフェイスの設定

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。

•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。

手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 1   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。slotの範囲は1～255です。port
の範囲は 1～ 128です。

switch(config)# interface ethernet
slot/port. number

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。

switch(config-if)# [ip | ipv6]
address ip-address/length

ステップ 3   

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。vlan-idの範囲は2～4093
です。

switch(config-if)# encapsulation
dot1Q vlan-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）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

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
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# encapsulation dot1Q 33
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの帯域幅の設定

ルーテッドインターフェイス、ポートチャネル、またはサブインターフェイスに帯域幅を設定で

きます。

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。slotの範囲は 1～ 255です。portの範囲は 1
～ 128です。

switch(config)# interface
ethernet slot/port

ステップ 2   

次のように、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。

switch(conifg-if)#
bandwidth [value | inherit
[value]]

ステップ 3   

• value：帯域幅のサイズ（KB単位）。指定できる範
囲は 1～ 10000000です。

• inherit：このインターフェイスのすべてのサブイン
ターフェイスが、帯域幅の値（値が指定されてい

る場合）または親インターフェイスの帯域幅（値

が指定されていない場合）のどちらかを継承する

ことを示します。

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

ピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 4   

次に、イーサネットインターフェイス 2/1に 80000の帯域幅の値を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bandwidth 80000
switch(config-if)# copy running-config startup-config

VLAN インターフェイスの設定

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   

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   
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目的コマンドまたはアクション

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

switch(config)# interface vlan
number

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。

switch(config-if)# [ip | ipv6]
address ip-address/length

ステップ 4   

インターフェイスを管理上アップさせます。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（任意）

VLANインターフェイスの統計情報を表示し
ます。numberの有効範囲は 1～ 4094です。

switch(config-if)# show interface
vlan number

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

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

プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスへのセカンダリ
VLAN のマッピング

セカンダリVLANをプライマリVLANのレイヤ 3 VLANインターフェイスにマッピングして、プ
ライベート VLAN入力トラフィックのレイヤ 3スイッチングを可能にするには、次の作業を行い
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

プライマリVLANの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。

Router(config)#interface-vlan
primary_vlan_ID

ステップ 1   

独立 VLANおよびコミュニティ VLANは、と
もにセカンダリ VLANと呼ばれます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

セカンダリVLANをプライマリVLANのレイヤ 3 VLAN
インターフェイスにマッピングして、プライベートVLAN

Router(config-if)#
private-vlan mapping
{secondary_vlan_list|add

ステップ 2   

入力トラフィックのレイヤ 3スイッチングを可能にしま
す。

secondary_vlan_list|remove
secondary_vlan_list}

セカンダリVLANをプライマリVLANのレイヤ 3 VLAN
インターフェイスにマッピングする際は、次の情報に注

意してください。

• private-vlan mappingインターフェイスコンフィ
ギュレーションコマンドは、レイヤ 3スイッチン
グされた PVLAN入力トラフィックのみに影響しま
す。

• secondary_vlan_listパラメータには、スペースを含
めないでください。カンマで区切った複数の項目を

含めることができます。各項目として入力できるの

は、単一のプライベート VLAN ID、またはハイフ
ンで連結したプライベート VLAN IDの範囲です。

• secondary_vlan_listパラメータを入力するか、また
は addキーワードを指定した secondary_vlan_listパ
ラメータを使用して、セカンダリ VLANをプライ
マリ VLANにマッピングします。

• removeキーワードを指定した secondary_vlan_listパ
ラメータを使用して、セカンダリ VLANとプライ
マリ VLANのマッピングを解除します。

セカンダリ VLANとプライマリ VLANの間のマッピン
グを消去します。

Router(config-if)# no
private-vlan mapping

ステップ 3   

設定モードを終了します。Router(config-if)# endステップ 4   

設定を確認します。Router show interface
private-vlan mapping

ステップ 5   

次に、プライベートVLAN 303～ 307、309、および 440からのセカンダリVLAN入力トラフィッ
クのルーティングを許可して、設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface vlan 202
Router(config-if)# private-vlan mapping add 303-307,309,440
Router(config-if)# end
Router# show interfaces private-vlan mapping
Interface Secondary VLAN Type
--------- -------------- -----------------
vlan202 303 community
vlan202 304 community
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vlan202 305 community
vlan202 306 community
vlan202 307 community
vlan202 309 community
vlan202 440 isolated
Router#

ループバックインターフェイスの設定

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。

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。

instanceの範囲は 0～ 1023です。
switch(config)# interface loopback
instance

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。

switch(config-if)# [ip | ipv6]
address ip-address/length

ステップ 3   

（任意）

ループバックインターフェイスの統計情報を

表示します。instanceの範囲は 0～ 1023です。

switch(config-if)# show interface
loopback instance

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 5   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

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
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VRF へのインターフェイスの割り当て

はじめる前に

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
interface-typenumber

ステップ 2   

このインターフェイスをVRFに追加します。switch(conifg-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。このステップは、このインターフェイ

switch(config-if)# [ip |
ipv6]ip-address/length

ステップ 4   

スをVRFに割り当てたあとに行う必要があり
ます。

（任意）

VRF情報を表示します。
switch(config-if)# show vrf
[vrf-name] interface
interface-typenumber

ステップ 5   

（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 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

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
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レイヤ 3 インターフェイス設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

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 ethernet slot/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 ethernet slot/port brief

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 ethernet slot/port capabilities

レイヤ 3インターフェイスの説明を表示します。show interface ethernet slot/port description

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 ethernet slot/port status

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 ethernet slot/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-channel channel-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 loopback number

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 loopback number brief

ループバックインターフェイスの説明を表示しま

す。

show interface loopback number description
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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 loopback number status

VLANインターフェイスの設定情報、ステータス、
カウンタを表示します。

show interface vlan number

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 vlan number brief

VLANインターフェイスの説明を表示します。show interface vlan number description

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 vlan number private-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 vlan number status

レイヤ 3 インターフェイスのモニタリング
次のいずれかのコマンドを使用して、機能に関する統計情報を表示します。

目的コマンド

レイヤ3インターフェイスの統計情報を表示
します（ユニキャスト、マルチキャスト、ブ

ロードキャスト）。

show interface ethernet slot/port counters

レイヤ3インターフェイスの入力および出力
カウンタを表示します。

show interface ethernet slot/port counters 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 ethernet slot/port counters 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 ethernet slot/port counters error

SNMPMIBから報告されたレイヤ3インター
フェイスカウンタを表示します。これらの

カウンタはクリアできません。

show interface ethernet slot/port counters snmp
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目的コマンド

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 ethernet slot/port. number counters

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-channel channel-id. number
counters

ループバックインターフェイスの入力およ

び出力カウンタ（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 loopback number counters

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 loopback number counters 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 loopback number counters 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 vlan number counters

VLANインターフェイスの統計情報を表示し
ます。オプションとして、レイヤ3パケット
およびバイトカウンタをすべて含めること

ができます（ユニキャストおよびマルチキャ

スト）。

show interface vlan number counters detailed [all]

SNMP MIBから報告された VLANインター
フェイスカウンタを表示します。これらの

カウンタはクリアできません。

show interface vlan counters snmp

レイヤ 3 インターフェイスの設定例
次に、イーサネットサブインターフェイスを設定する例を示します。

switch# configuration terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1.10
switch(config-if)# description Layer 3 for VLAN 10
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switch(config-if)# encapsulation dot1q 10
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

次に、VLANインターフェイスを設定する例を示します。

switch# configuration terminal
switch(config)# interface vlan 100
switch(config-if)# no switchport

switch(config-if)# ipv6 address 33:0DB::2/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

次に、ループバックインターフェイスを設定する例を示します。

switch# configuration terminal
switch(config)# interface loopback 3
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip address 192.0.2.2/32
switch(config-if)# copy running-config startup-config

レイヤ 3 インターフェイスの関連資料
マニュアルタイトル関連項目

コマンド構文の詳細については、ご使用のデバ

イスのコマンドリファレンスを参照してくださ

い。

コマンド構文

ご使用のデバイスの『Unicast Routing
Configuration Guide』の「IPの設定」の章

IP

『Layer 2 Switching Configuration Guide』の
「VLANの設定」の章

VLAN

レイヤ 3 インターフェイスの MIB
MIB LinkMIB

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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レイヤ 3 インターフェイスの標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。
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第 3 章

双方向フォワーディング検出の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• BFDに関する情報, 63 ページ

• BFDのライセンス要件, 66 ページ

• 前提条件, 66 ページ

• 注意事項と制約事項, 66 ページ

• BFDのデフォルト設定, 68 ページ

• BFDの設定, 69 ページ

• BFD設定の確認, 87 ページ

• BFDのモニタ, 88 ページ

• BFDの設定例, 88 ページ

• 関連資料, 89 ページ

• 関連の標準, 89 ページ

BFD に関する情報
双方向フォワーディング検出（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ために短時間での転送パス障害検出を提供します。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では、レイヤ3Helloメッセージの隣接検出を単一プロセスにオフロードすることによってす
べてのルーティングおよびコントロールプレーンの CPU使用率を低くします。BFDプロセスは
すべてのアプリケーションに対して均等に実行され、1秒未満の間隔で障害を検出します。
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BFDグローバルコンフィギュレーションコマンドは、FabricPathインターフェイスに使用できま
す。config-farbicpath-isisコマンドモードの bfdキーワードは、すべての FabricPathイン
ターフェイスでBFDをイネーブルにします。インターフェイス固有のコマンドはグローバル値を
上書きします。

FabricPath BFDでは、fabricpath-isisがクライアントです。FabricPath-ISISは feature-set fabricpathの
一部です。

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。

•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。

次の図は、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、Open Shortest
Path First（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、
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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。

次の図は、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。

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

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。

エコー機能は BFDネイバーの両方がエコー機能を実行しているときに非対称です。

Unicast Reverse Path Forwarding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。

BFDパケットの SHA-1認証を設定できます。

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ます。

BFD のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

BFDには、LANBase 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-OS LicensingGuide』を参照して
ください。

Cisco NX-OS

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機能のイネーブル化, （69ページ）を
参照してください。

• 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。ルーティングプロトコルに対する BFDサポートの設定,
（77ページ）を参照してください。

•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。

注意事項と制約事項
• BFDは BFDバージョン 1をサポートします。
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• BFDは IPv4をサポートします。

• BFDは、シングルホップ BFDをサポートします。

• BFDはBorder Gateway Protocol（BGP）をサポートします。

• BGP用 BFDは、シングルホップの外部 Border Gateway Protocol（EBGP）および内部 Border
Gateway Protocol（iBGP）のピアをサポートします。

• BFDは、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）をサポートします。

• BFDは、Open Shortest Path First（OSPF）ルーティングプロトコルをサポートします。

• BFDは、キー付き SHA-1認証をサポートします。

• BFDは、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
インターフェイスのレイヤ 3インターフェイスをサポートします。

• BFDはエニーキャスト HSRPをサポートしません。

• 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。

•ポートチャネル設定の制約事項は次のとおりです。

◦ 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 Link Aggregation
Control Protocol（LACP）をイネーブルにする必要があります。

◦ 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。

• BFDは、仮想ポートチャネル（vPC）、vPCピアリンク、および FabricPathリンク全体に形
成されている SVIインターフェイス上でサポートされます。

• SVIの制約事項は次のとおりです。

◦ ASICのリセットにより、他のポートのトラフィックが中断され、他のポートでの SVI
セッションがフラップする可能性があります。

◦トポロジを変更すると（たとえば、VLANへのリンクを追加または削除するとき、また
はレイヤ 2ポートチャネルからのメンバを削除するとき）、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、トポロジ変更の完了後
に高速なタイマーに戻すこともできます。

ヒント
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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 のデフォルト設定
次の表に、BFD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

ディセーブルBFD機能

必要最小受信間隔

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

BFD 設定階層

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

手順

ステップ 1 BFD機能をイネーブルにします。

ステップ 2 インターフェイス上に、グローバルな BFDパラメータを設定するかまたは BFDを設定します。

ステップ 3 ルーティングプロトコルをサポートする BFDを設定します。

BFD 機能のイネーブル化

はじめる前に

デバイスVRF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。

プロトコルグローバルレベルで BFDを変更するとき（たとえば、OSPFまたは BGPに対して）
に正しい VRFを使用しているか確認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   
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目的コマンドまたはアクション

BFD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）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 4   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、BFDをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature bfd
switch(config)# show feature | include bfd
switch(config)# copy running-config startup-config

グローバルな BFD パラメータの設定

はじめる前に

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。

インターフェイスのグローバルなセッションパラメータを無効にするには、インターフェイスで

の BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

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機能のイネーブル化, （69ページ）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。インターフェイスでBFDセッショ

switch(config)# bfd
[fabricpath] interval
mintxmin_rx
msecmultiplier value

ステップ 2   

ンパラメータを設定することにより、これらの値を無効

にすることができます。FabricPath BFDセッションのグ
ローバルパラメータを設定するには、オプションの

fabricpathのキーワードを使用します。mintxおよびmin_rx
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目的コマンドまたはアクショ

ン

msecの範囲は 250～ 999ミリ秒で、デフォルトは 250で
す。multiplier valueの範囲は、3～ 50です。乗数のデフォ
ルトは 3です。

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、BFDが新しいセッショ

switch(config)# bfd
[fabricpath] slow-timer
[milliseconds]

ステップ 3   

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。

BFDエコーフレームに使用するインターフェイスを設定
します。このコマンドは、指定されたループバックイン

switch(config)# bfd
echo-interface loopback
interface number

ステップ 4   

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   

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

て、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   

次に、グローバル BFDパラメータを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 3
switch(config)# bfd slow-timer 2000
switch(config)# bfd echo-interface loopback 1 3
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config

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。
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FabricPathモードのインターフェイスで bfd [fabricpath]コマンドを使用できます。インター
フェイスは、switchport mode fabricpathを使用して FabricPathモードがイネーブルになるよう
に設定されている必要があります。

（注）

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機能のイネーブル化, （69ページ）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   

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 int-ifステップ 2   

インターフェイスレベルで FabricPath BFDを有効にし
ます。

switch(config-if)# bfd
[fabricpath]

ステップ 3   

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します。これらの値はグ

switch(config-if)# bfd
[fabricpath] interval
mintxmin_rx msecmultiplier
value

ステップ 4   

ローバルな BFDセッションパラメータより優先され
ます。FabricPathBFDセッションのグローバルパラメー
タを設定するには、オプションの fabricpathのキーワー
ドを使用します。mintxおよび msecの範囲は 50～ 999
ミリ秒で、デフォルトは 250です。乗数の範囲は 3～
50です。乗数のデフォルトは 3です。

（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文字列はBFDピア間で共

switch(config-if)# bfd
[fabricpath] authentication
keyed-SHA1 key-id id
{hex-key hex-key | key
ascii-key }

ステップ 5   

有される秘密キーです。0～ 255の数値の id値が、こ
の特定の ascii_keyに割り当てられます。BFDパケット
は IDでキーを指定します。このため、複数のアクティ
ブキーを使用できます。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、このコマンドの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   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

ピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 7   

次に、インターフェイスで BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 3
switch(config-if)# bfd authentication keyed-SHA1 key-id 1 key cisco123
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config

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。レイ
ヤ 3ポートチャネルで per-linkモードを使用する場合、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

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, （76ページ）」を参照してください。

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。

BFD機能をイネーブルにします。「BFD機能のイネーブル化」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   
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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-channel number

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   

（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文字列は BFD

switch(config-if)# bfd
[fabricpath] authentication
keyed-SHA1 key-id id
{hex-key hex-key | key ascii-key
}

ステップ 4   

ピア間で共有される秘密キーです。0～ 255の数値
の id値が、この特定の ascii_keyに割り当てられま
す。BFDパケットは IDでキーを指定します。この
ため、複数のアクティブキーを使用できます。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、このコマンドの 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）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   

次に、ポートチャネルに BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 3
switch(config-if)# bfd authentication keyed-SHA1 key-id 1 key cisco123
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config

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。

デフォルト VLAN（VLAN 1）が fabricpathモードで設定されている場合、任意の VLANに属する
任意のポートで fabricpath（L2）BFDセッションを設定できます。fabricpath BFDセッションが開
始するには、デフォルトの VLAN 1が fabricpathモードになっていることが必要です。
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エコーモードは、fabricPathインターフェイスではサポートされません。（注）

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機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

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コマンドまたは no ipv6 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。

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
[fabricpath]
slow-timer[milliseconds]

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)# interface
int-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）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   
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次に、BFDエコー機能を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# bfd slow-timer 2000
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bfd echo
switch(config-if)# show running-config bgp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

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。

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機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

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)# interface int-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   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 5   

次の例では、インターフェイスで BFDを最適化する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bfd optimize subinterface
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ルーティングプロトコルに対する BFD サポートの設定
• Border Gateway Protocol（BGP）

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• Open Shortest Path Firstバージョン 2（OSPFv2）

• Hot Standby Router Protocol（HSRP）

• Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）

•スタティックルート

• Protocol-Independent Multicast（PIM）

• Intermediate System to Intermediate System（IS-IS）上の FabricPath

BGP での BFD の設定
Border Gateway Protocol（BGP）の BFDを設定できます。

はじめる前に

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

BGP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   

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

switch(config)# router bgp
as-number

ステップ 2   

ビット整数または 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アドレスおよび AS
番号を設定します。ip-addressの形式は x.x.x.x
です。

switch(config-router)# neighbor
{ip-address} remote-as as-number

ステップ 3   

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   

この BGPピアに対する BFDを起動します。switch(config-router-neighbor)#
update-source interface-type
number

ステップ 5   

（任意）

BGP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 bgp

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、BGP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)# neighbor 209.165.201.1 remote-as 64497
switch(config-router-neighbor)# bfd
switch(config-router-neighbor)# update-source ethernet 2/1
switch(config-router-neighbor)# show running-config bgp
switch(config-router-neighbor)# copy running-config startup-config

EIGRP 上での 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機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。
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BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

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 eigrp
instance-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）

この EIGRPルータの 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)#
interface int-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20

switch(config-if)# ip eigrp
instance-tagbfd

ステップ 5   

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の実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)# show ip
eigrp [vrf vrf-name]
[interface if]

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

ピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 7   
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次に、EIGRP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# bfd
switch(config-router)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip eigrp Test1 bfd
switch(config-if)# show ip eigrp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

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

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

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。インスタンスタ

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

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）

このOSPFv2インスタンスの BFDをイネーブルにし
ます。また、各 OSPFv2インターフェイスはイネー
ブルかディセーブルである必要があります。

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)#
interface int-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   

（任意）

OSPFの実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)# show ip
ospf [vrf vrf-name] [interface
if]

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）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 7   

次に、OSPF上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# bfd
switch(config-router)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip ospf bfd
switch(config-if)# show ip ospf
switch(config-if)# copy running-config startup-config

HSRP での BFD の設定
HotStandbyRouter Protocol（HSRP）の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。showhsrpdetailコマンドでは、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 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機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

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   

（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   

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
   OL-31635-01-J 81

双方向フォワーディング検出の設定

ルーティングプロトコルに対する BFD サポートの設定



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。?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 int-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）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   

次に、HSRP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hsrp bfd all-interfaces
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# hsrp bfd
switch(config-if)# show running-config hsrp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

VRRP での BFD の設定
Virtual Router Redundancy Protocol（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コマンドでは、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 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機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

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)# interface int-ifステップ 2   

VRRPグループ番号を指定します。switch(config-if)# vrrp group-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)# vrrp bfd
address

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-vrrp)# show
running-config vrrp

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、VRRP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# vrrp 1
switch(config-if-vrrp)# vrrp bfd 10.0.0.10
switch(config-if-vrrp)# show running-config vrrp
switch(config-if-vrrp)# copy running-config startup-config

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。Virtual Routing and Forwarding
（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 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機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。

HSRP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   

（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 context
vrf-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 route route
interface {nh-address|nh-prefix}

ステップ 3   

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。?キーワード
switch(config-vrf)# ip route static
bfd interface
{nh-address|nh-prefix}

ステップ 4   

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[vrf vrf-name]

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 6   

レーションにコピーして、設定を継続的に保存

します。

次に、スタティックルート上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context Red
switch(config-vrf)# ip route route interface 192.0.2.1 ethernet 2/1 192.0.2.4
switch(config-vrf)# ip route static bfd ethernet 2/1 192.0.2.4
switch(config-vrf)# show ip route static vrf Red
switch(config-vrf)# copy running-config startup-config

Protocol Independent Multicast（PIM）上での 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 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機能のイネーブル化, （69ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （70ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （71ページ）を参照してください。
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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   

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 int-ifステップ 3   

（任意）

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）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 6   

ションにコピーして、設定を継続的に保存しま

す。

次に、PIM上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip pim bfd
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip pim bfd-instance
switch(config-if)# show running-config pim
switch(config-if)# copy running-config startup-config

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。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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

switch(config)# ip eigrp instance-tag bfd
disable

例：
switch(config)# ip eigrp Test1 bfd
disable

ステップ 1   

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。

OSPFv2インターフェイスでBFDをディセー
ブルにします。

switch(config-if)# ip ospf bfd disable

例：
switch(config-if)# ip ospf bfd
disable

ステップ 2   

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機能はデフォルトでイネーブルになります。

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   

グローバルの 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インターフェイスで FabricPath
BFDをイネーブルにします。

switch(config-fabricpath-isis)#bfdステップ 3   

次に、すべての IS-ISインターフェイスで FabricPath BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# fabricpath domain default
switch(config-fabricpath-isis)# bfd
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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機能はデフォルトでイネーブルになります。

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   

ユーザはセッション単位で L2BFDフレームのカプ
セル化モードを選択できます。このコマンドをイ

switch(config)# [no] bfd
fabricpath encap-ce

ステップ 2   

ネーブルにすると、FabricPathカプセル化なしでフ
レームを送信します。デフォルトのモードでは、

FabricPathカプセル化でフレームを送信します。

インターフェイスでFabricPathBFDをイネーブルに
します。

switch(config-if)# fabricpath
isis bfd

ステップ 3   

次に、特定のインターフェイスで FabricPath BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# [no] bfd fabricpath encap-ce
switch(config-if)# fabricpath isis bfd

BFD 設定の確認
BFDを確認するには、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。

switch# show running-config bfd

起動時に適用されるBFD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 startup-config bfd
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BFD のモニタ
BFDをモニタするには、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。

switch# show bfd neighbors [application name]
[details]

指定したインターフェイスでの BFDに関する
情報を表示します。

switch# show bfd neighbors [interface int-if]
[details]

指定したインターフェイスでのセッションの

BFDに関する情報を表示します。
switch# show bfd neighbors [dest-ip ip-address]
[src-ip ip-address] [details]

VRFの BFDに関する情報を表示します。switch# show bfd neighbors [vrf vrf-name] [details]

指定したインターフェイスでのセッションの

BFDに関する情報を表示します。オプションの
fabricpathキーワードを使用すると、特定の
fabricPathのネイバーに関する情報を表示しま
す。

switch# show bfd neighbors [fabricpath] [dest-ip
ip-address] [src-ip ip-address] [details]

特定の fabricPathネイバーに関する情報を表示
します。

switch# show bfd neighbors [dest-sys-id
dest-sys-id-value]

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。

switch# configure terminal
switch(config)# feature bfd
switch(config)# feature ospf
switch(config)# router ospf Test1
switch(config-router)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip ospf bfd
switch(config-if)# 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。

switch# configure terminal
switch(config)# feature bfd
switch(config)# feature eigrp
switch(config)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 4
switch(config)# router eigrp Test2
switch(config-router)# bfd
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関連資料

マニュアルタイトル関連項目

BFDコマンド

関連の標準
以下の業界標準は双方向フォワーディング検出に対応しています。

TitleRFC

Bidirectional Forwarding Detection（BFD）RFC 5880

BFD for IPv4 and IPv6 (Single Hop)RFC 5881
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第 4 章

ポートチャネルの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• ポートチャネルについて, 91 ページ

• ポートチャネルの設定, 102 ページ

• ポートチャネル設定の確認, 118 ページ

• ロードバランシング発信ポート IDの確認 , 119 ページ

• ポートチャネル設定の機能履歴, 119 ページ

ポートチャネルについて
ポートチャネルは、個別インターフェイスを 1つのグループに集約して、帯域幅と冗長性の向上
を実現します。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。

ポートチャネルは、互換性のあるインターフェイスをバンドルすることによって作成します。ス

タティックポートチャネルのほか、Link Aggregation Control Protocol（LACP）を実行するポート
チャネルを設定して稼働させることができます。

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）のパラメー
タをポートチャネルに設定すると、Cisco NX-OSソフトウェアでは、これらのパラメータがポー
トチャネルの各インターフェイスに適用されます。

関連するプロトコルを使用せず、スタティックポートチャネルを使用すれば、設定を簡略化でき

ます。IEEE 802.3adに規定されている Link Aggregation Control Protocol（LACP）を使用すると、
ポートチャネルをより効率的に使用することができます。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。
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関連トピック

LACPの概要, （98ページ）

ポートチャネルの概要

Cisco NX-OSは、ポートチャネルを使用することにより、広い帯域幅、冗長性、チャネル全体の
ロードバランシングを実現しています。

ポートを1つのスタティックポートチャネルに集約するか、またはLinkAggregationControl Protocol
（LACP）をイネーブルにできます。LACPによるポートチャネルを設定する手順は、スタティッ
クポートチャネルの場合とは若干異なります。ポートチャネル設定の制約事項については、プ

ラットフォームの『Verified Scalability』マニュアルを参照してください。ロードバランシングの
詳細については、ポートチャネルを使ったロードバランシング, （95ページ）を参照してくだ
さい。

Cisco NX-OSは、ポートチャネルに対するPort Aggregation Protocol（PAgP）をサポートしてい
ません。

（注）

ポートチャネルは、個々のリンクを 1つのチャネルグループにバンドルしたもので、それにより
いくつかの物理リンクの帯域幅を集約した単一の論理リンクが作成されます。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。

各ポートにはポートチャネルが 1つだけあります。ポートチャネル内のすべてのポートには互換
性が必要です。つまり、回線速度が同じであり、かつ全二重モードで動作する必要があります。

スタティックポートチャネルを LACPなしで稼働すると、個々のリンクがすべて onチャネル
モードで動作します。このモードを変更するには、LACPをイネーブルにする必要があります。

チャネルモードを、ONから Active、または ONから Passiveに変更することはできません。（注）

ポートチャネルインターフェイスを作成することで、ポートチャネルを直接作成することがで

きます。またチャネルグループを作成して個々のポートを 1つに集約することもできます。イン
ターフェイスをチャネルグループに関連付ける際、ポートチャネルがなければ、Cisco NX-OSで
は対応するポートチャネルが自動的に作成されます。最初にポートチャネルを作成することもで

きます。その場合、Cisco NX-OSでは、ポートチャネルと同じチャネル数で空のチャネルグルー
プが作成され、デフォルトの設定が適用されます。

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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ポートチャネルの設定に関する注意事項と制約事項

ポートチャネルは、グローバルコンフィギュレーションモードまたはスイッチプロファイル

モードのいずれかで設定することができます。CiscoNX-OSの設定同期化機能を介してポートチャ
ネルの設定を行う際には、次の注意事項および制約事項を考慮してください。

•いったんスイッチプロファイルモードで設定したポートチャネルを、グローバルコンフィ
ギュレーション（config terminal）モードで設定することはできません。

ポートチャネルに関する一部のサブコマンドは、スイッチプロファイルモー

ドでは設定できません。ただしこれらのコマンドは、ポートチャネルがスイッ

チプロファイルモードで作成、設定されている場合でも、グローバルコン

フィギュレーションモードからであれば設定することができます。

たとえば、次のコマンドはグローバルコンフィギュレーションモードでのみ

設定可能です。

switchport private-vlan association trunk primary-vlan secondary-vlan

（注）

• shutdownおよび no shutdownは、グローバルコンフィギュレーションモードとスイッチプ
ロファイルモードのどちらでも設定できます。

•ポートチャネルをグローバルコンフィギュレーションモードで作成した場合は、メンバイ
ンターフェイスを含むチャネルグループも、グローバルコンフィギュレーションモードを

使用して作成する必要があります。

•スイッチプロファイルモードで設定されたポートチャネルには、スイッチプロファイルの
内部と外部どちらからもメンバにすることができます。

•メンバインターフェイスをスイッチプロファイルにインポートする場合は、そのメンバイ
ンターフェイスに対応するポートチャネルがスイッチプロファイル内に存在する必要があ

ります。

スイッチプロファイルの詳細については、を参照してください。

互換性要件

ポートチャネルグループにインターフェイスを追加すると、Cisco NX-OSでは、そのインター
フェイスとチャネルグループとの互換性が確保されるように、特定のインターフェイス属性の

チェックが行われます。また Cisco NX-OSでは、インターフェイスがポートチャネル集約に加え
られることを許可する場合にも、事前にそのインターフェイスに関するさまざまな動作属性の

チェックが行われます。

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。

•ポートモード
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•アクセス VLAN

•トランクネイティブ VLAN

•許可 VLANリスト

•速度

• 802.3xフロー制御設定

• MTU

Cisco Nexusデバイスは、システムレベルMTUだけをサポートします。この属性を個々の
ポートごとに変更できません。

•ブロードキャスト/ユニキャスト/マルチキャストストーム制御設定

•プライオリティフロー制御

•タグなし CoS

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場合は、show port-channel
compatibility-parametersコマンドを使用します。

チャネルモードセットを onに設定したインターフェイスだけをスタティックポートチャネルに
追加できます。またLACPを実行するポートチャネルには、チャネルモードがactiveまたはpassive
に設定されたインターフェイスだけを追加することも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。

インターフェイスがポートチャネルに追加されると、次の各パラメータはそのポートチャネルに

関する値に置き換えられます。

•帯域幅

• MAC address

•スパニングツリープロトコル

インターフェイスがポートチャネルに追加されても、次に示すインターフェイスパラメータは影

響を受けません。

•説明

• CDP

• LACPポートプライオリティ

• Debounce

channel-group forceコマンドを使用して、ポートをチャネルグループへ強制的に追加できるよう
にした場合、パラメータは次のように処理されます。

•インターフェイスがポートチャネルに参加すると、次のパラメータは削除され、動作上ポー
トチャネルの値と置き換えられます。ただし、この変更は、インターフェイスの実行コン

フィギュレーションには反映されません。

• QoS
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•帯域幅

•遅延

• STP

•サービスポリシー

• ACL

•インターフェイスがポートチャネルに追加またはポートチャネルから削除されても、次の
パラメータはそのまま維持されます。

•ビーコン

•説明

• CDP

• LACPポートプライオリティ

• Debounce

• UDLD

•シャットダウン

• SNMPトラップ

ポートチャネルを使ったロードバランシング

Cisco NX-OSでは、フレーム内のアドレスから生成されたバイナリパターンの一部を数値に圧縮
変換し、それを基にチャネル内のリンクを 1つ選択することによって、ポートチャネルを構成す
るすべての動作中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が行われます。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。

基本設定では、次の基準を使用してリンクを選択します。

•レイヤ 2フレームの場合は、送信元および宛先のMACアドレスを使用します。

•レイヤ3フレームの場合は、送信元および宛先のMACアドレスと送信元および宛先の Internet
Protocol（IP）アドレスを使用します。

•レイヤ4フレームの場合は、送信元および宛先のMACアドレスと送信元および宛先の Internet
Protocol（IP）アドレスを使用します。

レイヤ 4フレームに対しては、必要に応じて送信元および宛先のポート番号
を指定することもできます。

（注）

次のいずれかの方法（詳細については次の表を参照）を使用してポートチャネル全体をロードバ

ランシングするようにスイッチを設定できます。
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•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

•宛先 TCP/UDPポート番号

•送信元 TCP/UDPポート番号

•送信元および宛先 TCP/UDPポート番号

表 3：ポートチャネルロードバランシング基準

レイヤ 4 基準レイヤ 3 基準レイヤ 2 基準設定

宛先MAC宛先MAC宛先MAC宛先MAC

送信元MAC送信元MAC送信元MAC送信元MAC

送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC

宛先MAC、宛先 IP宛先MAC、宛先 IP宛先MAC宛先 IP

送信元MAC、送信元
IP

送信元MAC、送信元
IP

送信元MAC送信元 IP

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC送信元/宛先 IP

宛先MAC、宛先 IP、
宛先ポート

宛先MAC、宛先 IP宛先MAC宛先 TCP/UDPポート

送信元MAC、送信元
IP、送信元ポート

送信元MAC、送信元
IP

送信元MAC送信元 TCP/UDPポー
ト

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP、送信元/
宛先ポート

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC送信元および宛先

TCP/UDPポート

ファブリックエクステンダの設定は個別には行えません。ファブリックエクステンダの設定は、

Cisco Nexusデバイスで定義されます。ポートチャネルロードバランシングプロトコルにおい
て、Cisco Nexusデバイスで実行された設定の結果に応じてファブリックエクステンダモジュー
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ル上で自動的に設定されるポートチャネルロードバランシングオプションについては下記の表

を参照してください。

次の表は、各設定の基準をまとめたものです。

表 4： Cisco Nexus 2232 ファブリックエクステンダおよび Cisco Nexus 2248 ファブリックエクステンダにおけ
るポートチャネルでのロードバランシングの基準

レイヤ 4 基準レイヤ 3 基準レイヤ 2 基準設定

送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC宛先MAC

送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC送信元MAC

送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC送信元/宛先MAC

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC宛先 IP

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC送信元 IP

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC送信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP、および送
信元/宛先ポート

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC宛先 TCP/UDPポート

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP、および送
信元/宛先ポート

送信元/宛先MACと送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC送信元 TCP/UDPポー
ト

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP、および送
信元/宛先ポート

送信元/宛先MAC、送
信元/宛先 IP

送信元/宛先MAC送信元および宛先

TCP/UDPポート

使用している設定で最も多様なバランス基準を提供するオプションを使用してください。たとえ

ば、ポートチャネルのトラフィックが 1つのMACアドレスにだけ送られ、ポートチャネルでの
ロードバランシングの基準としてその宛先MACアドレスが使用されている場合、ポートチャネ
ルでは常にそのポートチャネル内の同じリンクが選択されます。したがって、送信元アドレスま

たは IPアドレスを使用すると、結果的により優れたロードバランシングが行われることになりま
す。
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ハードウェアマルチキャスト hw-hashコマンドは、Cisco Nexus 3500シリーズスイッチではサ
ポートされません。これらのスイッチではこのコマンドを設定しないことを推奨します。

（注）

LACP の概要

LACP の概要

LACP機能を設定して使用にする場合は、あらかじめ LACP機能をイネーブルにしておく必要
があります。

（注）

次の図は、個々のリンクを個別リンクとして機能させるだけでなく LACPポートチャネルおよび
チャネルグループに組み込む方法を示したものです。

図 8：個々のリンクをポートチャネルに組み込む

LACPを使用すると、スタティックポートチャネルの場合と同じように、最大 16個のインター
フェイスを 1つのチャネルグループにバンドルすることができます。

ポートチャネルを削除すると、関連付けられたチャネルグループも Cisco NX-OSによって自
動的に削除されます。すべてのメンバインターフェイスは以前の設定に戻ります。

（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。

LACP ID パラメータ
LACPでは次のパラメータが使用されます。
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• LACPシステムプライオリティ：LACPを稼働している各システムは、LACPシステムプラ
イオリティ値を持っています。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。

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各ポートには、LACPポー
トプライオリティが割り当てられます。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各ポート上のチャネルグルー
プ番号に等しい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、デュプレックス機能、ポイントツーポイントまたは
共有メディアステートなど）

◦ユーザが作成した設定に関する制約事項

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。プロトコルを使用せ

ずにスタティックポートチャネルを稼働すると、その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。LACPチャネルグループを構成する個々のリンクについて、どちら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）
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次の図は、チャネルモードをまとめたものです。

表 5：ポートチャネルの個別リンクのチャネルモード

説明チャネルモード

ポートをパッシブなネゴシエーション状態にす

るLACPモード。この状態では、ポートは受信
した LACPパケットに応答はしますが、LACP
ネゴシエーションを開始することはありませ

ん。

passive

ポートをアクティブネゴシエーションステー

トにする LACPモード。この場合ポートでは
LACPパケットを送信することにより、他のポー
トとのネゴシエーションが開始されます。

active

すべてのスタティックポートチャネル（つま

り LACPを稼働していないポートチャネル）
は、このモードのままになります。LACPをイ
ネーブルにする前にチャネルモードを activeま
たは passiveに変更しようとすると、デバイス
がエラーメッセージを返します。

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。

on

passiveと activeのどちらのモードでも、ポート速度やトランキングステートなどの基準に基づい
てポートチャネルを構成可能かどうかを判定するため、LACPによるポート間のネゴシエーショ
ンが行われます。passiveモードは、リモートシステム、つまり、パートナーが、LACPをサポー
トしているかどうかが不明な場合に便利です。

次の例に示したとおり、ポートは、異なる LACPモードであっても、それらのモード間で互換性
があれば、LACPポートチャネルを構成することができます。

• 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。
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• 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を実行していません。

LACP マーカーレスポンダ
ポートチャネルを使用すると、リンク障害やロードバランシング動作に伴って、データトラ

フィックが動的に再配信される場合があります。LACPでは、マーカープロトコルを使用して、
こうした再配信によってフレームが重複したり順序が変わったりしないようにします。CiscoNX-OS
は、マーカーレスポンダだけをサポートしています。

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
次の表は、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との主な相違点
をまとめたものです。設定の最大制限値の詳細については、デバイスの『Verified Scalability』マ
ニュアルを参照してください。

表 6：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

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

なし。グローバルにイネーブル化適用されるプロトコル

onモードのみ次のいずれか。

• Active

• Passive

リンクのチャネルモード

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。

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を改善し、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。

LACPポートチャネルのMinLink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。
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•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。

LACPの最小リンクおよびmaxbundle設定は、FEXHIFポートチャネルには適用されません。

最小リンク/maxbundle設定は、非LACPHIFPOに適用できますが、機能は動作しません。LACP
HIF POの最小リンク/maxbundle設定を設定することは許可されておらず、拒否されます。

（注）

ポートチャネルの設定

デフォルト設定

表 7：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

onチャネルモード
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デフォルトパラメータ

32768LACPシステムプライオリティ

32678LACPポートプライオリティ

1LACPの最小リンク

1FEXファブリックポートチャネル用最少リン
ク数

16Maxbundle

LACP ポートチャネル最少リンク数
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。

最少リンク数機能の導入により、LACPポートチャネルの操作をさらに改善し 1つの管理可能イ
ンターフェイスでの帯域幅を増やします。

LACPポートチャネルの最小リンク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。

最少リンク数機能は、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）

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。Cisco NX-OSは、対応するチャ
ネルグループを自動的に作成します。

LACPベースのポートチャネルを使用する場合は、LACPをイネーブルにする必要がありま
す。

（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

switch(config)# interface
port-channel channel-number

ステップ 2   

モードを開始します。範囲は1～4096です。チャ
ネルグループがまだ存在していなければ、Cisco
NX-OSによって自動的に作成されます。

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。

switch(config)# no interface
port-channel channel-number

ステップ 3   

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

ポートチャネルへのポートの追加

新規のチャネルグループ、または他のポートがすでに属しているチャネルグループにポートを追

加できます。ポートチャネルがない場合は、Cisco NX-OSによって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。

LACPベースのポートチャネルを使用する場合は、LACPをイネーブルにする必要がありま
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   

チャネルグループに追加するインターフェイスを

指定し、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)# interface
typeslot/port

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）

指定したインターフェイスを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 3   

（任意）

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 vlan vlan-id |
native vlan vlan-id}

ステップ 4   

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
switch(config-if)#
channel-group channel-number

ステップ 5   

～4096です。ポートチャネルがない場合は、Cisco
NX-OSによって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。これを、

暗黙的なポートチャネル作成と言います。

（任意）

チャネルグループからポートを削除します。チャ

ネルグループから削除されたポートは元の設定に

戻ります。

switch(config-if)# no
channel-group

ステップ 6   

次に、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 1に追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# channel-group 1

ポートチャネルを使ったロードバランシングの設定

デバイス全体に適用されるポートチャネル用のロードバランシングアルゴリズムを設定できま

す。

LACPベースのポートチャネルを使用する場合は、LACPをイネーブルにする必要がありま
す。

（注）

Nexus 5672UP-16Gスイッチの SAN POメンバー間でのロードバランシング FCトラフィック
では、port-channel load-balance ethernetコマンドは不要です。ロードバランシングは、デフォ
ルトで行われます。

（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   

デバイス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

switch(config)# port-channel
load-balance ethernet {[destination-ip
| destination-mac | destination-port |

ステップ 2   

はデバイスによって異なります。デフォル

トは source-dest-macです。
（注）

source-dest-ip | source-dest-mac |
source-dest-port | source-ip | source-mac
| source-port] | crc-poly}

（任意）

ロードバランシングアルゴリズムをデフォ

ルトの source-dest-macに戻します。

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

ステップ 3   

（任意）

ポートチャネルロードバランシングアル

ゴリズムを表示します。

switch# show port-channel load-balanceステップ 4   

次の例は、ポートチャネルに対して送信元 IPによるロードバランシングを設定する方法を示し
たものです。

switch# configure terminal
switch (config)# port-channel load-balance ethernet source-ip

マルチキャストトラフィックに対するハードウェアハッシュの設定

デフォルトでは、スイッチのどのポートにおける入力マルチキャストトラフィックでも、特定の

ポートチャネルメンバが選択され、トラフィックが出力されます。潜在的な帯域幅の問題を軽減

したり入力のマルチキャストトラフィックを効果的にロードバランシングしたりするために、マ

ルチキャストトラフィックのハードウェアハッシュを設定できます。ハードウェアハッシュを

イネーブルにするには、hardwaremulticast hw-hashコマンドを使用します。デフォルトに戻す場
合は、no hardware multicast hw-hash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

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-channel channel-number

ステップ 2   

指定したポートチャネルに対してハードウェ

アハッシュを設定します。

switch(config-if)# [no] hardware
multicast hw-hash

ステップ 3   

次の例は、ポートチャネルに対してハードウェアハッシュを設定する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 21
switch(config-if)# hardware multicast hw-hash

次の例は、ポートチャネルからハードウェアハッシュを削除する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 21
switch(config-if)# no hardware multicast hw-hash

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。

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
では、適合する複数のイーサネットリンクが検出されると、これらのリンクが 1つのポートチャ
ネルにグループ化されます。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。

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   

スイッチ上で LACPをイネーブルにしま
す。

switch(config)# feature lacpステップ 2   

（任意）

イネーブルにされた機能を表示します。

switch(config)# show featureステップ 3   
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次に、LACPをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature lacp

ポートに対するチャネルモードの設定

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

フェイスでは onチャネルモードが維持されます。

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。

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

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、各リンクまたはチャネル全体をactive
または passiveに設定します。

switch(config-if)#
channel-group
channel-number [force]
[mode {on | active |
passive}]

ステップ 3   

force：LANポートをチャネルグループに強制的に追加する
ことを指定します。

mode：インターフェイスのポートチャネルモードを指定し
ます。

active：これを指定すると、LACPをイネーブルにした時点
で、指定したインターフェイス上で LACPがイネーブルにな
ります。インターフェイスはアクティブネゴシエーションス

テートになります。この場合ポートでは、LACPパケットを
送信することにより、他のポートとのネゴシエーションが開

始されます。

on：（デフォルトモード）これを指定すると、LACPを実行
していないすべてのポートチャネルに対して、このモードが

維持されます。
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目的コマンドまたはアク

ション

passive：LACP装置が検出された場合に限り、LACPをイネー
ブルにします。インターフェイスはパッシブネゴシエーショ

ンステートになります。この場合ポートでは、受信したLACP
パケットへの応答は行われますが、LACPネゴシエーション
は開始されません。

関連する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、チャネルモードは常に onです。

指定インターフェイスのポートモードを onに戻しますswitch(config-if)# no
channel-group
numbermode

ステップ 4   

次に、チャネルグループ 5のイーサネットインターフェイス 1/4で、LACPがイネーブルなイン
ターフェイスを active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

次の例は、チャネルグループ 5にインターフェイスを強制的に追加する方法を示したものです。
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# channel-group 5 force
switch(config-if)#

LACP ポートチャネル最少リンク数の設定
LACPの最小リンク機能を設定できます。最少リンク数機能は LACPでのみ機能しますが、非
LACPポートチャネルに対してこの機能の CLIコマンドを入力することができます。しかし、こ
のコマンドは処理されません。

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。

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 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ンフィギュ

switch(config-if)# lacp
min-links number

ステップ 3   

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-channel number

ステップ 4   

以前の Cisco NX-OSリリースから Cisco
NX-OSリリース 7.2(1)N1(1)以降のリリース
にアップグレードすると、追加の設定行 no
lacp suspend-individualが show
running-config interface port-channelnumber
コマンドの showコマンド出力に表示されま
す。

（注）

次に、LACPポートチャネル最少リンク数を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 3
switch(config-if)# lacp min-links 3
switch(config-if)# show running-config interface port-channel 3
interface port-channel 3
lacp min-links 3

LACP ポートチャネル MaxBundle の設定
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。

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
port-channel 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-bundle number

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。ポート
チャネルの両端が同じ値に設定されている場

合、最小リンクと max-bundle機能は正常に機
能します。最小リンクと max-bundleの値が一
致しない場合、ポートのフラップ、トラフィッ

クのドロップ、および不要なポート一時停止が

発生する可能性があります。

（注）

switch(config-if)# show
running config interface
port-channel number

ステップ 4   

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

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。

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。
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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
typeslot/port

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   

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

LACP short-timeout の設定
lacp rate fastコマンドの LACP short-timeout値を変更して、LACP高速レートタイムアウトの期間
を変更できます。lacp rate fast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高速レートを設定できます。short-timeout値は15秒（デ
フォルトのタイムアウト）から 3秒（IEEE802.3adで推奨される標準）に変更できます。

short-timeoutコマンドは、LACP対応インターフェイスのみでサポートされます。

LACP short-timeoutが設定されると、BFD機能はサポートされません。

LACPレート高速は推奨されません。vPCのMultichassis EtherChannelトランク（MCT）ポー
トでは推奨されません。

（注）

はじめる前に

LACPレート高速機能がイネーブルになっていることを確認します。
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手順

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)# lacp short-timeout
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 LACP高速
レートとして short-timeout値を設定します。有効な値の範囲は 3～ 15秒です。デフォルトの
short-timeout値は 15秒です。

LACP short-timeoutのデフォルト設定は実行コンフィギュレーションに表示されませ
ん。

（注）

ステップ 3 （任意） switch(config)# show run | include lacp
インターフェイス上で LACPの設定を表示します。

次に、LACP高速レートの LACP short-timeout値を 3秒に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)#

次に、LACP高速レートの LACP short-timeout値をデフォルトのタイムアウト（15秒）に復元す
る例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no lacp short-timeout

BFD 機能と LACP short-timeout が一緒に設定されているときに復元する手順
BFD機能は LACP short-timeout設定と一緒にイネーブルにしないでください。この設定はサポー
トされません。lacpshort-timeoutを設定してから 30秒待つ必要があります。BFD機能をイネーブ
ルにしようとすると、コマンドにエラーが表示されます。

BFD機能を LACP short-timeoutと一緒にイネーブルにした場合は、次の手順を実行してこの設定
を終了する必要があります。

手順

ステップ 1 no lacp short-timeoutコマンドを使用して lacp short-timeoutをディセーブルにします。

ステップ 2 BFD機能をディセーブルにするには、no feature BFDコマンドを使用します。

LACP のシステムプライオリティおよびシステム ID 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。
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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。

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

switch(config)# lacp
system-priority priority

ステップ 2   

が大きいほどプライオリティは低くなります。

デフォルト値は 32768です。

（任意）

LACPシステム識別子を表示します。
switch# show lacp
system-identifier

ステップ 3   

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ポートチャネルの各リンクに対して、ポートプライオリティの設定を行うことができま
す。

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。

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

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、値が大き

switch(config-if)# lacp
port-priority priority

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

はじめる前に

• LACP機能をイネーブルにします。

•ポートチャネルが管理上のダウン状態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。正しいVDCに切り替えるには、switchtovdc
コマンドを入力します。

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   

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。

interface port-channel number

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

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。

shutdown

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

指定したポートチャネルの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。

no lacp graceful-convergence

例：
switch(config-if)# no lacp
graceful-convergence
switch(config-if) #

ステップ 4   

ポートチャネルを管理上のアップ状態にし

ます。

no shutdown

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

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

ギュレーションにコピーして、変更を継続

的に保存します。

次の例は、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
示したものです。

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
switch(config-if) #

LACP グレースフルコンバージェンスの再イネーブル化

はじめる前に

• LACP機能をイネーブルにします。

•ポートチャネルが管理上のダウン状態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。正しいVDCに切り替えるには、switchtovdc
コマンドを入力します。
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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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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。

interface port-channel number

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

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。

shutdown

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

ステップ 3   

指定したポートチャネルの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。

lacp graceful-convergence

例：
switch(config-if)# lacp
graceful-convergence
switch(config-if) #

ステップ 4   

ポートチャネルを管理上のアップ状態にし

ます。

no shutdown

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

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

ギュレーションにコピーして、変更を継続

的に保存します。

次の例は、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
示したものです。

switch# configure terminal
switch(config) # interface port-channel 1
switch(config-if) # shutdown
switch(config-if) # lacp graceful-convergence
switch(config-if) # no shutdown
switch(config-if) #
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ポートチャネル設定の確認
次のコマンドを使用すると、ポートチャネルの設定情報を確認できます。

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 channel chennal-number

イネーブルにされた機能を表示します。show feature

システムで現在利用可能なリソースの数を表示

します。

show resource

LACP情報を表示します。show lacp {counters | interface typeslot/port |
neighbor | port-channel | system-identifier}

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 [interface
port-channel channel-number]

ポートチャネルインターフェイスの概要を表

示します。

show port-channel 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

現在実行中のポートチャネル機能に関する情報

を表示します。

show port-channel database

ポートチャネルによるロードバランシングにつ

いての情報を表示します。

show port-channel load-balance
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ロードバランシング発信ポート ID の確認

コマンドに関する注意事項

show port-channel load-balanceコマンドを使用すると、ポートチャネルにおいて特定のフレーム
がいずれのポートにハッシュされるかを確認することができます。正確な結果を取得するために

は、VLANおよび宛先MACを指定する必要があります。

ポートチャネル内にポートが 1つしかない場合などには、一部のトラフィックフローはハッ
シュの対象になりません。

（注）

ロードバランシング発信ポート IDを表示する場合は、次のいずれかの操作を実行します。

目的コマンド

発信ポート IDを表示します。switch# show port-channel load-balance
forwarding-path interface port-channel
port-channel-idvlan vlan-id dst-ip src-ip dst-mac
src-mac l4-src-port port-id l4-dst-port port-id

例

次に、ロードバランシング発信ポート IDを表示する例を示します。

switch# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 10 vlan 1
dst-ip 1.225.225.225 src-ip 1.1.10.10 src-mac aa:bb:cc:dd:ee:ff
l4-src-port 0 l4-dst-port 1
Missing params will be substituted by 0's. Load-balance Algorithm on switch: source-dest-port
crc8_hash:204 Outgoing port id: Ethernet 1/1 Param(s) used to calculate load balance:
dst-port: 0
src-port: 0
dst-ip: 1.225.225.225
src-ip: 1.1.10.10
dst-mac: 0000.0000.0000
src-mac: aabb.ccdd.eeff

ポートチャネル設定の機能履歴

表 8：ポートチャネル設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.0(2)N1(2)最少リンク数

この機能が導入されました。7.3(0)N1(1)LACP short-timeout
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第 5 章

拡張仮想ポートチャネルの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 拡張 vPCについて, 121 ページ

• 拡張 vPCのライセンス要件, 124 ページ

• 拡張 vPCの設定, 125 ページ

• 拡張 vPCの確認, 126 ページ

• 拡張 vPCの設定例, 130 ページ

拡張 vPC について

拡張仮想ポートチャネルの概要

仮想ポートチャネル（vPC）機能により、ホストから 2つのファブリックエクステンダ（FEX）
へのデュアルホーム接続またはFEXから 2つのスイッチへのデュアルホーム接続が可能になりま

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
    OL-31635-01-J 121



す。拡張 vPC機能、つまり、2レイヤ vPCにより、次の図のように 2つのデュアルホーミングト
ポロジを同時に組み合わせることができます。

図 9：デュアルホーミングトポロジ

拡張 vPCsでは、ホストから FEX、および FEXからスイッチへのパスがアクティブとなり、使用
可能なすべてのパスがアクティブとなり、イーサネットトラフィックを伝送し、使用可能な帯域

幅を最大限に活用し、両方のレベルで冗長性を提供します。

vPCについては、仮想ポートチャネルの設定, （133ページ）を参照してください。

サポートされるプラットフォームとトポロジ

サポートされるプラットフォーム

拡張 vPCは、Cisco Nexusデバイスでサポートされます。

すべての Cisco Nexusファブリックエクステンダは、拡張 vPCと組み合わせて使用できます。

拡張 vPCは、スイッチでレイヤ 3機能と互換性があります。

サポートされているトポロジとサポートされていないトポロジ

拡張 vPCでは、次のトポロジをサポートしています。

•単一の FEXに接続されているシングルホーム接続サーバ

•ポートチャネルによって単一の FEXに接続されているデュアルホーム接続サーバ

•ポートチャネルによって FEXのペアに接続されているデュアルホーム接続サーバ
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このトポロジにより、vPCドメインで同一のスイッチペアに接続されている 2つの FEXへ
の接続が可能になります。スタティックポートチャネルとリンクアグリケーション制御プ

ロトコル（LACP）ベースのポートチャネルがサポートされています。

• Fibre Channel over Ethernet（FCoE）とポートチャネルによって FEXのペアに接続されている
デュアルホーム接続サーバ

•アクティブ/スタンバイ NICチーミングによって FEXのペアに接続されているデュアルホー
ム接続サーバ

拡張 vPCは次のトポロジをサポートしていません。

• 1つのスイッチに接続する FEXのペアに接続されているデュアルホーム接続サーバ

このトポロジは 1つのスイッチに障害が発生した場合に機能するシステムになりますが、こ
れは通常の動作で推奨されません。

•ポートチャネルによって 2つを超える FEXに接続されているマルチホーム接続サーバ

このトポロジによって、複雑性が増し、利点がほとんどなくなります。

• vPCトポロジと並行して非 vPCトラフィックのリンクは設定できません。これにより、トラ
フィックの転送ロジックでエラーが発生し、パケットの重複や損失が発生する可能性があり

ます。

拡張 vPC のスケーラビリティ
拡張vPCのスケーラビリティは、デュアルホーム接続FEXトポロジのスケーラビリティと似てい
ます。

各 Cisco Nexusデバイスは、最大 24台の FEX（レイヤ 2設定またはレイヤ 3設定あり）をサポー
トしています。デュアルホーム接続 FEXトポロジでは、拡張 vPCの場合のように各 FEXは 2つ
のスイッチによって管理されるため、ペアも同時に 24台の FEXをサポートします。

拡張 vPC の失敗応答
拡張 vPCトポロジにより、次のシナリオで説明しているシステムコンポーネントおよびリンクの
障害の高レベルの復元力が実現します。

•ポートチャネルの 1つ以上のメンバリンクの障害

ポートチャネルの 1つのメンバリンクに障害が発生した場合、トラフィックフローはポー
トチャネルの残りのメンバリンクに移動されます。ポートチャネルのすべてのメンバリン

クに障害が発生した場合、トラフィックフローは vPCの残りのポートチャネルにリダイレ
クトされます。

• 1つの FEXの障害

1つの FEXに障害が発生した場合、すべてのデュアルホーム接続ホストからのトラフィック
フローは残りの FEXに移動されます。
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• 1つのスイッチの障害

1つのスイッチに障害が発生した場合、すべてのデュアルホーム接続 FEXからのトラフィッ
クフローは残りのスイッチに移動されます。ホストからのトラフィックは影響を受けませ

ん。

• 1つの FEXからの両方のアップリンクの障害

1つの FEXからの両方のアップリンクに障害が発生した場合、FEXはそのホストポートを
シャットダウンし、すべてのデュアルホーム接続ホストからのトラフィックフローは他の

FEXに移動されます。

• vPCピアリンクの障害

vPCセカンダリスイッチでピアリンクの障害が検出される場合、ピアキープアライブリン
クを介してプライマリスイッチのステータスを確認します。プライマリスイッチが応答し

ない場合には、セカンダリスイッチはすべてのトラフィックフローを元どおりに保持しま

す。プライマリスイッチがアクティブな場合には、セカンダリスイッチはその FEXへのイ
ンターフェイスをシャットダウンし、すべてのデュアルホーム接続FEXからのトラフィック
フローはプライマリスイッチに移動されます。いずれの場合でも、ホストからのイーサネッ

トトラフィックは影響を受けません。

セカンダリスイッチがFCoEトラフィックを伝送してそのFEXへのインターフェイスをシャッ
トダウンする場合、FEXホストポートにバインドされるすべての仮想ファイバチャネル
（vFC）インターフェイスもシャットダウンします。この場合、ホストでは、マルチパスを
使用して SANトラフィックを残りの vFCインターフェイスに移動する必要があります。

• vPCピアキープアライブリンクの障害

vPCピアキープアライブリンクの障害自体は、トラフィックフローに影響しません。

拡張 vPC のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

この機能には、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。

Cisco NX-OS
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拡張 vPC の設定

拡張 vPC 設定手順の概要
拡張 vPC設定は、2つの標準 vPC設定（ホストから 2つの FEXへのデュアルホーム接続と FEX
から 2つのスイッチへのデュアルホーム接続）の組み合わせで構成されています。ここでは、必
要な設定作業について説明しますが、この 2つの標準設定の詳細な手順については、このマニュ
アルの「仮想ポートチャネルの設定」に記述されています。

拡張 vPCを設定するには、次のステップを実行します。特に明記されていない限り、各ステップ
の手順は仮想ポートチャネルの設定, （133ページ）に記載されています。

（注） •両方のスイッチで設定を繰り返す必要がある手順では、設定の同期（config-sync）機能を
使用すると、1つのスイッチを設定し、その設定が自動的にピアスイッチに同期される
ようにすることができます。設定の同期の詳細については、デバイスの『OperationsGuide』
を参照してください。

• 2つの異なる FEXのホストポート間で非 vPCインターフェイスは設定できません。

手順

ステップ 1 各スイッチで vPC機能と LACP機能をイネーブルにします。

ステップ 2 各スイッチで必要な VLANを作成します。

ステップ 3 vPCドメイン IDを割り当てて、各スイッチで vPCピアキープアライブリンクを設定します。

ステップ 4 各スイッチで vPCピアリンクを設定します。

ステップ 5 最初の FEXから各スイッチへのポートチャネルを設定します。

ステップ 6 2番めの FEXから各スイッチへのポートチャネルを設定します。

ステップ 7 拡張 vPCが FCoEトラフィックに対応する必要がある場合、最初の FEXを 1つのスイッチに関連
付け、2番めの FEXをもう一方のスイッチに関連付けます。
デバイスの『Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide』の「Configuring FCoE over Enhanced
vPC」を参照してください。

ステップ 8 各 FEXでホストポートチャネルを設定します。
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拡張 vPC の確認

拡張 vPC 設定の確認
vPCを使用し始める前に、同じ vPCドメインの 2つのピアスイッチでは、両方のスイッチで vPC
トポロジの設定に互換性があるかについて確認するため、設定情報がやり取りされます。設定不

一致の場合の影響の重大度によって、一部の設定パラメータはタイプ 1整合性検査パラメータと
見なされ、一部はタイプ 2と見なされます。

タイプ 1パラメータで不一致が見つかると、両方のピアスイッチで vPCポート上の VLANが停
止されます。タイプ 2パラメータで不一致が見つかると、警告の Syslogメッセージが生成されま
すが、vPCはアップ状態で実行中のままです。

拡張 vPCsでは、グレースフル整合性検査はサポートされていません。（注）

拡張vPCsのグローバルコンフィギュレーションパラメータに対する整合性検査は、デュアルホー
ム接続 FEXトポロジに対するものと同じであり、デュアルホーム接続 FEXのマニュアルに記載
されています。グローバル整合性検査に加え、拡張vPCsでは、ここで説明されている作業による
インターフェイスレベルの検査が必要です。

次のコマンドを使用して、拡張 vPCの設定と整合性を確認します。

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。

switch# show feature

vPCの実行コンフィギュレーションの情報を表
示します。

switch# show running-config vpc

vPCに関する簡単な情報を表示します。switch# 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 vPCグローバルパラメータの
ステータスを表示します。

switch(config)# show vpc consistency-parameters
global

vPCデバイス全体で一貫している必要がある特
定のポートチャネルのステータスを表示しま

す。

switch(config)# show vpc consistency-parameters
interface port-channel channel-number

これらのコマンドからの出力フィールドの詳細については、デバイスの『CommandReference』を
参照してください。
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ポートチャネル番号の整合性の確認

拡張vPCの両方のスイッチでは、FEXへのデュアルホーム接続の同じポートチャネル番号を使用
する必要があります。異なるポートチャネル番号を使用すると、両方のスイッチでポートチャネ

ルとそのメンバポートが停止されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルメンバポートの指定されたリス

トの設定を表示します。

show running-config interface
type/slot[, type/slot[, ...]]

例：
switch-1# show running-config
interface Ethernet110/1/1,
Ethernet111/1/1

ステップ 1   

両方のピアスイッチでこのコマンドを入力し、報

告された channel-group番号を比較して、スイッ
チ間でそれらの番号が一致していることを確認し

ます。

指定されたポートチャネルメンバポートのステー

タスと設定を表示します。

show interface type/slot

例：
switch-1# show interface
Ethernet110/1/1

ステップ 2   

両方のピアスイッチでこのコマンドを入力し、

ポートのステータスを確認します。

次の例は、2つのスイッチ間でポートチャネル番号設定の整合性を確認する方法を示しています。
次の例では、ポートチャネル番号設定が不整合であるため、メンバポートは停止されます。

switch-1# show running-config interface Ethernet110/1/1, Ethernet111/1/1

!Command: show running-config interface Ethernet110/1/1, Ethernet111/1/1
!Time: Sun Aug 28 03:38:23 2011

version 5.1(3)N1(1)

interface Ethernet110/1/1
channel-group 102

interface Ethernet111/1/1
channel-group 102

switch-2# show running-config interface Ethernet110/1/1, Ethernet111/1/1

!Command: show running-config interface Ethernet110/1/1, Ethernet111/1/1
!Time: Sun Aug 28 03:38:23 2011

version 5.1(3)N1(1)

interface Ethernet110/1/1
channel-group 101

interface Ethernet111/1/1
channel-group 101

switch-1# show interface Ethernet110/1/1
Ethernet110/1/1 is down (suspended by vpc)
Hardware: 100/1000 Ethernet, address: 7081.0500.2402 (bia 7081.0500.2402)
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MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
[...]

switch-2# show interface Ethernet110/1/1
Ethernet110/1/1 is down (suspended by vpc)
Hardware: 100/1000 Ethernet, address: 7081.0500.2402 (bia 7081.0500.2402)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
[...]

共通のポートチャネル番号の確認

2つのスイッチ間に共通のポートチャネルメンバが少なくとも 1つあれば、FEXからスイッチペ
アへのポートチャネルはアップし、動作します。1つのスイッチでのみポートチャネルが割り当
てられている FEXインターフェイスは停止されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルインターフェイスの概

要を表示します。

show port-channel summary

例：
switch-1# show port-channel summary

ステップ 1   

（任意）

指定されたインターフェイスのステータ

スと設定を表示します。

show interface type/slot

例：
switch-1# show interface ethernet
111/1/3

ステップ 2   

次の例は、vPCの共通のメンバポートを確認する方法を示しています。次の例では、vPCは両方
のスイッチに共通していない 1つのチャネルメンバを使用して設定されています。そのメンバ
ポートはシャットダウンとして示され、詳細な検査でメンバが vPCによって停止されていること
が示されます。このセッション部分では、各スイッチでポートチャネルが設定され、最初のス

イッチに追加ポートがあります。

switch-1(config)# interface ethernet 110/1/3, ethernet 111/1/3
switch-1(config-if)# channel-group 101
switch-1(config-if)# interface port-channel 101
switch-1(config-if)# switchport access vlan 20

switch-2(config)# interface ethernet 110/1/3
switch-2(config-if)# channel-group 101
switch-2(config-if)# interface port-channel 101
switch-2(config-if)# switchport access vlan 20

このセッション部分では、追加ポートはダウン状態であると示され、ポート詳細の表示にポート

が vPCによって停止されていることが示されます。
switch-1# 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)
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M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------------
Group Port- Type Protocol Member Ports

Channel
--------------------------------------------------------------------------------
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/1(P) Eth1/2(P)
[...]
101 Po101(SU) Eth NONE Eth110/1/3(P) Eth111/1/3(D)

switch-1# show interface ethernet 111/1/3
Ethernet111/1/3 is down (suspended by vpc)
Hardware: 100/1000 Ethernet, address: 7081.0500.2582 (bia 7081.0500.2582)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

拡張 vPC のインターフェイスレベルの整合性の確認
vPCの場合、ポートチャネルインターフェイス設定でポートモードおよび共有 VLANの整合性
をとるよう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

指定したポートチャネルの場合、vPC
デバイス全体で一貫している必要があ

るステータス情報を表示します。

show vpc consistency-parameters port-channel
channel-number

例：
switch# show vpc consistency-parameters
interface port-channel 101
switch(config)#

ステップ 1   

次の例は、vPCの2つのピア間でのインターフェイス設定も比較を表示する方法を示しています。
この場合、VLAN10が両方のピアで許可されていますが、ポートモードが一致しないため、VLAN
は停止されます。

switch-1# show vpc consistency-parameters interface port-channel 101

Legend:
Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name Type Local Value Peer Value
------------- ---- ---------------------- -----------------------
mode 1 on on
Speed 1 1000 Mb/s 1000 Mb/s
Duplex 1 full full
Port Mode 1 access trunk
MTU 1 1500 1500
Admin port mode 1
Shut Lan 1 No No
vPC+ Switch-id 1 3000 3000
Allowed VLANs - 10 1-57,61-3967,4048-4093
Local suspended VLANs - 10 -
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拡張 vPC の設定例
次の例は、この章の拡張 vPC図のトポロジを使用した完全な設定手順を示しています。トポロジ
図では、各ポートチャネルリンクの横にある番号ペアは、インターフェイスポート番号を表し

ます。たとえば、番号「3、4」というラベルが付いたスイッチリンクは、スイッチ上のインター
フェイス eth1/3および eth1/4を表します。

両方のスイッチで設定を繰り返す必要がある手順では、設定の同期（config-sync）機能を使用
すると、1つのスイッチを設定し、その設定が自動的にピアスイッチに同期されるようにする
ことができます。設定の同期の詳細については、デバイスの『OperationsGuide』を参照してく
ださい。

（注）

はじめる前に

Cisco Nexusファブリックエクステンダ FEX101および FEX102が接続され、オンラインであるこ
とを確認してください。

手順

ステップ 1 各スイッチで vPC機能と LACP機能をイネーブルにします。

例：
switch-1(config)# feature vpc
switch-1(config)# feature lacp

switch-2(config)# feature vpc
switch-2(config)# feature lacp

ステップ 2 各スイッチで必要な VLANを作成します。

例：
switch-1(config)# vlan 10-20

switch-2(config)# vlan 10-20

ステップ 3 vPCドメイン IDを割り当てて、各スイッチで vPCピアキープアライブリンクを設定します。

例：
switch-1(config)# vpc domain 123
switch-1(config-vpc)# peer-keepalive destination 172.25.182.100

switch-2(config)# vpc domain 123
switch-2(config-vpc)# peer-keepalive destination 172.25.182.99

各スイッチを設定する際に、ピアスイッチの IPアドレスをピアキープアライブの宛先
として使用します。

（注）

ステップ 4 各スイッチで vPCピアリンクを設定します。
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例：
switch-1(config)# interface eth1/1-2
switch-1(config-if)# channel-group 1 mode active
switch-1(config-if)# interface Po1
switch-1(config-if)# switchport mode trunk
switch-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1, 10-20
switch-1(config-if)# vpc peer-link

switch-2(config)# interface eth1/1-2
switch-2(config-if)# channel-group 1 mode active
switch-2(config-if)# interface Po1
switch-2(config-if)# switchport mode trunk
switch-2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1, 10-20
switch-2(config-if)# vpc peer-link

ステップ 5 最初の FEXから各スイッチへのポートチャネルを設定します。

例：
switch-1(config)# fex 101
switch-1(config-fex)# interface eth1/3-4
switch-1(config-if)# channel-group 101
switch-1(config-if)# interface po101
switch-1(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch-1(config-if)# vpc 101
switch-1(config-if)# fex associate 101

switch-2(config)# fex 101
switch-2(config-fex)# interface eth1/3-4
switch-2(config-if)# channel-group 101
switch-2(config-if)# interface po101
switch-2(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch-2(config-if)# vpc 101
switch-2(config-if)# fex associate 101

ステップ 6 2番めの FEXから各スイッチへのポートチャネルを設定します。

例：
switch-1(config)# fex 102
switch-1(config-fex)# interface eth1/5-6
switch-1(config-if)# channel-group 102
switch-1(config-if)# interface po102
switch-1(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch-1(config-if)# vpc 102
switch-1(config-if)# fex associate 102

switch-2(config)# fex 102
switch-2(config-fex)# interface eth1/5-6
switch-2(config-if)# channel-group 102
switch-2(config-if)# interface po102
switch-2(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch-2(config-if)# vpc 102
switch-2(config-if)# fex associate 102

ステップ 7 各 FEXでホストポートチャネルを設定します。

例：
switch-1(config)# interface eth101/1/1, eth101/1/2
switch-1(config-if)# channel-group 2 mode active
switch-1(config-if)# interface eth102/1/1, eth102/1/2
switch-1(config-if)# channel-group 2 mode active
switch-1(config-if)# int po2
switch-1(config-if)# switchport access vlan 10
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switch-2(config)# interface eth101/1/1, eth101/1/2
switch-2(config-if)# channel-group 2 mode active
switch-2(config-if)# interface eth102/1/1, eth102/1/2
switch-2(config-if)# channel-group 2 mode active
switch-2(config-if)# int po2
switch-2(config-if)# switchport access vlan 10
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第 6 章

仮想ポートチャネルの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• vPCについて, 133 ページ

• VRFに関する注意事項と制約事項, 158 ページ

• vPCの設定, 159 ページ

• vPCピアスイッチの設定, 176 ページ

• vPCのレイヤ 3の設定, 180 ページ

• vPC複合からのスイッチの分離と復元, 181 ページ

• vPC設定の確認, 182 ページ

• vPCの設定例, 188 ページ

• vPCのデフォルト設定, 192 ページ

vPC について

vPC の概要
仮想ポートチャネル（vPC）を使用すると、物理的には 2台の異なるCisco Nexusデバイスまたは
CiscoNexusファブリックエクステンダに接続されている複数のリンクを、第 3のデバイスからは
単一のポートチャネルとして認識されるようにすることができます（次の図を参照）。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。CiscoNexus
ファブリックエクステンダに接続された Cisco Nexusデバイスを含むトポロジ内に vPCを設定で
きます。vPCでは、マルチパス機能を使用することができます。この機能では、ノード間の複数
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のパラレルパスをイネーブルにし、さらには存在する代替パスでトラフィックのロードバランシ

ングを行うことにより、冗長性が確保されます。

図 10：vPC のアーキテクチャ

EtherChannel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）

vPCピアリンクチャネルなど、vPCで EtherChannelを設定した場合、それぞれのスイッチでは 1
つの EtherChannelに最大 16個のアクティブリンクをまとめることができます。ファブリックエ
クステンダ上で vPCを設定した場合、各 EtherChannelで使用できるポートは 1つだけです。

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）

vPC機能をイネーブルにするためには、vPC機能を実現する 2つの vPCピアスイッチの vPCドメ
インにピアキープアライブリンクおよびピアリンクを作成する必要があります。

vPCピアリンクを作成する場合は、まず一方の Cisco Nexusデバイス上で、2つ以上の Ethernet
ポートを使用して EtherChannelを設定します。さらに他方のスイッチ上で、2つ以上の Ethernet
ポートを使用して別の EtherChannelを設定します。これら 2つの EtherChannelを接続することに
より、vPCピアリンクが作成されます。

vPCピアリンク EtherChannelはトランクとして設定することが推奨されます。（注）

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
EtherChannelが含まれます。各 vPCピアデバイスに設定できる vPCドメイン IDは 1つだけです。
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EtherChannelを使用する vPCデバイスはすべて、両方の vPCピアデバイスに接続する必要が
あります。

（注）

vPCには次のような特長があります。

•単独のデバイスが、2つのアップストリームデバイスを介して EtherChannelを使用できるよ
うになります。

•スパニングツリープロトコル（STP）のブロックポートが不要になります。

•ループフリーなトポロジが実現されます。

•利用可能なすべてのアップリンク帯域幅を使用します。

•リンクまたはスイッチに障害が発生した場合、高速コンバージェンスが実行されます。

•リンクレベルの復元力を提供します。

•ハイアベイラビリティが保証されます。

用語

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 EtherChannel。

• vPCピアデバイス：vPCピアリンクと呼ばれる特殊なEtherChannelにより接続されることで
対をなす個々のデバイス。

• 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。

• 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：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るドメイ

ン。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ドメイン IDは、両スイッ
チで同じであることが必要です。

• 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では、vPCピア Cisco Nexusデ
バイスの稼働力のモニタリングが行われます。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。

vPCs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。
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ファブリックエクステンダの用語

Cisco Nexusファブリックエクステンダで使用される用語は、次のとおりです。

•ファブリックインターフェイス：ファブリックエクステンダから親スイッチへの接続に特
化した 10ギガビットイーサネットのアップリンクポートです。ファブリックインターフェ
イスは他の目的には使用できません。親スイッチに直接接続する必要があります。

• EtherChannelファブリックインターフェイス：ファブリックエクステンダから親スイッチへ
の EtherChannelアップリンク接続です。この接続は、単一論理チャネルにバンドルされてい
るファブリックインターフェイスで構成されます。

•ホストインターフェイス：サーバ接続またはホスト接続に使用するイーサネットインター
フェイスです。これらのポートは、ファブリックエクステンダのモデルに応じて、1ギガ
ビットイーサネットインターフェイスになる場合と、10ギガビットイーサネットインター
フェイスになる場合があります。

• EtherChannelホストインターフェイス：ファブリックエクステンダのホストインターフェ
イスからサーバポートへの EtherChannelダウンリンク接続です。

EtherChannelホストインターフェイスは 1個のホストインターフェイスだけ
で構成され、リンクアグリゲーション制御プロトコル（LACP）または非LACP
EtherChannelとして設定できます。

（注）

サポートされている vPC トポロジ

Cisco Nexus デバイスの vPC トポロジ

シングルホームファブリックエクステンダの vPC トポロジ
図のように、CiscoNexusデバイスに接続されたCiscoNexusファブリックエクステンダのペアに、
vPCで設定された 2つまたは 4つまたはそれ以上のネットワークアダプタを持つサーバを接続で
きます。各ファブリックエクステンダには、FEXモデルに応じて、1台以上のネットワークアダ
プタインターフェイスを接続できます。次の図はその具体例として、Cisco Nexus 2148Tファブ
リックエクステンダを使用して構成したトポロジを示したものです。サーバから各ファブリック

エクステンダへのリンクはそれぞれ 1つだけです。Cisco Nexus 2248TPファブリックエクステン
ダまたはCiscoNexus2232PPファブリックエクステンダを使用したトポロジは、サーバから各ファ
ブリックエクステンダに対して複数のリンクを設定して構成することもできます。

   Cisco Nexus 5600 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 7.x
136 OL-31635-01-J  

仮想ポートチャネルの設定

サポートされている vPC トポロジ



下図に示したトポロジでは、1ギガビットイーサネットアップリンクインターフェイスを持つ
デュアルホームサーバに対して vPC機能が実現されています。

図 11：シングルホームファブリックエクステンダの vPC トポロジ

Cisco Nexusデバイスは、このトポロジで最大 12台の設定済みシングルホームファブリックエク
ステンダ（576ポート）をサポートできますが、この構成による vPCでは 480 576台のデュアル
ホーム接続されたホストサーバだけを設定することかできます。

Cisco Nexus 2148Tファブリックエクステンダは、ホストインターフェイスでの EtherChannel
はサポートしていません。そのため、1つの EtherChannelで設定できるサーバからのリンクは
最大 2つで、各リンクは別々のファブリックエクステンダに接続されます。

（注）

デュアルホームファブリックエクステンダの vPC トポロジ
CiscoNexusファブリックエクステンダを、アップストリームにある 2台のCiscoNexusデバイス、
およびダウンストリームにある複数のシングルホームサーバに接続することができます。次の図
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に示したトポロジは、1ギガビットイーサネットアップリンクインターフェイスでそれぞれ別々
に接続されたサーバに対して vPC機能を実現したものです。

図 12：デュアルホーム接続ファブリックエクステンダ vPC トポロジ

Cisco Nexusデバイスは、このトポロジで最大 12台の設定済みデュアルホーム接続されたファブ
リックエクステンダをサポートできます。この構成では、最大 576台のシングルホームサーバ
を接続できます。

vPC ドメイン
vPCドメインを作成するには、まず各 vPCピアスイッチに対し、1～ 1000の範囲にある値を使用
して vPCドメイン IDを作成する必要があります。この IDは、対象となるすべての vPCピアデ
バイス上で同じであることが必要です。

EtherChannel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。可能な場合、ピアリンクで LACPを使用することを推奨します。これは、LACP
が EtherChannelの設定の不一致に対する設定チェックを提供するためです。

vPCピアスイッチでは、設定した vPCドメイン IDに基づいて、一意の vPCシステムMACアド
レスが自動的に割り当てられます。各 vPCドメインには一意のMACアドレスがあり、vPCに関
連する特定の処理の際に固有識別子として使用されます。ただしスイッチで vPCシステムMAC
アドレスが使用されるのは、LACPなどリンク関連の処理に限ります。連続したネットワーク内
の vPCドメインはそれぞれ、一意のドメイン IDを使用して作成することが推奨されます。ただ
し、CiscoNX-OSソフトウェアでアドレスを割り当てる代わりに、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。

vPCピアスイッチでは、設定した vPCドメイン IDに基づいて、一意の vPCシステムMACアド
レスが自動的に割り当てられます。スイッチで vPCシステムMACアドレスが使用されるのは、
LACPや BPDUなどリンク関連の処理に限ります。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。

両方のピアに同じ vPCドメイン IDを設定し、ドメイン IDをネットワークで一意にすることを推
奨します。たとえば、2つの異なる vPC（一方がアクセススイッチ、もう一方が集約スイッチ）
がある場合は、それぞれの vPCに固有のドメイン IDを割り当ててください。
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vPCドメインを作成すると、その vPCドメインのシステムプライオリティが Cisco NX-OSソフト
ウェアによって自動的に作成されます。vPCドメインに特定のシステムプライオリティを手動で
設定することもできます。

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ピアスイッチ上に同じプ
ライオリティ値を割り当てるようにしてください。両側の vPCピアスイッチに異なるシステ
ムプライオリティ値が割り当てられている場合、vPCは稼働しません。

（注）

ピアキープアライブリンクとメッセージ

Cisco NX-OSソフトウェアでは、vPCピア間の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が定期的に送信されます。これらのメッセージを送信するために

は、ピアスイッチ間にレイヤ 3接続が必要です。ピアキープアライブリンクがアップ状態で稼働
していなければ、システムでは vPCピアリンクをアップすることができません。

ホールドタイムアウト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、デフォルト値は 3
秒です。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。

Cisco Nexusデバイスの vPCピアキープアライブリンクは、管理 VRFで mgmt 0インターフェ
イスを使用して実行されるように設定することが推奨されます。デフォルトの VRFを設定す
る場合は、vPCピアキープアライブメッセージの伝送に vPCピアリンクが使用されないよう
にしてください。

（注）
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vPC ピアリンクの互換パラメータ
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機能をイネーブルにし、さらに両方の vPCピアスイッチ上でピアリンク
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ピアス
イッチに関する設定のコピーがリモート vPCピアスイッチへ送信されます。これによりシステム
では、2つのスイッチ間で重要な設定パラメータに違いがないかどうか判定が行われます。

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。

vPCに関する互換性チェックのプロセスは、正規の EtherChannelに関する互換性チェックとは異
なります。

同じでなければならない設定パラメータ

ここで説明する設定パラメータは、vPCピアリンクの両側のスイッチ上で設定が同じであること
が必要です。

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。

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）

スイッチでは、vPCインターフェイス上でこれらのパラメータに関する互換性チェックが自動的
に行われます。インターフェイス別のパラメータはインターフェイスごとに整合性を保っている

ことが必要であり、グローバルパラメータはグローバルに整合性を保っていることが必要です。

•ポートチャネルモード：オン、オフ、またはアクティブ

•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

•スパニングツリープロトコル（STP）モード

•マルチスパニングツリーの STP領域コンフィギュレーション（MST）
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• 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：vPCインターフェイスはすべて標準ポートとして設定することが推
奨されます

◦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

•ファブリックエクステンダのvPCトポロジの場合、上記のインターフェイスレベルパラメー
タはすべて、両側スイッチのホストインターフェイスに対して設定を同じにする必要があり

ます。

• EtherChannelファブリックインターフェイス上で設定されたファブリックエクステンダの
FEX番号（ファブリックエクステンダの vPCトポロジの場合）。

これらのうち、イネーブルでないパラメータや一方のスイッチでしか定義されていないパラメー

タは、vPCの整合性検査では無視されます。

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

次に挙げるパラメータのいずれかが両方の vPCピアスイッチ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

•スタティックMACエントリ

• VLANインターフェイス：vPCピアリンクの両端にある各スイッチの VLANインターフェ
イスは同じ VLAN用に設定されている必要があり、さらにそれらの管理モードおよび動作
モードも同じであることが必要です。ピアリンクの一方のスイッチでのみ設定されている

VLANでは、vPCまたはピアリンクを使用したトラフィックの転送は行われません。VLAN
はすべて、プライマリvPCスイッチとセカンダリvPCスイッチの両方で作成する必要があり
ます。両方で作成されていない場合、VLANは停止することになります。
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•プライベート VLAN設定

• ACLのすべての設定とパラメータ

• Quality of Service（QoS）の設定およびパラメータ：ローカルパラメータです。グローバル
パラメータは同じであることが必要です

• STPインターフェイス設定：

◦ BPDUフィルタ

◦ BPDUガード

◦コスト

◦リンクタイプ

◦プライオリティ

◦ VLAN（Rapid PVST+）

すべての設定パラメータについて互換性があることを確認するためにも、vPCの設定後は各 vPC
ピアスイッチの設定を表示することが推奨されます。

グレースフルタイプ 1 検査
整合性検査で不整合が検出された場合、セカンダリ vPCスイッチ上でのみ vPCがダウン状態にな
ります。プライマリ vPCスイッチ上のVLANはアップ状態が維持されるため、トラフィックを中
断することなくタイプ 1の設定を実行することができます。この機能は、グローバルタイプ 1不
整合の場合にも、インターフェイス別タイプ 1不整合の場合にも使用されます。

この機能は、デュアルアクティブ FEXポートに対しては無効です。タイプ 1の不一致が発生する
と、両側スイッチのこれらのポートでは VLANが停止します。

VLAN ごとの整合性検査
Cisco NX-OSRelease 5.0(2)N2(1)以降では、VLAN上でスパニングツリーのイネーブル/ディセーブ
ルが切り替わるたびに、いくつかのタイプ 1整合性検査が VLANごとに実行されます。この整合
性検査に合格しない VLANは、プライマリスイッチおよびセカンダリスイッチでダウン状態に
なりますが、その他の VLANは影響を受けません。

vPC 自動リカバリ
Cisco NX-OS Release 5.0(2)N2(1)以降では、次のような状況が発生すると、vPC自動リカバリ機能
により vPCリンクが再イネーブル化されます。

両側の vPCピアスイッチでリロードが実行され、かつ一方のスイッチのみリブートした場合、自
動リカバリによってそのスイッチがプライマリスイッチとして機能し、一定時間が経過した後に
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vPCリンクがアップ状態になります。このシナリオにおけるリロード遅延時間は、240～ 3600秒
の範囲で設定できます。

ピアリンクの障害に伴ってセカンダリ vPCスイッチ上の vPCがディセーブルになり、さらにプラ
イマリ vPCスイッチで障害が発生するか、またはトラフィックが転送できなくなると、セカンダ
リスイッチでは vPCが再イネーブル化されます。このシナリオの場合、vPCではキープアライブ
が 3回連続して検出されないのを待ってから vPCリンクが回復します。

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。

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

（注）

vPC ピアリンクの概要
vPCピアとして設定できるのは、対をなす 2台のスイッチです。それぞれのスイッチは互いに、
他方の vPCピアに対してのみ vPCピアとして機能します。vPCピアスイッチには、他のスイッチ
への非 vPCリンクを設定することもできます。

適正な設定を行うため、各スイッチに EtherChannelを設定し、さらに vPCドメインを設定しま
す。各スイッチの EtherChannelをピアリンクとして割り当てます。冗長性を確保できるよう、
EtherChannelには少なくとも 2つの専用ポートを設定することが推奨されます。これにより、vPC
ピアリンクのインターフェイスの 1つに障害が発生すると、スイッチは自動的にフォールバック
し、そのピアリンクの別のインターフェイスが使用されます。

EtherChannelはトランクモードで設定することが推奨されます。（注）

多くの動作パラメータおよび設定パラメータは、vPCピアリンクにより接続されている各スイッ
チ上で同じ値であることが必要です。各スイッチ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スイッチ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
アスイッチは、個別のコントロールプレーンを持ちます。vPCピアリンクの設定が完了したら、
各 vPCピアスイッチの設定を表示し、それらの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つのスイッチでは必ず、同一の動作パラメータお
よび設定パラメータが設定されている必要があります。

（注）

vPCピアリンクを設定する際、vPCピアスイッチでは、接続されたスイッチの一方がプライマリ
スイッチ、もう一方がセカンダリスイッチとなるようにネゴシエーションが行われます。デフォ

ルトの場合、Cisco NX-OSソフトウェアでは、最小のMACアドレスを基にプライマリスイッチ
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が選択されます。特定のフェールオーバー条件の下でのみ、このソフトウェアは各スイッチ（つ

まり、プライマリスイッチとセカンダリスイッチ）に対して別々の処理を行います。プライマリ

スイッチに障害が発生した場合、システムが回復した時点でセカンダリスイッチがプライマリス

イッチとして動作し、元々のプライマリスイッチがセカンダリスイッチとなります。

ただし、どちらの vPCスイッチをプライマリスイッチにするか設定することもできます。一方の
vPCスイッチをプライマリスイッチにするためロールプライオリティを再設定する場合は、まず
プライマリ vPCスイッチとセカンダリ vPCスイッチのそれぞれに対してロールプライオリティを
適切な値に設定し、shutdownコマンドを入力して両スイッチのvPCピアリンクであるEtherChannel
をシャットダウンした後、no shutdownコマンドを入力して両スイッチの EtherChannelを再度イ
ネーブルにします。

ピア間では、vPCリンクを介して認識されたMACアドレスの同期も行われます。

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。両方のスイッチで設定されているこれらのVLANのMACアドレスはすべて、vPC
ピアスイッチ間で同期されています。この同期に、CFSoEが使用されます

vPCピアリンクに障害が発生すると、ソフトウェアでは、両方のスイッチが稼働していることを
確認するため、vPCピアスイッチ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ピアスイッチのステータス確認が行われます、vPCピアスイッチが稼働している場合は、
セカンダリ vPCスイッチにあるすべて vPCポートがディセーブルになります。さらにデータは、
EtherChannelにおいて依然アクティブ状態にあるリンクに転送されます。

ソフトウェアは、ピアキープアライブリンクを介してキープアライブメッセージが返されない場

合、vPCピアスイッチに障害が発生したと認識します。

vPCピアスイッチ間では、別途用意されたリンク（vPC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が送信されます。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により、障害が vPCピアリンク上でだけ発生したのか、vPCピアス
イッチ上で発生したのかが判断されます。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。

vPC 番号
vPCドメイン IDと vPCピアリンクを作成し終えたら、ダウンストリームスイッチを各 vPCピア
スイッチに接続するための EtherChannelを作成します。つまり、ダウンストリームスイッチ上に
単一の EtherChannelを作成し、プライマリ vPCピアスイッチにポートの半分を、セカンダリピ
アスイッチにポートの残り半分を使用します。

各 vPCピアスイッチ上では、ダウンとリームスイッチに接続された EtherChannelに同じ 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。設定
を簡素化するため、各 EtherChannelに対してその EtherChannelと同じ番号の vPC ID番号を割り当
てることもできます（EtherChannel 10に対しては vPC ID 10を割り当てるなど）。

vPCピアスイッチからダウンストリームスイッチに接続されている EtherChannelに割り当て
る vPC番号は、両方の vPCスイッチで同じでなければなりません。

（注）
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vPC のレイヤ 3
Cisco NX-OS Release 7.3(0)N1(1)以降、レイヤ 3（L3）デバイスは、vPCドメイン内の両方の vPC
ピアとのピアリング隣接関係を形成できます。ピアリンク上を送信されるトラフィックは存続可

能時間（TTL）が減少しません。

vPCのレイヤ 3機能を設定する前に、ピアゲートウェイ機能を有効にする必要があります。

この機能を設定する利点は次のとおりです。

•別のレイヤ 3リンクがなくても、レイヤ 3デバイスと vPCピアの間にピア隣接関係を設定で
きます。ブリッジされたトラフィックとルーティングされたトラフィックの両方を同じリン

ク上で送ることができます。

• vPC VLANでピア隣接関係を形成できます。

•ピア隣接関係により、リンクまたはデバイスの障害がトラフィックで発生した場合に、コン
バージェンスが高速になります。

次の図は、ピアゲートウェイ機能によって vPCピア（SVIX）が他のピア（SVIY）の代わりにパ
ケットを転送できる様子を示しています。これにより、ピアリンク上をトラフィックが流れない

ため、帯域幅を節約できます。

図 13：vPC のレイヤ 3 ソリューション
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vPC のレイヤ 3：サポートされている設計
次の図は、vPCのレイヤ 3を設定するためにサポートされる設計を示しています。

図 14：ルータは両方の vPC ピアとピアリング

図 15：vPC VLAN を使用して STP の相互接続上に確立されたピアリング
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ルータは両方の vPCピアとピアリングします。

図 16：孤立デバイスと両方の vPC ピアとの経路ピアリング

図 17： PC の相互接続上のピアリングと vPC VLAN を使用した vPC ピアリンク上のピアリング

両方のルータが両方の vPCピアとピアリングします。

図 18： vPC の相互接続上でのピアリング（DCI の場合）

各 Nexusデバイスは 2つの vPCピアとピアリングします。

vPC+とのピアリング（Release 6.0(2)N2(1)以降でサポート)：

•ピアリンクポートは FabricPathコアポートとして設定されます。

•垂直のポートは FabricPathスパインポートとして機能します。
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•垂直のポートは非 FabricPathトポロジにおけるレイヤ 3ポートにもなります。

図 19： vPC+ とのピアリング

vPC のレイヤ 3：サポートされていない設計
次の図は、vPCのレイヤ 3機能を設定するためにサポートされていない設計を示しています。
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次の設計は、2つの孤立デバイス間の TTL距離が 2であるため、サポートされません。この設計
は、ルーティング隣接関係を形成する一方で vPCでの制御パケット損失につながります。

図 20：vPC の相互接続上での孤立デバイスのピアリング（DCI の場合）

図 21：FEX vPC ホストインターフェイス上で vPC ピアとのピアリング
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図 22：不等 L3 メトリックの vPC インターフェイスでのピアリング
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図 23： vPC+ ピアおよび vPC+ VLAN を使用した STP 相互接続とのピアリング
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図 24：孤立デバイスと両方の vPC+ ピアとの経路ピアリング

図 25： PC の相互接続上のピアリングと vPC VLAN を使用した vPC+ ピアリンク上のピアリング
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その他の機能との vPC の相互作用

vPC ピアリンクおよびコアへのリンクの設定
コアおよび両方の vPCピアデバイス上のすべての vPCピアリンクへのレイヤ 3リンクに関連付
けられたトラックオブジェクトおよびトラックリストを使用して、コマンドラインインターフェ

イスを設定します。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。
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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します。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。

はじめる前に

関連するすべてのインターフェイスに障害が発生した場合にリモートピアに vPCをスイッチオー
バーするためのトラックリストを設定するには、次のように行います。

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 2   

インターフェイス（コアへのレイヤ 3）でト
ラックオブジェクトを設定します。

switch(config-if)# track track-id
interface type slot/port
line-protocol

ステップ 3   

インターフェイス（コアへのレイヤ 3）のオブ
ジェクトを追跡します。

switch(config-track)# track
track-id interface type slot/port
line-protocol

ステップ 4   

ポートチャネル（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)# track track-id
interface port-channel port
line-protocol

ステップ 5   

ブールORを使用してすべてのオブジェクトが
失敗したときにトリガーするか、ブール AND

switch(config)# track track-id list
boolean [OR | AND]

ステップ 6   

を使用してコアインターフェイスまたはピア

リンクが停止したときにスイッチオーバーをト

リガーするために、トラックリスト内のすべ

てのインターフェイスが含まれるトラックリ

ストを作成します。

オブジェクト番号を指定します。switch(config-track)# object
number

ステップ 7   

トラックコンフィギュレーションモードを終

了します。

switch(config-track)# endステップ 8   

vPCドメインコンフィギュレーションを開始
します。

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 9   

vPCドメインにトラックオブジェクトを追加
します。

switch(config-vpc-domain)# track
number

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

トラックオブジェクトを表示します。

switch(config)# show vpc briefステップ 11   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 12   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、すべてのオブジェクトで障害が発生したときにトリガーするように、ブール ORを使って
追跡リストを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 8/35
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
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
switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# track 44
switch(config)# copy running-config startup-config

vPC と LACP
Link Aggregation Control Protocol（LACP）では、vPCドメインのシステムMACアドレスに基づい
て、その vPCに対する LACP Aggregation Group（LAG）IDが構成されます。

LACPは、ダウンストリームスイッチからのチャネルも含め、すべての vPC EtherChannel上で使
用できます。vPCピアスイッチの各 EtherChannelのインターフェイスに対しては、LACPをアク
ティブモードで設定することが推奨されます。この設定により、スイッチ、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。

vPCピアリンクは、16個の EtherChannelインターフェイスをサポートしています。

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ピアスイッチ上に同じプ
ライオリティ値を割り当てるようにしてください。vPCピアスイッチ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）
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vPCロールの変更中（セカンダリがプライマリになる）、ポートが FEXの LACP個別の状態
になった場合、ポートがフラップし、プライマリがアップする前に短い接続損失が発生しま

す。この問題を回避するには、ポートチャネルのメンバーポートが、LACP個別の状態また
は LACPが使用されていない（オンモード）で設定されていること確認します。

（注）

vPC ピアリンクと STP
vPC機能の初回起動時には、STPは再コンバージェンスします。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。

すべての vPCピアリンクインターフェイスを STPネットワークポートタイプに設定して、すべ
てのvPCリンク上でBridgeAssuranceが自動的にイネーブルになるようにすることを推奨します。
また、vPCピアリンク上ではどの STP拡張機能もイネーブルにしないことが推奨されます。

一連のパラメータは、vPCピアリンクの両端の vPCピアスイッチ上で設定を同じにする必要があ
ります。

STPは分散型です。つまり、このプロトコルは、両端の vPCピアスイッチ上で継続的に実行され
ます。ただし、セカンダリ vPCピアスイッチ上の vPCインターフェイスの STPプロセスは、プ
ライマリスイッチとして選択されている vPCピアスイッチ上での設定により制御されます。

プライマリ vPCスイッチでは、Cisco Fabric Services over Ethernet（CFSoE）を使用して、vPCセカ
ンダリピアスイッチ上の STP状態の同期化が行われます。

vPCピアスイッチ間では、プライマリスイッチとセカンダリスイッチを設定して 2つのスイッ
チを STP用に調整する提案/ハンドシェイク合意が vPCマネージャによって実行されます。さら
にプライマリ vPCピアスイッチにより、プライマリスイッチおよびセカンダリスイッチの vPC
インターフェイスに対する STPプロトコルの制御が行われます。

ブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）では、代表ブリッジ IDフィールドの STPブリッ
ジ IDとして、vPCに対して設定されたMACアドレスが使用されます。これら vPCインターフェ
イスの BPDUは vPCプライマリスイッチにより送信されます。

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。vPC
に関する情報を表示する場合は、show spanning-treeコマンドを使用します。

（注）

vPC と ARP
Cisco NX-OSでは、Cisco Fabric Services over Ethernet（CFSoE）プロトコルが持つ信頼性の高い転
送メカニズムによって、vPCピア間のテーブルの同期が管理されます。vPCピア間でアドレステー
ブルの高速コンバージェンスをサポートするためには、ip arp synchronizeコマンドをイネーブル
にする必要があります。このコンバージェンスは、ピアリンクポートチャネルがフラップした場

合や vPCピアがオンラインに戻った場合に、ARPテーブルの復元に伴う遅延の解消を目的とした
ものです。
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パフォーマンスを向上させるためにも、ARP同期機能はイネーブルにすることが推奨されます。
デフォルトではディセーブルです。

ARP同期がイネーブルかどうかを確認する場合は、次のコマンドを入力します。
switch# show running

ARP同期をイネーブルにする場合は、次のコマンドを入力します。
switch(config-vpc-domain) # ip arp synchronize

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
に使用す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。

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。

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。vPC機能に
対しては CFSoEをイネーブルにする必要があります。vPCがイネーブルの場合にこれらのコ
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。

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するパフォーマンス上の問題に対処します。
この機能により、Cisco Nexusデバイスのペアをレイヤ 2トポロジ内に 1つの STPルートとして表
示できます。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。
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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。ピアリンクに障害が
発生すると、北南のトラフィックに影響はありませんが、東西のトラフィックが失われます

（ブラックホール化されます）。

（注）

STP拡張機能とRapidPVST+の詳細については、ご使用のデバイスの『Layer2SwitchingConfiguration
Guide』を参照してください。

VRF に関する注意事項と制約事項
vPCには、次の注意事項と制約事項があります。

• vPCピアリンクおよび vPCインターフェイスを設定する場合は、あらかじめ vPC機能をイ
ネーブルにしておく必要があります。

•システムにおいて vPCピアリンクを構成するためには、その前に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。

• vPCピアリンクは、少なくとも 2つの 10ギガビットイーサネットインターフェイスを使用
して構成する必要があります。

• vPC内の Cisco Nexus 6000シリーズスイッチのペアを別のスイッチまたはサーバに直接接続
できます。vPCピアスイッチは、同じタイプである必要があります。たとえば、CiscoNexus
6000シリーズスイッチのペアを接続することはできますが、Cisco Nexus 5500シリーズス
イッチを vPCトポロジ内の Nexus 6000シリーズスイッチに接続することはできません。

• vPCに使用できるのは、ポートチャネルのみです。vPCは、通常のポートチャネル上（ス
イッチ間vPCトポロジ）、ポートチャネルのファブリックインターフェイス上（ファブリッ
クエクステンダのvPCトポロジ）、およびポートチャネルのホストインターフェイス上（ホ
ストインターフェイスの vPCトポロジ）で設定できます。

•ファブリックエクステンダはホストインターフェイス vPCトポロジまたはファブリックエ
クステンダvPCトポロジのメンバになれますが、同時に両方のメンバになることはできませ
ん。

•両側の vPCピアスイッチを設定する必要があります。ただし vPCピアデバイス間で設定が
自動的に同期化されることはありません。

•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。

• 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内の LACPを使用するポートチャネルはすべて、アクティブモードのインターフェイ
スで設定することが推奨されます。
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• peer-switchコマンドが設定され、vPCキープアライブメッセージが管理インターフェイスの
代わりに SVIを介して交換されている場合、追加のスパニングツリープロトコル（STP）コ
ンフィギュレーションが必要です。vPCピア間のキープアライブトラフィックを伝送する専
用リンクで STPをディセーブルにする必要があります。専用リンクの両端に STP BPDUfilter
を設定することで、専用リンク上で STPをディセーブルにできます。vPCキープアライブ
SVIのVLANを相互接続専用リンクでのみ許可し、その他のすべてのリンク（ピアリンクを
含む）では禁止することを推奨します。

•アクティブ/アクティブとして両方の SVIを設定する必要があります。そうしないと、トラ
フィックのブラックホール化が発生する可能性があります。

•ルータと vPCピアに接続された Cisco Nexus 6000シリーズスイッチは、接続されているルー
タとの OSPF関連付けを作成しますが、vPCピアとは作成しません。この状況は、非 vPC
VLANが vPCピア間の別のトランクに存在する場合に発生します。非 vPC VLANが vPCピ
アリンクにある場合、OSPFは、両方の vPCピアのように動作します。この状況は、
peer-gatewayがイネーブルの場合のみです。

• vPC障害のシナリオによっては、vPCプライマリスイッチ障害の後で、vPCセカンダリス
イッチが vPCポートチャネルを一時停止します。vPCセカンダリスイッチの一時停止を避
けるには、vPCプライマリスイッチを停止させる前にvPCピアキープアライブを無効にしま
す（スケジュールされた電源オフの場合）。

vPC の設定

vPC のイネーブル化
vPCを設定して使用する場合は、事前に vPC機能をイネーブルにしておく必要があります。

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   

スイッチで vPCをイネーブルにします。switch(config)# feature vpcステップ 2   

（任意）

スイッチ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 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   
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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

vPC のディセーブル化
vPC機能をディセーブルにできます。

vPC機能をディセーブルにすると、CiscoNexusデバイスがすべてのvPC設定をクリアします。（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。

switch# configure terminalステップ 1   

スイッチで vPCをディセーブルにします。switch(config)# no feature vpcステップ 2   

（任意）

スイッチ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 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   

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

vPC ドメインの作成
両側の vPCピアスイッチに対して、同じ vPCドメイン IDを作成する必要があります。このドメ
イン IDを基に、vPCシステムのMACアドレスが自動的に構成されます。

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。

vPCピアリンクの両側に両方のスイッチを設定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   

スイッチに対してvPCドメインを作成し、vpc-domain
コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

domain-idのデフォルト値はありません。指定できる
値の範囲は 1～ 1000です。

既存の vPCドメインに対して vpc-domainコ
ンフィギュレーションモードを開始する場

合は、vpc domainコマンドを使用すること
もできます。

（注）

（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 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   

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

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
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。

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接続が必要です。ピアキープアライブリンクが起動および動作していない
と、システムは vPCピアリンクを開始できません。

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 IPアドレスの両方が、ネットワーク
内で一意であることを確認してください。また、vPCピアキープアライブリンクに関連付けられ
ているVirtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスから、これらの IPアドレスが到達可能
であることを確認してください。
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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ピアスイッチからその VRFインスタンスにレイヤ 3ポートを接続することが推奨されま
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の作成と設定については、ご使用のデバイスの『Unicast RoutingConfigurationGuide』
を参照してください。

（注）

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。

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。

vPCピアリンクの両側に両方のスイッチ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   

スイッチ上に vPCドメインが存在しない場
合はそれを作成し、vpc-domainコンフィギュ
レーションモードを開始します。

switch(config)# vpc domain domain-idステップ 2   

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 destination ipaddress
[hold-timeout secs | interval msecs

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。

{timeout secs} | precedence {prec-value
| network | internet | critical |
flash-override | flash | immediate
priority | routine} | tos {tos-value |
max-reliability |max-throughput |
min-delay |min-monetary-cost |normal}
| tos-byte tos-byte-value} | source
ipaddress | vrf {name |management
vpc-keepalive}]

（任意）

vPCピアキープアライブリンクに対し、個
別の VRFインスタンスを設定して、各 vPC

switch(config-vpc-domain)# vpc
peer-keepalive destination ipaddress
source ipaddress

ステップ 4   

ピアデバイスからその VRFにレイヤ 3ポー
トを接続します。
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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 peer-keepalive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ピアキープアライブリンクの宛先 IPアドレスを設定する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.10.10.42

次に、プライマリとセカンダリの vPCデバイス間でピアキープアライブリンク接続を設定する
例を示します。

switch(config)# vpc domain 100
switch(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 192.168.2.2 source 192.168.2.1
Note:--------:: Management VRF will be used as the default VRF ::--------
switch(config-vpc-domain)#

次の例は、vPCピアキープアライブリンクに対して、vpc_keepaliveという名前のVRFインスタン
スを別途設定する方法、およびその新しい VRFを検査する方法を示したものです。

vrf context vpc_keepalive
interface Ethernet1/31
switchport access vlan 123

interface Vlan123
vrf member vpc_keepalive
ip address 123.1.1.2/30
no shutdown

vpc domain 1
peer-keepalive destination 123.1.1.1 source 123.1.1.2 vrf

vpc_keepalive

L3-NEXUS-2# show vpc peer-keepalive

vPC keep-alive status : peer is alive
--Peer is alive for : (154477) seconds, (908) msec
--Send status : Success
--Last send at : 2011.01.14 19:02:50 100 ms
--Sent on interface : Vlan123
--Receive status : Success
--Last receive at : 2011.01.14 19:02:50 103 ms
--Received on interface : Vlan123
--Last update from peer : (0) seconds, (524) msec

vPC Keep-alive parameters
--Destination : 123.1.1.1
--Keepalive interval : 1000 msec
--Keepalive timeout : 5 seconds
--Keepalive hold timeout : 3 seconds
--Keepalive vrf : vpc_keepalive
--Keepalive udp port : 3200
--Keepalive tos : 192

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
   OL-31635-01-J 163

仮想ポートチャネルの設定

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



The services provided by the switch , such as ping, ssh, telnet,
radius, are VRF aware. The VRF name need to be configured or
specified in order for the correct routing table to be used.
L3-NEXUS-2# ping 123.1.1.1 vrf vpc_keepalive
PING 123.1.1.1 (123.1.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=3.234 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.931 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=4.965 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=4.971 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=4.915 ms

--- 123.1.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.234/4.603/4.971 ms

vPC ピアリンクの作成
vPCピアリンクを作成する場合は、指定した vPCドメインのピアリンクとするEtherChannelを各
スイッチ上で指定します。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
定する EtherChannelを設定し、各 vPCピアスイッチで個別のモジュールの 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

vPC機能をイネーブルにしていることを確認します。

vPCピアリンクの両側に両方のスイッチ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   

このスイッチの vPCピアリンクとして使用する
EtherChannel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-channel channel-number

ステップ 2   

選択した EtherChannel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 3   

（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 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   
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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)# vpc peer-link

設定の互換性の検査

両側の vPCピアスイッチに 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
設定に整合性があるかどうかの検査を行います。

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1)以降では、次の QoSパラメータでタイプ 2整合性検査に対応
しています。

（注）

• Network QoS：MTUおよび Pause

• Input Queuing：Bandwidthおよび Absolute Priority

• Output Queuing：Bandwidthおよび Absolute Priority

タイプ 2の不一致の場合、vPCは停止しません。タイプ 1の不一致が検出されると vPCは停止し
ます。

目的コマンドまたはアクション

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# show vpc consistency-parameters {global
| interface port-channel channel-number}

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# show vpc consistency-parameters global

Legend:
Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name Type Local Value Peer Value

------------- ---- ---------------------- -----------------------
QoS 2 ([], [], [], [], [], ([], [], [], [], [],

[]) [])

Network QoS (MTU) 2 (1538, 0, 0, 0, 0, 0) (1538, 0, 0, 0, 0, 0)
Network Qos (Pause) 2 (F, F, F, F, F, F) (1538, 0, 0, 0, 0, 0)
Input Queuing (Bandwidth) 2 (100, 0, 0, 0, 0, 0) (100, 0, 0, 0, 0, 0)
Input Queuing (Absolute 2 (F, F, F, F, F, F) (100, 0, 0, 0, 0, 0)
Priority)
Output Queuing (Bandwidth) 2 (100, 0, 0, 0, 0, 0) (100, 0, 0, 0, 0, 0)
Output Queuing (Absolute 2 (F, F, F, F, F, F) (100, 0, 0, 0, 0, 0)
Priority)
STP Mode 1 Rapid-PVST Rapid-PVST
STP Disabled 1 None None
STP MST Region Name 1 "" ""
STP MST Region Revision 1 0 0
STP MST Region Instance to 1
VLAN Mapping

STP Loopguard 1 Disabled Disabled
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STP Bridge Assurance 1 Enabled Enabled
STP Port Type, Edge 1 Normal, Disabled, Normal, Disabled,
BPDUFilter, Edge BPDUGuard Disabled Disabled
STP MST Simulate PVST 1 Enabled Enabled
Allowed VLANs - 1,624 1
Local suspended VLANs - 624 -
switch#

次の例は、1つの EtherChannelインターフェイスについて必須設定の互換性があるかどうか検査
する方法を示したものです。

switch# show vpc consistency-parameters interface port-channel 20

Legend:
Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name Type Local Value Peer Value
------------- ---- ---------------------- -----------------------
Fex id 1 20 20
STP Port Type 1 Default Default
STP Port Guard 1 None None
STP MST Simulate PVST 1 Default Default
mode 1 on on
Speed 1 10 Gb/s 10 Gb/s
Duplex 1 full full
Port Mode 1 fex-fabric fex-fabric
Shut Lan 1 No No
Allowed VLANs - 1,3-3967,4048-4093 1-3967,4048-4093

vPC 自動リカバリのイネーブル化

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   

既存の vPCドメインに対して vpc-domainコン
フィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

自動リカバリ機能をイネーブルにし、リロード

遅延時間を設定します。デフォルトではディ

セーブルになっています。

switch(config-vpc-domain)#
auto-recovery reload-delay delay

ステップ 3   

次に、vPCドメイン 10の自動リカバリ機能をイネーブルにし、240秒の遅延期間を設定する例を
示します。

switch(config)# vpc domain 10
switch(config-vpc-domain)# auto-recovery reload-delay 240
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

次に、vPCドメイン 10の自動リカバリ機能のステータスを表示する例を示します。
switch(config-vpc-domain)# show running-config vpc
!Command: show running-config vpc

   Cisco Nexus 5600 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 7.x
166 OL-31635-01-J  

仮想ポートチャネルの設定

vPC 自動リカバリのイネーブル化



!Time: Tue Dec 7 02:38:44 2010

version 5.0(2)N2(1)

feature vpc
vpc domain 10
peer-keepalive destination 10.193.51.170
auto-recovery

復元遅延時間の設定

Cisco NX-OS Release 5.0(3)N1(1)以降では、ピアの隣接が形成され、VLANインターフェイスが
バックアップされるまで、vPCの再稼働を遅らせるように復元タイマーを設定できます。この機
能により、vPCが再びトラフィックの受け渡しをしはじ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。

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。

vPCピアリンクの両端にあるそれぞれのスイッチで設定を行う必要があります。手順は次のとお
りです。

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。

switch# configure terminalステップ 1   

スイッチ上に vPCドメインが存在しない場合はそ
れを作成し、vpc-domainコンフィギュレーション
モードを開始します。

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

vPCが復元されるまでの遅延時間を設定します。switch(config-vpc-domain)#
delay restore time

ステップ 3   

復元時間は、復元された vPCピアデバイスが稼働
するまで遅延時間（単位は秒）です。有効な範囲は

1～ 3600です。デフォルトは 30秒です。

（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 4   

次の例は、vPCリンクに対する復元遅延時間の設定方法を示したものです。
switch(config)# vpc domain 1
switch(config-vpc-domain)# delay restore 10
switch(config-vpc-domain)#
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vPC ピアリンク障害発生時における VLAN インターフェイスのシャッ
トダウン回避

vPCピアリンクが失われると、vPCセカンダリスイッチによりその vPCメンバポートおよびス
イッチ仮想インターフェイス（SVI）インターフェイスが一時停止します。また、vPCセカンダリ
スイッチのすべての VLANに対して、レイヤ 3転送はすべてディセーブルになります。ただし、
特定の SVIインターフェイスを一時停止の対象から除外することができます。

はじめる前に

VLANインターフェイスが設定済みであ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   

スイッチ上に vPCドメインが存在しない場合はそ
れを作成し、vpc-domainコンフィギュレーション
モードを開始します。

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

vPCピアリンクが失われた場合でもアップ状態を維
持する必要がある VLANインターフェイスを指定
します。

switch(config-vpc-domain))#
dual-active exclude
interface-vlan range

ステップ 3   

range：シャットダウンしないようにする VLANイ
ンターフェイスの範囲を指定します。指定できる範

囲は 1～ 4094です。

次の例は、vPCピアリンクに障害が発生した場合でも vPCピアスイッチの VLAN 10に対してイ
ンターフェイスのアップ状態を維持する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# dual-active exclude interface-vlan 10
switch(config-vpc-domain)#

VRF 名の設定
ping、ssh、telnet、radiusなどのスイッチサービスは VRF対応です。適切なルーティングテーブ
ルを使用するためには、VRF名を設定する必要があります。

VRF名を指定することができます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

使用するVirtual Routing and Forwarding（VRF）名
を指定します。VRF名は、長さが最大32文字で、
大文字と小文字は区別されます。

switch# ping ipaddress vrf
vrf-name

ステップ 1   

次に、vpc_keepaliveという名前の VRFを指定する例を示します。
switch# ping 123.1.1.1 vrf vpc_keepalive
PING 123.1.1.1 (123.1.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=3.234 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.931 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=4.965 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=4.971 ms
64 bytes from 123.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=4.915 ms

--- 123.1.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.234/4.603/4.971 ms

vPC への VRF インスタンスのバインド
VRFインスタンスを vPCにバインドすることができます。VRFごとに予約済みの VLANが 1つ
必要です。このコマンドを使用しないと、非 vPC VLANのレシーバおよびレイヤ 3インターフェ
イスに接続されているレシーバがマルチキャストトラフィックを受信しない可能性があります。

非 vPC VLANは、ピアリンクにトランクされない VLANです。

はじめる前に

スイッチで使用中のインターフェイスを表示する場合は、show interfaces briefコマンドを使用し
ます。VRFインスタンスを vPCにバインドするには、未使用の VLANを使用する必要がありま
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   

VRFインスタンスを vPCにバインドし、vPCに
バインドする VLANを指定します。VLAN ID
の範囲は 1～ 3967および 4049～ 4093です。

switch(config)# vpc bind-vrf
vrf-namevlan vlan-id

ステップ 2   

次に、VLAN 2を使用してデフォルトのVRFインスタンスに vPCをバインドする例を示します。
switch(config)# vpc bind-vrf default vlan vlan2
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vPC トポロジにおけるセカンダリスイッチの孤立ポートの一時停止
セカンダリ vPCピアリンクがダウンした場合、非仮想ポートチャネル（vPC）ポートを一時停止
することができます。非 vPCポート（孤立ポート）とは、vPCに属していないポートです。

ポートが孤立ポートとして設定されると、そのポートはフラップします。これは、孤立ポート

の制約を考慮して、そのポートをアップにできるかどうかをシステムが再評価するために発生

します。たとえば、MCTはアップにする必要があるため、選択を完了する必要があります。

（注）

はじめる前に

vPC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   

設定するポートを指定し、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)# interface
ethernet slot/port

ステップ 2   

セカンダリスイッチがダウンした場合に、指定し

たポートを一時停止します。

switch(config-if)# vpc
orphan-port suspend

ステップ 3   

vpc-orphan-port suspendコマンドは、物
理ポートでのみサポートされ、ポート

チャネルメンバーポートではサポート

されません。

（注）

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了します。

switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

孤立ポートの設定を表示します。

switch# show vpc orphan-portステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   

次の例は、孤立ポートを一時停止する方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet ½0
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switch(config-if)# vpc orphan-port suspend

次の例は、vPCには属していないポートのうち、vPCに属しているポートと同じ VLANを共有す
るポートの表示方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# show vpc orphan-ports
Note:
--------::Going through port database. Please be patient.::--------
VLAN Orphan Ports
------- -------------------------
1 Po600
2 Po600
3 Po600
4 Po600
5 Po600
6 Po600
7 Po600
8 Po600
9 Po600
10 Po600
11 Po600
12 Po600
13 Po600
14 Po600
...

EtherChannel ホストインターフェイスの作成
CiscoNexusファブリックエクステンダからダウンストリームサーバに接続するため、EtherChannel
ホストインターフェイスを作成することができます。ファブリックエクステンダのモデルによっ

ては、EtherChannelホストインターフェイス 1つにつきメンバにできるホストインターフェイス
は 1つだけです。Cisco Nexus 2148Tでは、個々のファブリックエクステンダに対してメンバにで
きるインターフェイスは 1つだけですが、新しいファブリックエクステンダでは、それぞれに対
して同じポートチャネルを最大 8個までメンバにすることができます。EtherChannelホストイン
ターフェイスでファブリックエクステンダのトポロジを使用する vPCを設定するためには、その
EtherChannelホストインターフェイスを作成する必要があります。

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。

接続されているファブリックエクステンダがオンラインになっていることを確認します。

vPCピアリンクの両端にあるそれぞれのスイッチで設定を行う必要があります。手順は次のとお
りです。

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。

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 ethernet
chassis/slot/port

ステップ 2   

選択したホストインターフェイスで

EtherChannelホストインターフェイスを作成し
ます。

switch(config-if)# channel-group
channel-numbermode {active |
passive | on}

ステップ 3   

（任意）

各EtherChannelホストインターフェイスに関す
る情報を表示します。

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

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 5   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次の例は、EtherChannelホストインターフェイスの設定方法を示したものです。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 101/1/20
switch(config-if)# channel-group 7 mode active

他のポートチャネルの vPC への移行

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。

vPCピアリンクの両端にあるそれぞれのスイッチで設定を行う必要があります。手順は次のとお
りです。

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。

switch# configure
terminal

ステップ 1   

ダウンストリームスイッチに接続するために vPCに入れ
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-channel
channel-number

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアク

ション

通常のポートチャネル（物理的な vPCトポロ
ジ）、ポートチャネルファブリックインター

フェイス（ファブリックエクステンダ vPCト
ポロジ）、およびポートチャネルホストイン

ターフェイス（ホストインターフェイス vPC
トポロジ）で vPCを設定できます。

（注）

選択したポートチャネルを vPCに配置してダウンスト
リームスイッチに接続するように設定します。範囲は 1
～ 4096です。

switch(config-if)# vpc
number

ステップ 3   

vPCピアスイッチからダウンストリームスイッチに接続
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スイッチで同じでなければなりません。

（任意）

各 vPCに関する情報を表示します。
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   

次の例は、ダウンストリームデバイスに接続されるポートチャネルを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 20
switch(config-if)# vpc 5

vPC ドメイン MAC アドレスの手動での設定

システムアドレスの設定は、オプションの設定手順です。（注）

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。

vPCピアリンクの両側に両方のスイッチを設定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   

スイッチ上にある既存の vPCドメインを選択する
か、または新規の vPCドメインを作成して、

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始
します。domain-idのデフォルト値はありません。
指定できる値の範囲は 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-mac mac-address

ステップ 3   

（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 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ドメインのMACアドレスを設定する方法を示したものです。
switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-if)# system-mac 23fb.4ab5.4c4e

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。

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。

vPCピアリンクの両側に両方のスイッチ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   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチ上にある既存の vPCドメインを選択する
か、または新規の vPCドメインを作成して、

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始し
ます。domain-idのデフォルト値はありません。指定
できる値の範囲は 1～ 1000です。

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-priority priority

ステップ 3   

（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 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ピアリンクを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-if)# system-priority 4000

vPC ピアスイッチのロールの手動による設定
デフォルトの場合、Cisco NX-OSでは、vPCドメインおよび vPCピアリンクの両側を設定した
後、プライマリおよびセカンダリの vPCピアスイッチが選択されます。ただし、vPCのプライマ
リスイッチとして、特定の vPCピアスイッチを選択することもできます。選択したら、プライ
マリスイッチにする vPCピアスイッチに、他の vPCピアスイッチ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ていません。プライマリ vPCピアスイッチに障害
が発生すると、セカンダリ vPCピアスイッチが、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が再稼働しても、機能のロールは元に戻りません。

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。

vPCピアリンクの両側に両方のスイッチを設定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   

スイッチ上にある既存の vPCドメインを選択する
か、または新規の vPCドメインを作成して、

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始し
ます。domain-idのデフォルト値はありません。指定
できる値の範囲は 1～ 1000です。

vPCシステムプライオリティとして使用するロール
プライオリティを指定します。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)#
role priority priority

ステップ 3   

（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 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ピアリンクを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-if)# role priority 4000

vPC ピアスイッチの設定

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。

スパニングツリープライオリティに適用する値は、両方の vPCピアで同一である必要があり
ます。

（注）
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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。

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 vPCドメインの番号を入力します。
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

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 vlan vlan-range
priority value

ステップ 4   

この値は、両方の vPCピアで同一である
必要があります。

（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-vpn-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(config)# show
spanning-tree summary

ステップ 6   

コマンド出力で次の行を探します。
vPC peer-switch is enabled (operational)

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config)# 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
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
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per recommended guidelines to make vPC peer-switch operational.
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 8192
switch(config)# show spanning-tree summary
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: VLAN0001-VLAN0050, VLAN0100-VLAN0149, VLAN0200-VLAN0249
VLAN0300-VLAN0349, VLAN0400-VLAN0599, VLAN0900-VLAN0999

Port Type Default is disable
Edge Port [PortFast] BPDU Guard Default is disabled
Edge Port [PortFast] BPDU Filter Default is disabled
Bridge Assurance is enabled
Loopguard Default is disabled
Pathcost method used is short
vPC peer-switch is enabled (operational)
Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001 0 0 0 16 16
VLAN0002 0 0 0 16 16
switch(config)# copy running-config startup-config
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コマンドを使用して STP VLANベースのロードバランシング条件
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。詳細については、ご

使用のデバイスのコマンドリファレンスを参照してください。

以前にグローバルスパニングツリーパラメータを設定し、その後スパニングツリー疑似情報

パラメータを設定した場合は、疑似情報パラメータがグローバルパラメータより優先される

ことに注意してください。

（注）

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。

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   

この設定は、どのグローバルスパニング

ツリー設定よりも優先されます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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)# vlan
vlan-id designated priority
priority

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)# vlan
vlan-id root priority priority

ステップ 4   

ピアスイッチが動作するには、この値が

両方の vPCピアで同一である必要があり
ます。

（注）

スパニングツリー疑似情報コンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-pseudo)# exitステップ 5   

設定する vPCドメインの番号を入力します。
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始
します。

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 6   

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 7   

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 8   

（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(config)# show
spanning-tree summary

ステップ 9   

コマンド出力で次の行を探します。

vPC peer-switch is enabled (operational)

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 10   

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)# exit
switch(config)# vpc domain 5
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switch(config-vpc-domain)# peer-switch
switch(config-vpc-domain)# exit
switch(config)# copy running-config startup-config

vPC のレイヤ 3 の設定
はじめる前に

•ピアゲートウェイ機能が両方のvPCピアでイネーブルおよび設定されていることを確認しま
す。

•両方のピアで vPCのレイヤ 3をサポートするイメージが実行されていることを確認します。

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 既存の vpcドメインに対して vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config)# vpc domain domain_id

ステップ 3 両方の vPCピアでピアゲートウェイをイネーブルにします。
switch(config-vpc-domain)# peer-gateway

ステップ 4 両方の vPCピアでレイヤ 3ピアルータをイネーブルにして、両方のピアとのピアリング隣接関係
を形成します。
switch(config-vpc-domain)# layer3 peer-router

ピアゲートウェイ機能をイネーブルにせずにレイヤ 3ピアルータをイネーブルにする
と、次の syslogメッセージが表示されます。

「Please enable peer-gateway before configuring this feature.」

（注）

ステップ 5 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)# end

ステップ 6 （オプション）各 vPCドメインに関する簡単な情報を表示して、設定を確認します。
switch# show vpc brief

次に、vPCのレイヤ 3を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 5
switch(config-vpc-domain)# peer-gateway
switch(config-vpc-domain)# layer3 peer-router
switch(config-vpc-domain)# end

次に、vPCのレイヤ 3機能が設定されているかどうかを確認する例を示します。
switch# show vpc brief
vPC domain id : 1
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
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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 複合からのスイッチの分離と復元

vPC シャットダウンの設定
vPC複合からスイッチを分離します。スイッチをいったん分離すると、分離されていないスイッ
チを通過する vPCトラフィックに影響を与えることなくそのスイッチはデバッグ、再ロード、さ
らに物理的に切り離すことさえ可能です。

vPCスイッチが分離されるとき、分離されるスイッチと分離されないスイッチの両方で設定変
更は許可されません。

分離されたスイッチでは中断を伴うアップグレードのみがサポートされます。

（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   

スイッチに対して vPCドメインを作成し、
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

します。domain-idのデフォルト値はありません。
指定できる値の範囲は 1～ 1000です。

vPCドメインからスイッチを分離します。switch(config-vpc)# shutdownステップ 3   

リブート後にすべての現在のコンフィギュレーショ

ンの詳細を利用できるように、スタートアップコ

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

ステップ 4   

ンフィギュレーションファイルに実行コンフィギュ

レーションを保存します。

次の例では、vPCドメイン 100のトラフィックをシャットダウンする方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 100
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switch(config-vpc)# shutdown
switch(config-vpc)# copy running-config startup-config

vPC シャットダウンスイッチの復元
最少の中断で vPC複合に分離スイッチバックを組み込みます。

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   

スイッチに対して vPCドメインを作成し、
vpc-domainコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# vpc domain
domain-id

ステップ 2   

します。domain-idのデフォルト値はありません。
指定できる値の範囲は 1～ 1000です。

vPCドメインにスイッチを復元します。switch(config-vpc)# no
shutdown

ステップ 3   

リブート後にすべての現在のコンフィギュレーショ

ンの詳細を利用できるように、スタートアップコ

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

ステップ 4   

ンフィギュレーションファイルに実行コンフィギュ

レーションを保存します。

次の例では、vPCドメイン 100のトラフィックを復元する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vpc domain 100
switch(config-vpc)# no shutdown
switch(config-vpc)# copy running-config startup-config

vPC 設定の確認
vPCの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

vPCがイネーブルかどうかを表示します。switch# show feature

設定されている EtherChannelの数、およびス
イッチ上でまだ使用可能な EtherChannelの数を
表示します。

switch# show port-channel capacity
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目的コマンド

vPCの実行コンフィギュレーションの情報を表
示します。

switch# show running-config vpc

vPCに関する簡単な情報を表示します。switch# 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。

switch# show vpc consistency-parameters

ピアキープアライブメッセージの情報を表示し

ます。

switch# show vpc peer-keepalive

ピアステータス、ローカルスイッチのロール、

vPCシステムの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スイッチの
MACアドレスとプライオリティを表示します。

switch# show vpc role

vPCに関する統計情報を表示します。

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）

switch# show vpc statistics

スイッチの出力の詳細については、使用する Cisco Nexusシリーズスイッチのコマンドリファレ
ンスを参照してください。

グレースフルタイプ 1 検査ステータスの表示
次に、グレースフルタイプ 1整合性検査の現在のステータスを表示する例を示します。
switch# show vpc brief
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status: success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role : secondary
Number of vPCs configured : 34
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled

vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1
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グローバルタイプ 1 不整合の表示
グローバルタイプ 1不整合が発生すると、セカンダリスイッチの vPCはダウンします。次の例
は、スパニングツリーモードでの不一致に伴って生じたこのタイプの不整合を示したものです。

次に、セカンダリスイッチ上の一時停止された vPC VLANのステータスを表示する例を示しま
す。

switch(config)# show vpc
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status: failed
Per-vlan consistency status : success
Configuration consistency reason: vPC type-1 configuration incompatible - STP

Mode inconsistent
Type-2 consistency status : success
vPC role : secondary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled

vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1-10

vPC status
----------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
------ ----------- ------ ----------- -------------------------- -----------
20 Po20 down* failed Global compat check failed -
30 Po30 down* failed Global compat check failed -

次に、プライマリスイッチ上の不整合ステータス（プライマリ vPC上の VLANは一時停止され
ていない）を表示する例を示します。

switch(config)# show vpc
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status: failed
Per-vlan consistency status : success
Configuration consistency reason: vPC type-1 configuration incompatible - STP Mo
de inconsistent
Type-2 consistency status : success
vPC role : primary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled

vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1-10

vPC status
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----------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
------ ----------- ------ ----------- -------------------------- -----------
20 Po20 up failed Global compat check failed 1-10
30 Po30 up failed Global compat check failed 1-10

インターフェイス別タイプ 1 不整合の表示
インターフェイス別タイプ 1不整合が発生すると、セカンダリスイッチの vPCポートはダウンし
ますが、プライマリスイッチの vPCポートはアップ状態が維持されます。次の例は、スイッチ
ポートモードでの不一致に伴って生じたこのタイプの不整合を示したものです。

次に、セカンダリスイッチ上の一時停止された vPC VLANのステータスを表示する例を示しま
す。

switch(config-if)# show vpc brief
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status: success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role : secondary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled

vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1

vPC status
----------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
------ ----------- ------ ----------- -------------------------- -----------
20 Po20 up success success 1
30 Po30 down* failed Compatibility check failed -

for port mode

次に、プライマリスイッチ上の不整合ステータス（プライマリ vPC上の VLANは一時停止され
ていない）を表示する例を示します。

switch(config-if)# show vpc brief
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status: success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role : primary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled
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vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1

vPC status
----------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
------ ----------- ------ ----------- -------------------------- -----------
20 Po20 up success success 1
30 Po30 up failed Compatibility check failed 1

for port mode

VLAN ごとの整合性ステータスの表示
VLANごとの整合性ステータスまたは不整合のステータスを表示する場合は、show vpc
consistency-parameters vlansコマンドを入力します。

次に、プライマリおよびセカンダリスイッチ上のVLANの整合ステータスを表示する例を示しま
す。

switch(config-if)# show vpc brief
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status: success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role : secondary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled

vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1-10

vPC status
----------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
------ ----------- ------ ----------- -------------------------- -----------
20 Po20 up success success 1-10
30 Po30 up success success 1-10

no spanning-tree vlan 5コマンドを入力すると、プライマリおよびセカンダリVLANで不整合が引
き起こされます。

switch(config)# no spanning-tree vlan 5

次に、セカンダリスイッチ上のVLANごとの整合ステータスを Failedとして表示する例を示しま
す。

switch(config)# show vpc brief
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
Peer status : peer adjacency formed ok
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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 : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled

vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1-4,6-10

vPC status
----------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
------ ----------- ------ ----------- -------------------------- -----------
20 Po20 up success success 1-4,6-10
30 Po30 up success success 1-4,6-10

次に、プライマリスイッチ上のVLANごとの整合ステータスを Failedとして表示する例を示しま
す。

switch(config)# show vpc brief
Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 10
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 : primary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled

vPC Peer-link status
---------------------------------------------------------------------
id Port Status Active vlans
-- ---- ------ --------------------------------------------------
1 Po1 up 1-4,6-10

vPC status
----------------------------------------------------------------------------
id Port Status Consistency Reason Active vlans
------ ----------- ------ ----------- -------------------------- -----------
20 Po20 up success success 1-4,6-10
30 Po30 up success success 1-4,6-10

次に、STP Disabledとしての不整合の例を示します。
switch(config)# show vpc consistency-parameters vlans

Name Type Reason Code Pass Vlans

------------- ---- ---------------------- -----------------------
STP Mode 1 success 0-4095
STP Disabled 1 vPC type-1 0-4,6-4095

configuration
incompatible - STP is
enabled or disabled on
some or all vlans

STP MST Region Name 1 success 0-4095
STP MST Region Revision 1 success 0-4095
STP MST Region Instance to 1 success 0-4095
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VLAN Mapping
STP Loopguard 1 success 0-4095
STP Bridge Assurance 1 success 0-4095
STP Port Type, Edge 1 success 0-4095
BPDUFilter, Edge BPDUGuard
STP MST Simulate PVST 1 success 0-4095
Pass Vlans - 0-4,6-4095

vPC の設定例

デュアルホームファブリックエクステンダにおける vPC の設定例
次に、次の図に示すように、CiscoNexus-1スイッチのピアキープアライブメッセージを伝送する
ために管理 VRFを使用するデュアルホーム接続ファブリックエクステンダ vPCトポロジを設定
する例を示します。

図 26：vPC の設定例

はじめる前に

Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダの NX-2000-100が接続され、かつオンライ
ンになっていることを確認します。

手順

ステップ 1 vPCおよび LACPをイネーブルにします。
CiscoNexus-1# configure terminal
CiscoNexus-1(config)# feature lacp
CiscoNexus-1(config)# feature vpc

ステップ 2 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。
CiscoNexus-1(config)# vpc domain 1
CiscoNexus-1(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.10.10.237
CiscoNexus-1(config-vpc-domain)# exit
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ステップ 3 vPCピアリンクを 2ポートの EtherChannelとして設定します。
CiscoNexus-1(config)# interface ethernet 1/1-2
CiscoNexus-1(config-if-range)# switchport mode trunk
CiscoNexus-1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 20-50
CiscoNexus-1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 20
CiscoNexus-1(config-if-range)# channel-group 20 mode active
CiscoNexus-1(config-if-range)# exit
CiscoNexus-1(config)# interface port-channel 20
CiscoNexus-1(config-if)# vpc peer-link
CiscoNexus-1(config-if)# exit

ステップ 4 ファブリックエクステンダの識別子（100など）を作成します。
CiscoNexus-1(config)# fex 100
CiscoNexus-1(config-fex)# pinning max-links 1
CiscoNexus-1(fex)# exit

ステップ 5 ファブリックエクステンダ 100に対してファブリック EtherChannelリンクを設定します。
CiscoNexus-1(config)# interface ethernet 1/20
CiscoNexus-1(config-if)# channel-group 100
CiscoNexus-1(config-if)# exit
CiscoNexus-1(config)# interface port-channel 100
CiscoNexus-1(config-if)# switchport mode fex-fabric
CiscoNexus-1(config-if)# vpc 100
CiscoNexus-1(config-if)# fex associate 100
CiscoNexus-1(config-if)# exit

ステップ 6 両方の Cisco Nexusデバイス上のファブリックエクステンダ 100の各ホストインターフェイス
ポートを他のすべての手順に従って設定します。
CiscoNexus-1(config)# interface ethernet 100/1/1-48
CiscoNexus-1(config-if)# switchport mode access
CiscoNexus-1(config-if)# switchport access vlan 50
CiscoNexus-1(config-if)# no shutdown
CiscoNexus-1(config-if)# exit

ステップ 7 設定を保存します。
CiscoNexus-1(config)# copy running-config startup-config

CiscoNexus-2スイッチに対して上記のすべての手順を繰り返します。
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シングルホームファブリックエクステンダにおける vPC の設定例
次に、次の図に示すように、CiscoNexus-1スイッチのピアキープアライブメッセージを伝送する
ためにデフォルト VRFを使用するシングルホーム接続ファブリックエクステンダ vPCトポロジ
を設定する例を示します。

図 27：vPC の設定例

次に、ファブリックエクステンダ NX-2000-100に接続されている CiscoNexus-1の設定だけを
表示する例を示します。ファブリックエクステンダ NX-2000-101に接続されているその vPC
ピア（CiscoNexus-2）でこれらの手順を繰り返す必要があります。

（注）

はじめる前に

Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダの NX-2000-100と NX-2000-101が接続さ
れ、かつオンラインになっていることを確認します。

手順

ステップ 1 vPCおよび LACPをイネーブルにします。
CiscoNexus-1# configure terminal
CiscoNexus-1(config)# feature lacp
CiscoNexus-1(config)# feature vpc

   Cisco Nexus 5600 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 7.x
190 OL-31635-01-J  

仮想ポートチャネルの設定

シングルホームファブリックエクステンダにおける vPC の設定例



ステップ 2 SVIインターフェイスをイネーブルにし、vPCピアキープアライブリンクで使用する VLANおよ
び SVIを作成します。
CiscoNexus-1(config)# feature interface-vlan
CiscoNexus-1(config)# vlan 900
CiscoNexus-1(config-vlan)# int vlan 900
CiscoNexus-1(config-if)# ip address 10.10.10.236 255.255.255.0
CiscoNexus-1(config-if)# no shutdown
CiscoNexus-1(config-if)# exit

ステップ 3 vPCドメインを作成し、vPCピアキープアライブリンクをデフォルト VRFに追加します。
CiscoNexus-1(config)# vpc domain 30
CiscoNexus-1(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.10.10.237 source 10.10.10.236
vrf default
CiscoNexus-1(config-vpc-domain)# exit

VLAN 900は、vPCピアキープアライブメッセージが伝送されるため、vPCピアリンク
上をトランクされないようにする必要があります。vPCピアキープアライブメッセージ
の CiscoNexus-1と CiscoNexus-2のスイッチ間に代替パスが必要です。

（注）

ステップ 4 vPCピアリンクを 2ポートの EtherChannelとして設定します。
CiscoNexus-1(config)# interface ethernet 1/1-2
CiscoNexus-1(config-if-range)# switchport mode trunk
CiscoNexus-1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 20-50
CiscoNexus-1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 20
CiscoNexus-1(config-if-range)# channel-group 30 mode active
CiscoNexus-1(config-if-range)# exit
CiscoNexus-1(config)# interface port-channel 30
CiscoNexus-1(config-if)# vpc peer-link
CiscoNexus-1(config-if)# exit

ステップ 5 ファブリックエクステンダの NX-2000-100を設定します。
CiscoNexus-1(config)# fex 100
CiscoNexus-1(config-fex)# pinning max-links 1
CiscoNexus-1(fex)# exit

ステップ 6 ファブリックエクステンダの NX-2000-100に対して、ファブリック EtherChannelリンクを設定し
ます。
CiscoNexus-1(config)# interface ethernet 1/20-21
CiscoNexus-1(config-if)# channel-group 100
CiscoNexus-1(config-if)# exit
CiscoNexus-1(config)# interface port-channel 100
CiscoNexus-1(config-if)# switchport mode fex-fabric
CiscoNexus-1(config-if)# fex associate 100
CiscoNexus-1(config-if)# exit
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ステップ 7 ファブリックエクステンダの NX-2000-100に vPCサーバポートを設定します。
CiscoNexus-1(config-if)# interface ethernet 100/1/1
CiscoNexus-1(config-if)# switchport mode trunk
CiscoNexus-1(config-if)# switchport trunk native vlan 100
CiscoNexus-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100-105
CiscoNexus-1(config-if)# channel-group 600
CiscoNexus-1(config-if)# no shutdown
CiscoNexus-1(config-if)# exit
CiscoNexus-1(config)# interface port-channel 600
CiscoNexus-1(config-if)# vpc 600
CiscoNexus-1(config-if)# no shutdown
CiscoNexus-1(config-if)# exit

ステップ 8 設定を保存します。
CiscoNexus-1(config)# copy running-config startup-config

vPC のデフォルト設定
次の表は、vPCパラメータのデフォルト設定をまとめたものです。

表 9：デフォルト vPC パラメータ

デフォルトパラメータ

32667vPCシステムプライオリティ

ディセーブルvPCピアキープアライブメッセージ

1秒vPCピアキープアライブ間隔

5秒vPCピアキープアライブタイムアウト

3200vPCピアキープアライブ UDPポート
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第 7 章

ラインカード拡張モジュールの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• ブレイクアウトの設定 , 193 ページ

ブレイクアウトの設定

ラインカード拡張モジュールに関する情報

ラインカード拡張モジュール（LEM）は現場で交換可能なモジュールです。LEMは、CiscoNexus
5696Qシリーズモデルのみでサポートされています。デバイスには 8つの LEMスロットがあり
ます。各 LEMスロットには 12個の 40ギガビットイーサネットポートがあり、LEMあたり 48
個の 10ギガビットポートに分解できます。モジュールは、10ギガビットイーサネットモードま
たは 40ギガビットイーサネットモードにできます。モードを変更するには、モジュールの電源
をいったん切った後で電源を投入する必要があります。Cisco Nexus 5696Qシリーズモデルは 100
ギガビットイーサネット LEMもサポートしますが、100ギガビットイーサネット LEMはブレー
クアウト機能をサポートしていません。

ポートのブレイクアウト設定

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   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

ポートのブレイクアウト機能を設定します。switch(config)# interface
breakout slot slotport
port-rangemap 10g-4x

ステップ 2   

slot：シャーシモデルに応じたポートのスロット番号。有
効値は 1～ 8です。

port-range：ブレイクアウトが設定される単一ポートまたは
ポート範囲。有効値は 1～ 48です。

Cisco Nexus 56128スイッチでは、2つのポートか
ら成るグループを設定できます。たとえば、

49-50、51-52、25-26などです。

Cisco Nexus 5672UPスイッチでは、3つのポート
から成るグループを設定できます。たとえば、

1-3、4-6などです。

CiscoNexus 5624Qスイッチでは、1-3、4-6、7-9、
および 10-12という 3つのポートから成るグルー
プを設定できます。2-4や 8-10といった port-range
は入力できません。

（注）

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

て、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 3   

次に、10ギガビットイーサネットモードで動作する Cisco Nexus 5600シリーズスイッチでブレ
イクアウトを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface breakout slot 1 port 1-48 map 10g-4x
switch(config)# copy running-config startup-config

ブレイクアウト設定の削除

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   

ポートモジュールのブレイクアウト設定を削除し、イン

ターフェイスの動作を 40ギガビットイーサネットモード
に戻します。

switch(config)# no interface
breakout slot slotport
port-rangemap 10g-4x

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

slot：シャーシモデルに応じたモジュールのスロット番
号。有効値は 1～ 8です。

ブレイクアウト機能を設定するときに対応する

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：単一ポートまたはポート範囲。

ブレイクアウト機能を設定するときに対応する

ポートに使用したものと同じ port-range値を入
力します。

（注）

次に、Cisco Nexus 5600シリーズスイッチでポートのブレイクアウト設定を削除して動作を 40ギ
ガビットイーサネットモードに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no interface breakout slot 1 port 1-48 map 10g-4x
switch(config)# 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。コマンドは任意の順序で使用

できます。

目的コマンド

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。

show interface eth1/2 capabilities

インターフェイス設定の概要を表示します。show interface brief
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第 8 章

Q-in-Q VLAN トンネルの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• Q-in-Q VLANトンネルについて, 197 ページ

• レイヤ 2プロトコルのトンネリングについて, 202 ページ

• Q-in-Qトンネルのライセンス要件, 204 ページ

• Q-in-Q VLANトンネリングの注意事項および制約事項, 204 ページ

• 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 , 206 ページ

• Q-in-Q設定の確認, 213 ページ

• 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, 214 ページ

Q-in-Q VLAN トンネルについて
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。
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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。
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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 28：802.1Q-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 29：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
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
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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 30：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。ページ 9-14の「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 31：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 32：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

Q-in-Q トンネルのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

802.1Q-in-Q VLANトンネリングおよび L2プロトコルのトンネリングにラ
イセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能

はすべてCiscoNX-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。

Cisco NX-OS

Q-in-Q VLAN トンネリングの注意事項および制約事項
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。

• Cisco Nexus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の誤設定を防ぐには、（dot1q-tunnelポートではなく）サービスプロバイ
ダーポートのトランク側でvlan dot1Q tag nativeコマンドを入力する必要があります。

• 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。

• STPは内部 VLANでサポートされません。

•ファブリックにループ検出機能はありません。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）は Q-in-Qと互換性がありません。ポートが 802.1Qトンネル
ポートとして設定される場合、CDPはインターフェイスでディセーブルになる必要がありま
す。

• Quality of Service（QoS）は、802.1Qの 2バイトの Tag Control Informationフィールド内の受
信サービスクラス（CoS）値を検出できません。

•非対称リンク上で、トンネルポートの VLANが .1Qトランクのネイティブ VLANと一致し
ない場合、CDPはネイティブVLANの不一致をレポートします。.1Qトンネル機能を使用す
る場合、VLANが一致する必要はありません。この設定ではメッセージを無視してくださ
い。

•レイヤ 2ポートチャネルはトンネルポートとして設定できますが、ポートチャネルのすべ
てのメンバーが同じサービスプロバイダーエッジスイッチに接続する必要があります。

•ブレークアウト設定では、同じ転送インスタンスのすべてのポートはall/none単位でdot1qtunnel
に設定されます。dot1qトンネル設定を持たないポートは、ダウンし、err-disabledになりま
す。
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• FEXのすべてのポートはdot1qtunnelで all/noneとして設定されます。見つからないdot1qtunnel
は error disabledのままになります。

•
•ポートチャネルのすべてのメンバーは、ランタイム設定を同じ fwmブロックに属する他の
ポートに伝達します。

• AA FEXトポロジの 1つのスイッチの FEX HIFで Dot1qtunnelを設定すると、他のスイッチ
でその FEXはオンラインになる前にリセットされます。

• Q-in-Q VLANトンネルは、Cisco Nexus 6000および Cisco Nexus 5600プラットフォームでの
みサポートされます。

•スパニングツリープロトコル（STP）ブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）のパ
ケットまたは Cisco Discovery Protocol（CDP）のパケットを Q-in-Q VLANトンネル全体で転
送するように、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

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
ethernet slot/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、

switch(config-if)# switchport
mode dot1q-tunnel

ステップ 4   

再初期化（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。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（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

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 [interface
if-range]

ステップ 7   

（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   

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）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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 mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# show dot1q-tunnel

Q-in-Q 用の EtherType の変更

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）。この設定は、オプションです。

（注）
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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   

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
ethernet slot/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   

（任意）

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 ethertype value

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 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）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 8   

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

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
ethernet slot/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）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

レイヤ 2 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

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 cos cos-value

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
cos-value

ステップ 3   

設定モードを終了します。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(config)# 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(config)#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）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config)# 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。ロードまたはトンネリングされる VLAN数によっ
て、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

switch(config)# hardware
rate-limiter layer-2 l2pt
packets-per-second

ステップ 2   

あたり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。

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
packets-per-second

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

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
ethernet slot/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、

switch(config-if)# switchport
mode dot1q-tunnel

ステップ 4   

再初期化（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。

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、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)# no
l2protocol tunnel
drop-threshold [cdp | stp | vtp]
packets-per-sec

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]

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)# no
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。これによ

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

ステップ 10   

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
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目的コマンドまたはアクション

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）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 12   

Q-in-Q 設定の確認
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設定情報を表示するには、次のタスク
のいずれかを実行します。

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 [interface
if-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 [interface if-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 [interface if-range | vlan
vlan-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

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
   OL-31635-01-J 213

Q-in-Q VLAN トンネルの設定
Q-in-Q 設定の確認



目的コマンド

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

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 9 章

スタティック NAT とダイナミック NAT 変換
の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• ネットワークアドレス変換の概要, 215 ページ

• スタティック NATに関する情報, 216 ページ

• スタティック Twice NATの概要, 218 ページ

• ダイナミック NATの概要, 218 ページ

• NATの内部アドレスおよび外部アドレス, 219 ページ

• スタティック NATのライセンス要件, 220 ページ

• スタティック NATの注意事項および制約事項, 220 ページ

• ダイナミック NATに関する制約事項, 221 ページ

• スタティック NATの設定, 222 ページ

• ダイナミック NATの設定, 231 ページ

ネットワークアドレス変換の概要
ネットワークアドレス変換（NAT）は、登録されていない IPアドレスを使用してインターネット
へ接続するプライベート IPインターネットワークをイネーブルにします。NATはデバイス（通
常、2つのネットワークを接続するもの）で動作し、パケットを別のネットワークに転送する前
に、社内ネットワークの（グローバルに一意のアドレスではなく）プライベート IPアドレスを正
規の IPアドレスに変換します。NATは、ネットワーク全体に対して 1つの IPアドレスだけを外
部にアドバタイズするように設定できます。この機能により、1つの IPアドレスの後ろに内部ネッ
トワーク全体を効果的に隠すことで、セキュリティが強化されます。

NATが設定されたデバイスには、少なくとも内部ネットワークに対して 1つ、外部ネットワーク
に対して 1つのインターフェイスがあります。標準的な環境では、NATはスタブドメインとバッ
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クボーンの間の出口ルータに設定されます。パケットがドメインから出て行くとき、NATはロー
カルで意味のある送信元 IPアドレスをグローバルで一意の IPアドレスに変換します。パケット
がドメインに入ってくる際は、NATはグローバルで一意の宛先 IPアドレスをローカル IPアドレ
スに変換します。出力点が複数存在する場合、個々の点で設定されたNATは、同一の変換テーブ
ルを持っていなければなりません。

NATは RFC 1631に記述されています。

スタティック NAT に関する情報
スタティックネットワークアドレス変換（NAT）を使用すると、ユーザは内部ローカルアドレ
スから外部グローバルアドレスへの 1対 1変換を設定することができます。これにより、内部か
ら外部トラフィックおよび外部から内部トラフィックへの IPアドレスとポート番号の両方の変換
が可能になります。Cisco Nexusデバイスはヒットレス NATをサポートします。これは、既存の
NATトラフィックフローに影響を与えずに NAT設定で NAT変換を追加または削除できることを
意味します。

スタティック NATでは、プライベートアドレスからパブリックアドレスへの固定変換が作成さ
れます。スタティック NATでは 1対 1ベースでアドレスが割り当てられるため、プライベート
アドレスと同じ数のパブリックアドレスが必要です。スタティック NATでは、パブリックアド
レスは連続する各接続で同じであり、永続的な変換規則が存在するため、宛先ネットワークのホ

ストは変換済みのホストへのトラフィックを開始できます（そのトラフィックを許可するアクセ

スリストがある場合）。

ダイナミックNATおよびポートアドレス変換（PAT）では、各ホストは後続する変換ごとに異な
るアドレスまたはポートを使用します。ダイナミック NATとスタティック NATの主な違いは、
スタティック NATではリモートホストが変換済みのホストへの接続を開始でき（それを許可す
るアクセスリストがある場合）、ダイナミック NATでは開始できないという点です。
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次の図に、一般的なスタティック NATのシナリオを示します。変換は常にアクティブであるた
め、変換対象ホストとリモートホストの両方で接続を生成でき、マップアドレスは staticコマン
ドによって静的に割り当てられます。

図 33：スタティック NAT

次に、スタティック NATを理解するのに役立つ主な用語を示します。

• NATの内部インターフェイス：プライベートネットワークに面するレイヤ 3インターフェ
イス。

• NATの外部インターフェイス：パブリックネットワークに面するレイヤ 3インターフェイ
ス。

•ローカルアドレス：ネットワークの内部（プライベート）部分に表示される任意のアドレ
ス。

•グローバルアドレス：ネットワークの外部（パブリック）部分に表示される任意のアドレ
ス。

•正規の IPアドレス：Network Information Center（NIC）やサービスプロバイダーにより割り
当てられたアドレス。

•内部ローカルアドレス：内部ネットワーク上のホストに割り当てられた IPアドレス。このア
ドレスは正規の IPアドレスである必要はありません。

•外部ローカルアドレス：内部ネットワークから見た外部ホストの IPアドレス。これは、内
部ネットワークのルーティング可能なアドレス空間から割り当てられるため、正規のアドレ

スである必要はありません。
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•内部グローバルアドレス：1つ以上の内部ローカル IPアドレスを外部に対して表すために使
用できる正規の IPアドレス。

•外部グローバルアドレス：ホスト所有者が外部ネットワーク上のホストに割り当てた IPアド
レス。このアドレスは、ルート可能なアドレスまたはネットワーク空間から割り当てられた

正規のアドレスです。

スタティック Twice NAT の概要
送信元 IPアドレスと宛先 IPアドレスの両方が、ネットワークアドレス変換（NAT）デバイスを
通過する単一パケットとして変換されると、TwiceNATと呼ばれます。TwiceNATは、スタティッ
ク変換でのみサポートされます。

Twice NATは、変換グループの一部として、2つの NAT変換（1つの内部および 1つの外部）を
設定することができます。これらの変換は、NATデバイスを通して流れるように単一のパケット
に適用できます。グループの一部として、2つの変換を追加すると、個々の変換と組み合わせ変
換の両方が有効になります。

NATの内部変換では、パケットが内部から外部へ流れる際に、送信元 IPアドレスとポート番号を
変更します。パケットが外部から内部に戻る際に、宛先の IPアドレスとポート番号を変更しま
す。NATの外部変換では、パケットが外部から内部に流れる際に、送信元 IPアドレスとポート番
号を変更し、パケットが内部から外部に戻る際に、宛先 IPアドレスとポート番号を変更します。

Twice NATを使用しない場合、変換ルールのうちの 1つだけがパケット、送信元 IPアドレスと
ポート番号または宛先 IPアドレスとポート番号のいずれかに適用されます。

同じグループに属するスタティック NAT変換は、Twice NAT設定と見なされます。スタティック
設定が、設定されたグループ IDを持っていない場合は、Twice NAT設定では動作しません。グ
ループ IDによって識別される単一つのグループに属するすべての内部および外部 NAT変換は、
Twice NAT変換を形成するように対になっています。

ダイナミック NAT の概要
ダイナミックネットワークアドレス変換（NAT）は、実 IPアドレスのグループを宛先ネットワー
ク上でルーティング可能なマッピングされた IPアドレスに変換します。ダイナミックNATでは、
未登録および登録 IPアドレス間の 1対 1のマッピングを確立しますが、マッピングは通信時に利
用可能な登録済みの IPアドレスに応じて変えることができます。

ダイナミック NATの設定は、自動的に内部ネットワークと外部ネットワーク間またはインター
ネット間のファイアウォールを作成します。ダイナミック NATは、スタブドメイン内で生じる
接続だけを許可します。外部ネットワークデバイスは、デバイスが通信を開始しない限り、ネッ

トワークのデバイスに接続できません。

ダイナミックNAT変換は、変換が必要なトラフィックをデバイスが受信するまで、NAT変換テー
ブルには存在しません。ダイナミック変換は、新しいエントリのスペースを作成するために使用

しないときに、クリアまたはタイムアウトされます。通常、NAT変換エントリは、TCAM（Ternary
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Content AddressableMemory）エントリが制限されているとクリアされます。ダイナミックNAT変
換のデフォルトの最小タイムアウトは 30分です。

ダイナミックNATは、ポートアドレス変換（PAT）およびアクセスコントロールリスト（ACL）
をサポートします。オーバーロードとしても知られている PATは、異なるポートを使用すること
により、単一の登録済み IPアドレスに複数の未登録の IPアドレスをマッピングするダイナミッ
ク NATの一形態です。NAT設定は、同一または異なる ACLを使用して複数のダイナミック NAT
変換することができます。ただし、特定の ACLでは、1つのインターフェイスだけしか指定する
ことができません。

エージングでは、設定可能な次の 3つの異なるオプションがあります。

• 1タイムアウト：これは、フローのすべてのタイプ（TCPおよびUDPの両方）に適用されま
す

• 2 TCPタイムアウト：これは TCPフローにのみ適用されます

• 3 UDPタイムアウト：これは UDPフローにのみ適用されます

NAT の内部アドレスおよび外部アドレス
NATの内部は、変換する必要がある組織が所有するネットワークを指します。NATが設定されて
いる場合、このネットワーク内のホストは、別の空間（グローバルアドレス空間として知られて

いる）にあるものとしてネットワークの外側に現れる 1つ空間（ローカルアドレス空間として知
られている）内のアドレスを持つことになります。

同様に、NATの外側は、スタブネットワークが接続するネットワークを指します。これらは一般
に、組織の制御下にはありません。外部ネットワーク内のホストを変換の対象にすることができ、

これらのホストもローカルアドレスとグローバルアドレスを持つことができます。

NATでは、次の定義が使用されます。

•ローカルアドレス：ネットワークの内部に表示されるローカル IPアドレス。

•グローバルアドレス：ネットワークの外部に表示されるグローバル IPアドレス。

•内部ローカルアドレス：内部ネットワーク上のホストに割り当てられた IPアドレス。この
アドレスは、多くの場合、Internet Network Information Center（InterNIC）やサービスプロバ
イダーにより割り当てられた正規の IPアドレスではありません。

•内部グローバルアドレス：外部に向けて、1つ以上の内部ローカル IPアドレスを表現した正
規の IPアドレス（InterNICまたはサービスプロバイダーにより割り当てられたもの）。

•外部ローカルアドレス：内部ネットワークから見た外部ホストの IPアドレス。アドレスは
必ずしも正規ではありません。アドレスは、内部でルート可能なアドレス空間から割り当て

られます。

•外部グローバルアドレス：外部ネットワークに存在するホストに対して、ホストの所有者に
より割り当てられた IPアドレス。このアドレスは、グローバルにルート可能なアドレス、ま
たはネットワーク空間から割り当てられます。
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スタティック NAT のライセンス要件
次の表に、スタティック NATのライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

Cisco NX-OS

スタティック NAT の注意事項および制約事項
スタティック NAT設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• NATは、スタティック NATとダイナミック NATの両方を含む最大 1024の変換に対応して
います。

• Cisco Nexusデバイスは、次のインターフェイスタイプ上の NATをサポートします。

◦スイッチ仮想インターフェイス（SVI）

◦ルーテッドポート

• NATはデフォルトの仮想ルーティングおよびフォワーディング（VRF）テーブルのみでサ
ポートされます。

• NATは、IPv4ユニキャストだけでサポートされています。

• Cisco Nexusデバイスは、次をサポートしません。

◦ソフトウェアの変換。すべての変換はハードウェアで行われます。

◦アプリケーション層の変換。レイヤ 4およびその他の組み込み IPは変換されません
（FTP、ICMPの障害、IPSec、HTTPSなど）。

◦インターフェイス上で同時に設定された NATおよび VLANアクセスコントロールリ
スト（VACL）。

◦フラグメント化された IPパケットの PAT変換。

◦ソフトウェア転送パケットの NAT変換。たとえば、IPオプションを持つパケットは
NAT変換されません。

•出力 ACLは元のパケットに適用され、NAT変換済みパケットには適用されません。

• HSRPおよび VRRPは NATインターフェイスではサポートされません。

•ワープモード遅延パフォーマンスは、外部から内部ドメインに着信するパケットではサポー
トされません。
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• IPアドレスがスタティック NAT変換または PAT変換に使用される場合、他の目的には使用
できません。たとえば、インターフェイスに割り当てることはできません。

•スタティックNATの場合は、外部グローバル IPアドレスが外部インターフェイス IPアドレ
スと異なる必要があります。

• Twice NATはサポートされていません。（Twice NATは、データグラムがアドレスのドメイ
ンを（内部から外部または外部から内部に）通過するときに送信元アドレスと宛先アドレス

の両方が NATによって変更される NATのバリエーションです）。

• NAT統計情報は利用できません。

•（100を超える）多数の変換を設定する場合、変換を設定してからNATインターフェイスを
設定する方が迅速に設定できます。

ダイナミック NAT に関する制約事項
次の制限はダイナミックネットワークアドレス変換（NAT）に適用されます。

•フラグメント化されたパケットはサポートされません。

•アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）変換はサポートされません。アプリケーショ
ンレベルゲートウェイとしても知られている ALGは、アプリケーションパケットのペイ
ロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーションです。

• NATと仮想アクセスコントロールリスト（ACL）は、インターフェイスで同時にサポート
されていません。インターフェイスで NATまたは仮想 ACLのいずれかを設定することがで
きます。

•出力 ACLは、変換されたパケットには適用されません。

•デフォルト以外の Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスはサポートされませ
ん。

• MIBはサポートされていません。

• Cisco Data Center Network Manager（DCNM）はサポートされません。

•複数のグローバル仮想デバイスコンテキスト（VDC）は、Cisco Nexusデバイスではサポー
トされていません。

•外部ドメインから着信したトラフィックのダイナミック NATはサポートされません。

•ダイナミック NAT変換は、アクティブおよびスタンバイデバイスと同期されません。

•ステートフル NATはサポートされません。ただし、NATと Hot Standby Router Protocol
（HSRP）は共存できます。

•レイヤ3インターフェイスでダイナミックNATを設定する場合、リロードした後またはNAT
変換をクリアした後、既存の NAT変換は学習されません。このため、NAT設定に一致する
アクセスコントロールリスト（ACL）のトラフィックのドロップがあります。これを回避
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するには、NAT設定を削除し、NAT変換が学習できるように、同じインターフェイスで再
設定します。

•タイムアウト値は、設定されているタイムアウト + 119秒になります。

スタティック NAT の設定

スタティック NAT のイネーブル化

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   

デバイス上でスタティックNAT機能をイネーブ
ルにします。

switch(config)# feature natステップ 2   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 3   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

インターフェイスでのスタティック NAT 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 type
slot/port

ステップ 2   

内部または外部としてインターフェイスを指定し

ます。

switch(config-if)# ip nat {inside
| outside}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

マーク付きインターフェイスに到着した

パケットだけが変換できます。

（注）

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 4   

次に、スタティック NATを使用して内部の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 1/4
switch(config-if)# ip nat inside

内部送信元アドレスのスタティック NAT のイネーブル化
内部送信元変換の場合、トラフィックは内部インターフェイスから外部インターフェイスに流れ

ます。NATは、内部ローカル IPアドレスを内部グローバル IPアドレスに変換します。リターン
トラフィックでは、宛先の内部グローバル IPアドレスが内部ローカル IPアドレスに変換されて
戻されます。

Cisco Nexusデバイスが、内部送信元 IPアドレス（Src:ip1）を外部送信元 IPアドレス
（newSrc:ip2）に変換するように設定されている場合、Cisco Nexusデバイスは内部宛先 IPア
ドレス（newDst: ip1）への外部宛先 IPアドレス（Dst: ip2）の変換を暗黙的に追加します。

（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。

switch# configure terminalステップ 1   

内部グローバルアドレスを内部ローカルアドレス

に、またはその逆に（内部ローカルトラフィック

switch(config)# ip nat inside
source static local-ip-address
global-ip-address

ステップ 2   

を内部グローバルトラフィックに）変換するよう

にスタティック NATを設定します。

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 3   
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次に、内部送信元アドレスのスタティック NATを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip nat inside source static 1.1.1.1 5.5.5.5
switch(config)# copy running-config startup-config

外部送信元アドレスのスタティック NAT のイネーブル化
外部送信元変換の場合、トラフィックは外部インターフェイスから内部インターフェイスに流れ

ます。NATは、外部グローバル IPアドレスを外部ローカル IPアドレスに変換します。リターン
トラフィックでは、宛先の外部ローカル IPアドレスが外部グローバル IPアドレスに変換されて
戻されます。

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   

外部グローバルアドレスを外部ローカルアドレス

に、またはその逆に（外部ローカルトラフィックを

switch(config)# ip nat outside
source static
global-ip-addresslocal-ip-address
[add-route]

ステップ 2   

外部グローバルトラフィックに）変換するようにス

タティックNATを設定します。ポートなしで内部変
換が設定されると、暗黙的な追加ルートが実行され

ます。外部変換の設定中、最初の追加ルート機能は

オプションです。

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 3   

次に、外部送信元アドレスのスタティック NATを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip nat outside source static 2.2.2.2 6.6.6.6
switch(config)# copy running-config startup-config

内部送信元アドレスのスタティック PAT の設定
ポートアドレス変換（PAT）を使用して、特定の内部ホストにサービスをマッピングできます。
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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   

スタティック NATを内部ローカルポー
ト、内部グローバルポートにマッピング

します。

switch(config)# ip nat inside source static
{inside-local-address outside-local-address
| {tcp| udp} inside-local-address
{local-tcp-port | local-udp-port}

ステップ 2   

inside-global-address {global-tcp-port |
global-udp-port}}

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップコ

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

ステップ 3   

ンフィギュレーションにコピーして、変更

を継続的に保存します。

次に、UDPサービスを特定の内部送信元アドレスおよび UDPポートにマッピングする例を示し
ます。

switch# configure terminal
switch(config)# ip nat inside source static udp 20.1.9.2 63 35.48.35.48 130
switch(config)# copy running-config startup-config

外部送信元アドレスのスタティック PAT の設定
ポートアドレス変換（PAT）を使用して、サービスを特定の外部ホストにマッピングできます。

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   

スタティック NATを、外部グローバル
ポート、外部ローカルポートにマッピン

グします。

switch(config)# ip nat outside source static
{outside-global-address
outside-local-address | {tcp | udp}
outside-global-address {global-tcp-port |

ステップ 2   

global-udp-port} outside-local-address
{global-tcp-port | global-udp-port}}

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップコ

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ンフィギュレーションにコピーして、変更

を継続的に保存します。

次に、TCPサービスを特定の外部送信元アドレスおよびTCPポートにマッピングする例を示しま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# ip nat outside source static tcp 20.1.9.2 63 35.48.35.48 130
switch(config)# copy running-config startup-config

スタティック Twice NAT の設定
同じグループ内のすべての変換は、スタティック Twiceネットワークアドレス変換（NAT）ルー
ルを作成する際に考慮されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Switch> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

特権 EXECモードを開始します。configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2   

内部グローバルアドレスを内部ローカルアド

レスに変換する、または内部ローカルトラ

ip nat inside source static
inside-local-ip-address
outside-global-ip-address [group
group-id]

ステップ 3   

フィックを内部グローバルトラフィックに変

換するようにスタティック Twice NATを設定
します。

例：
Switch(config)# ip nat inside
source static 10.1.1.1
192.168.34.4 group 4

• groupキーワードは、変換が属するグルー
プを決定します。

外部グローバルアドレスを内部ローカルアド

レスに変換する、または内部ローカルトラ

ip nat outside source static
inside-local-ip-address
outside-global-ip-address [group
group-id] [add-route]

ステップ 4   

フィックを内部グローバルトラフィックに変

換するようにスタティック Twice NATを設定
します。
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目的コマンドまたはアクション

• groupキーワードは、変換が属するグルー
プを決定します。例：

Switch(config)# ip nat outside
source static 209.165.201.1
10.3.2.42 group 4 add-route

インターフェイスを設定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interface type number

例：
Switch(config)# interface
ethernet 1/2

ステップ 5   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを
設定します。

ip address ip-address mask

例：
Switch(config-if)# ip address
10.2.4.1 255.255.255.0

ステップ 6   

NATの対象である内部ネットワークにイン
ターフェイスを接続します。

ip nat {inside | outside}

例：
Switch(config-if)# ip nat inside

ステップ 7   

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、特権 EXECモードに戻りま
す。

end

例：
Switch(config-if)# end

ステップ 8   

外部送信元アドレスのスタティック Twice NAT の設定
同じグループ内のすべての変換は、スタティック Twiceネットワークアドレス変換（NAT）ルー
ルを作成する際に考慮されます。内部および外部 NAT変換のあらゆる組み合わせを Twice NAT
ルールとして使用できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
switch> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

特権 EXECモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

内部グローバルアドレスを内部ローカルアド

レスに、または外部ローカルトラフィックを

ip nat outside source static
local-ip-address global-ip-address
[group group-id]

ステップ 3   

外部グローバルトラフィックに変換するよう

にスタティック Twice NATを設定します。
例：
switch(config)# ip nat outside
source static 10.1.1.1
192.168.34.4 group 4

• groupキーワードは、変換が属するグ
ループを決定します。

インターフェイスを設定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interface type number

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

ステップ 4   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを
設定します。

ip address ip-address mask

例：
switch(config-if)# ip address
10.2.4.1 255.255.255.0

ステップ 5   

NATの対象である内部ネットワークにイン
ターフェイスを接続します。

ip nat {inside | outside}

例：
switch(config-if)# ip nat outside

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、特権 EXECモードに戻りま
す。

end

例：
switch(config-if)# end

ステップ 7   

NAT 制限の設定
NAT制限を特定の値に設定する場合、すべての ASICの TCAMの VACLリージョンで VACLを
その値より小さくすることはできません。たとえば、NAT制限を 400に設定する場合、すべての
ASICの TCAMの VACLリージョンにオフセット 400を下回る VACLを設定できません。NAT制
限を下回る VACLがある場合、このコマンドは、現在のすべての VACLがスイッチのリロード時
にNAT制限を満たすことができるかどうかを確認します。コマンドが完了すると、スイッチをリ
ロードするように求められます。
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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   

NAT TCAM制限を設定します。tcam-sizeの
有効範囲は 2～ 2048です。

switch(config)# hardware profile
tcam feature nat limit tcam-size

ステップ 2   

NAT制限を表示します。switch(config)# show hardware
profile tcam feature nat limit
tcam-size

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィ

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

ステップ 4   

ギュレーションにコピーして、変更を継続

的に保存します。

次に、NAT制限を 400に設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware profile tcam feature nat limit 400
switch(config)# show hardware profile tcam feature nat limit 400
switch(config)# copy running-config startup-config

スタティック NAT および PAT の設定例
次に、スタティック NATの設定例を示します。

ip nat inside source static 103.1.1.1 11.3.1.1
ip nat inside source static 139.1.1.1 11.39.1.1
ip nat inside source static 141.1.1.1 11.41.1.1
ip nat inside source static 149.1.1.1 95.1.1.1
ip nat inside source static 149.2.1.1 96.1.1.1
ip nat outside source static 95.3.1.1 95.4.1.1
ip nat outside source static 96.3.1.1 96.4.1.1
ip nat outside source static 102.1.2.1 51.1.2.1
ip nat outside source static 104.1.1.1 51.3.1.1
ip nat outside source static 140.1.1.1 51.40.1.1

次に、スタティック PATの設定例を示します。

ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 1 210.11.1.1 101
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 2 210.11.1.1 201
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 3 210.11.1.1 301
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 4 210.11.1.1 401
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 5 210.11.1.1 501
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 6 210.11.1.1 601
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 7 210.11.1.1 701
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 8 210.11.1.1 801
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 9 210.11.1.1 901
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 10 210.11.1.1 1001
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 11 210.11.1.1 1101
ip nat inside source static tcp 10.11.1.1 12 210.11.1.1 1201
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例：スタティック Twice NAT の設定
次の例は、内部送信元および外部送信元のスタティック Twice NAT設定を設定する方法を示して
います。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip nat inside source static 10.1.1.1 192.168.34.4 group 4
Switch(config)# ip nat outside source static 209.165.201.1 10.3.2.42 group 4
Switch(config)# interface ethernet 1/2
Switch(config-if)# ip address 10.2.4.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip nat inside
Switch(config-if)# end

例：外部送信元アドレスのスタティック Twice NAT の設定
次に、外部ローカル IPアドレス 10.1.1.2と外部グローバル IPアドレス 192.168.34.4に対してスタ
ティック Twice NATを設定する例を示します。
switch> enable
switch# configure terminal
switch(config)# ip nat outside source static 10.1.1.2 192.168.34.4 group 4
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip address 10.2.4.1 255.255.255.0
switch(config-if)# ip nat outside
switch(config-if)# end

スタティック NAT の設定の確認
スタティック NATの設定を表示するには、次の作業を行います。

手順

目的コマンドまたはアクション

内部グローバル、内部ローカル、外部ローカ

ル、および外部グローバルの各 IPアドレスを
示します。

switch# show ip nat translationsステップ 1   

次に、スタティック NATの設定を表示する例を示します。

switch# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

--- --- --- 51.3.1.1 104.1.1.1
--- --- --- 95.4.1.1 95.3.1.1
--- --- --- 96.4.1.1 96.3.1.1
--- --- --- 51.40.1.1 140.1.1.1
--- --- --- 51.42.1.1 142.1.2.1
--- --- --- 51.1.2.1 102.1.2.1
--- 11.1.1.1 101.1.1.1 --- ---
--- 11.3.1.1 103.1.1.1 --- ---
--- 11.39.1.1 139.1.1.1 --- ---
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--- 11.41.1.1 141.1.1.1 --- ---
--- 95.1.1.1 149.1.1.1 --- ---
--- 96.1.1.1 149.2.1.1 --- ---

130.1.1.1:590 30.1.1.100:5000 --- ---
130.2.1.1:590 30.2.1.100:5000 --- ---
130.3.1.1:590 30.3.1.100:5000 --- ---
130.4.1.1:590 30.4.1.100:5000 --- ---
130.1.1.1:591 30.1.1.101:5000 --- ---

ダイナミック NAT の設定

ダイナミック変換および変換タイムアウトの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Switch> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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

ステップ 2   

アクセスリストを定義し、アクセスリストコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

ip access-list access-list-name

例：
Switch(config)# ip access-list
acl1

ステップ 3   

条件に一致したトラフィックを許可する IPアク
セスリストの条件を設定する。

permit protocol source
source-wildcardany

例：
Switch(config-acl)# permit ip
10.111.11.0/24 any

ステップ 4   

ネットワークの入力からのパケットを拒否する

IPアクセスリストの条件を設定する。
deny protocol source
source-wildcardany

例：
Switch(config-acl)# deny udp
10.111.11.100/32 any

ステップ 5   

アクセスリスト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。

exit

例：
Switch(config-acl)# exit

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

手順 3で定義されたアクセスリストを指定し
て、ダイナミック送信元変換を設定します。

ip nat inside source list
access-list-nameinterface
typenumberoverload

ステップ 7   

例：
Switch(config)# ip nat inside
source list acl1 interface
ethernet 1/1 overload

インターフェイスを設定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interface typenumber

例：
Switch(config)# interface
ethernet 1/4

ステップ 8   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設
定します。

ip address ip-addressmask

例：
Switch(config-if)# ip address
10.111.11.39 255.255.255.0

ステップ 9   

NATの対象である内部ネットワークにインター
フェイスを接続します。

ip nat inside

例：
Switch(config-if)# ip nat
inside

ステップ 10   

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。

exit

例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 11   

インターフェイスを設定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interface typenumber

例：
Switch(config)# interface
ethernet 1/1

ステップ 12   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設
定します。

ip address ip-addressmask

例：
Switch(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 13   

外部ネットワークにインターフェイスを接続し

ます。

ip nat outside

例：
Switch(config-if)# ip nat
outside

ステップ 14   
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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。

exit

例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 15   

TCPベースのダイナミック NATエントリのタ
イムアウト値を指定します。

ip nat translation tcp-timeout
seconds

例：
Switch(config)# ip nat
translation tcp-timeout 50000

ステップ 16   

•設定されたタイムアウトの上限に達する
と、動的に作成された NAT変換がクリア
されます。すべての設定されたタイムアウ

トは、ip nat translation sampling-timeout
コマンドで設定されているタイムアウトの

期限が切れた後にトリガーされます。

ダイナミックNAT変換の最大数を指定します。
エントリの数は、1～ 1023を指定できます。

ip nat translation max-entries
number-of-entries

例：
Switch(config)# ip nat
translation max-entries 300

ステップ 17   

UDPベースのダイナミック NATエントリのタ
イムアウト値を指定します。

ip nat translation udp-timeout
seconds

例：
Switch(config)# ip nat
translation udp-timeout 45000

ステップ 18   

•設定されたタイムアウトの上限に達する
と、動的に作成された NAT変換がクリア
されます。すべての設定されたタイムアウ

トは、ip nat translation sampling-timeout
コマンドで設定されているタイムアウトの

期限が切れた後にトリガーされます。

ダイナミック NAT変換のタイムアウト値を指
定します。

ip nat translation timeout seconds

例：
switch(config)# ip nat
translation timeout 13000

ステップ 19   

• NATは、tcp-timeoutまたは udp-timeout
キーワードが設定されていない場合のみ、

このタイムアウト値を使用します。

グローバルコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Switch(config)# end

ステップ 20   
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ダイナミックおよびスタティック Twice NAT 設定の確認

手順

ステップ 1 enable

例：
Switch> enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 show ip nat translations

例：
Switch# show ip nat translations

ネットワークアドレス変換（NAT）のアクティブな変換を表示します。

•エントリがいつ生成され、いつ使用されたかを含む各変換テーブルエントリの追加情報が表
示されます。

例

次に、show ip nat translationsコマンドの出力例を示します。
switch# show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
any --- --- 10.4.4.40 203.2.133.20
tcp --- --- 10.24.1.133:333 198.5.133:555
any 192.168.1.140 10.1.1.40 --- ---
any 192.168.1.140 10.1.1.40 10.4.4.40 203.2.133.20
tcp 172.16.9.142:777 10.2.2.42:444 --- ---
tcp 172.16.9.142:777 10.2.2.42:444 10.24.1.133:333 198.5.133:555

例：ダイナミック変換および変換タイムアウトの設定

次の例では、アクセスリストを指定して、ダイナミックオーバーロードネットワークアドレス

変換（NAT）を設定する方法を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip access-list acl1
Switch(config-acl)# permit ip 10.111.11.0/24 any
Switch(config-acl)# deny udp 10.111.11.100/32 any
Switch(config-acl)# exit
Switch(config)# ip nat inside source list acl1 interface ethernet 1/1 overload
Switch(config)# interface ethernet 1/4
Switch(config-if)# ip address 10.111.11.39 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip nat inside
Switch(config-if)# exit
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Switch(config)# interface ethernet 1/1
Switch(config-if)# ip address 172.16.232.182 255.255.255.240
Switch(config-if)# ip nat outside
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip nat translation tcp-timeout 50000
Switch(config)# ip nat translation max-entries 300
Switch(config)# ip nat translation udp-timeout 45000
Switch(config)# ip nat translation timeout 13000
Switch(config)# end

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
   OL-31635-01-J 235

スタティック NAT とダイナミック NAT 変換の設定
例：ダイナミック変換および変換タイムアウトの設定



   Cisco Nexus 5600 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 7.x
236 OL-31635-01-J  

スタティック NAT とダイナミック NAT 変換の設定
例：ダイナミック変換および変換タイムアウトの設定



索引

数字

802.1Q VLAN 19
設定 19

B

BFD 64, 66, 68, 69, 77, 83, 85, 87, 88, 89
BGPでの設定 77
security 66
インターフェイスにおけるディセーブル化 85
スタティックルートでの設定 83
デフォルト設定 68
モニタリング 88
ライセンス要件 66
ルーティングプロトコルのサポート 77
仮想化サポート 66
関連の標準 89
障害検出 64
設定の確認 87
設定階層 69
設定例 88
前提条件 66
注意事項と制約事項 66
非同期モード 64

E

Enhanced vPC 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
インターフェイス整合性の確認 129
サポートされるトポロジ 122
サポートされるプラットフォーム 122
スケーラビリティ 123
ポートチャネル番号の確認 127
ライセンス 124
概要 121

Enhanced vPC (続き)
共通のポートチャネル番号の確認 128
失敗応答 123
設定の概要 125
設定の確認 126
設定例 130

EtherChannelホストインターフェイス 171
作成 171

F

FEX 136
用語 136

L

LACP 92, 98, 101, 107, 115, 116
グレースフルコンバージェンス 115, 116
ディセーブル化 115
再イネーブル化 116

システム ID 98
ポートチャネル 98
マーカーレスポンダ 101
設定 107

LACP short-timeout 112
設定 112

LACPがイネーブルとスタティック 101
ポートチャネル 101

LACPの設定 107
LACPポートプライオリティ 114
設定 114

LACP高速タイマーレート 111
設定 111

LANインターフェイス 15
イーサネットアクセスポート 15

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
   OL-31635-01-J IN-1



LEM 10Gモード 193
設定 193

LEM 40Gモード 194
設定 194

LEMモード設定 195
確認 195

Link Aggregation Control Protocol 92

M

MIB 61
レイヤ 3インターフェイス 61

N

NAT 230
確認 230

P

PAT 229
設定例 229

port 224, 225
スタティック PAT、設定 224, 225

S

security 216
スタティック NAT 216

STP 91
ポートチャネル 91

U

UDLD 3, 5
アグレッシブモード 5
定義 3
非アグレッシブモード 5

UDLDモード A 23
設定 23

V

VLAN 47
インターフェイス 47

VLANインターフェイス 53
設定 53

vPC 121, 156, 158, 172
ARPまたは NDを使用 156
enhanced 121
ポートチャネルの移行 172
注意事項と制約事項 158

vPCトポロジ 170
孤立ポートの一時停止、セカンダリスイッチ 170

vpcの L3 180
インターフェイス 180

vPCのレイヤ 3 145, 146, 148
vPCの用語 135
vPCピアスイッチ 157
vPCピアスイッチトポロジ 176, 178

hybrid 178
設定 178

純粋な 176
設定 176

vPCピアリンク 153
インターフェイス 153

VRF 57
インターフェイスの割り当て 57

あ

アクセス VLAN 13
説明 13

い

イネーブル化 27, 28, 69, 209
BFD 69
CDP 27
error-disabledの検出 27
error-disabledリカバリ 28
レイヤ 2プロトコルトンネル 209

インターフェイス 2, 3, 45, 47, 48, 52, 53, 56, 57, 59, 60
loopback 48, 56
options 2
UDLD 3
VLAN 47, 53
設定 53

   Cisco Nexus 5600 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 7.x
IN-2 OL-31635-01-J  

索引



インターフェイス (続き)
VRFへの割り当て 57
シャーシ ID 2
ルーテッド 45
レイヤ 3 45, 59, 60
モニタリング 59
設定例 60

帯域幅の設定 52
インターフェイス、設定 222
スタティック NAT 222

インターフェイス情報、表示 41
レイヤ 2 41

く

グレースフルコンバージェンス 115, 116
LACP 115, 116
ポートチャネル 115, 116

LACP 115, 116
グレースフルコンバージェンス 115, 116

さ

サブインターフェイス 46, 51, 52
設定 51
帯域幅の設定 52

す

スタティック nat 220, 229
ライセンス 220
設定例 229

スタティック NAT 216, 220, 222, 230
security 216
イネーブル化 222
インターフェイス、設定 222
ガイドライン 220
確認 230

スタティック NAT、設定 223, 224
外部アドレス 224
内部送信元アドレス 223

スタティック PAT 229
設定例 229

スタティック PAT、設定 224, 225
port 224, 225

ち

チャネルモード 99, 108
ポートチャネル 99, 108

て

ディセーブル化 24, 27, 41, 85, 160
CDP 27
vPC 160
イーサネットインターフェイス 41
インターフェイスにおける BFD 85
リンクネゴシエーション 24

デバウンスタイマー 9
パラメータ 9

デフォルト設定 50
レイヤ 3インターフェイス 50

と

トポロジ 136, 137
シングルホーム接続ファブリックエクステンダ
vPC 136
デュアルホーム接続ファブリックエクステンダ
vPC 137

ね

ネイティブ 802.1Q VLAN 19
設定 19

は

ハードウェアハッシュ 106
マルチキャストトラフィック 106

ハイレベル設定タスクフロー 69
パラメータ、概要 9
デバウンスタイマー 9

ふ

ファブリックエクステンダ 136
用語 136

プライベート VLANでの IPアドレッシング方式 48

Cisco Nexus 5600 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 7.x    
   OL-31635-01-J IN-3

索引



ほ

ポートチャネリング 92
ポートチャネル 52, 91, 93, 95, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 118, 

172
LACP 98
LACPがイネーブルとスタティック 101
STP 91
vPCへの移行 172
チャネルモード 108
ハードウェアハッシュ 106
ポートの追加 104
ロードバランシング 95, 105
ポートチャネル 95

互換性要件 93
作成 103
設定の確認 118
帯域幅の設定 52

ポートチャネルの設定 93
注意事項と制約事項 93

ポートプロファイル 7, 9
概要 7
注意事項と制約事項 9
ポートプロファイル 9

ポートの追加 104
ポートチャネル 104

ま

マルチキャストトラフィック 106
ハードウェアハッシュ 106
ポートチャネル 106

も

モニタリング 59
レイヤ 3インターフェイス 59

ゆ

ユニファイドポート 2, 21
設定 21

ら

ライセンス 124, 220
Enhanced vPC 124
スタティック nat 220

ライセンス要件 204
Q-in-Qトンネル 204

る

ルーテッドインターフェイス 45, 50, 52
設定 50
帯域幅の設定 52

ループバックインターフェイス 48, 56
設定 56

れ

レイヤ 2 41
インターフェイス情報、表示 41

レイヤ 2インターフェイス 21
ユニファイドポート 21

レイヤ 3インターフェイス 45, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 62
MIB 61
インターフェイス 61, 62
レイヤ 3 61, 62

MIB 61
関連資料 61
規格 62

デフォルト設定 50
モニタリング 59
ルーテッドインターフェイスの設定 50
確認 58
関連資料 61
規格 62
設定例 60
注意事項と制約事項 49

ろ

ロードバランシング 105
ポートチャネル 105
設定 105

   Cisco Nexus 5600 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 7.x
IN-4 OL-31635-01-J  

索引


	Cisco Nexus 5600 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 7.x
	目次
	はじめに
	対象読者
	表記法
	Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
	マニュアルに関するフィードバック
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

	新機能および変更された機能に関する情報
	レイヤ 2 インターフェイスの設定
	イーサネット インターフェイスの概要
	インターフェイス コマンド
	ユニファイド ポートについて
	ユニファイド ポートに関する注意事項および制約事項

	UDLD パラメータ
	UDLD のデフォルト設定
	UDLD アグレッシブ モードと非アグレッシブ モード

	インターフェイスの速度

	イーサネット インターフェイスの概要
	Cisco Discovery Protocol
	CDP のデフォルト設定

	error-disabled ステート
	ポート プロファイルについて
	ポート プロファイルに関する注意事項と制約事項

	デバウンス タイマー パラメータ
	MTU 設定

	デフォルト インターフェイスに関する情報
	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
	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概要
	IEEE 802.1Q カプセル化の概要
	アクセス VLAN の概要
	トランク ポートのネイティブ VLAN ID の概要
	許可 VLAN の概要
	ネイティブ 802.1Q VLAN の概要

	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
	イーサネット アクセス ポートとしての LAN インターフェイスの設定
	アクセス ホスト ポートの設定
	トランク ポートの設定
	802.1Q トランク ポートのネイティブ VLAN の設定
	トランキング ポートの許可 VLAN の設定
	ネイティブ 802.1Q VLAN の設定

	インターフェイス コンフィギュレーションの確認
	イーサネット インターフェイスの設定
	ユニファイド ポートの設定
	UDLD モードの設定
	リンク ネゴシエーションのディセーブル化
	CDP の特性の設定
	CDP のイネーブル化/ディセーブル化
	errdisable ステート検出のイネーブル化
	errdisable ステート回復のイネーブル化
	errdisable ステート回復間隔の設定
	ポート プロファイル
	ポート プロファイルの作成
	ポート プロファイルの変更
	特定のポート プロファイルのイネーブル化
	ポート プロファイルの継承
	継承されたポート プロファイルの削除
	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
	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
	ポート プロファイルの設定例

	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 モードの設定
	説明パラメータの設定
	イーサネット インターフェイスのディセーブル化と再起動

	インターフェイス情報の表示
	物理イーサネットのデフォルト設定

	レイヤ 3 インターフェイスの設定
	レイヤ 3 インターフェイスについて
	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
	プライベート VLAN での IP アドレッシング方式

	レイヤ 3 インターフェイスのライセンス要件
	レイヤ 3 インターフェイスの注意事項および制約事項
	レイヤ 3 インターフェイスのデフォルト設定
	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
	サブインターフェイスの設定
	インターフェイスでの帯域幅の設定
	VLAN インターフェイスの設定
	プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスへのセカンダリ VLAN のマッピング
	ループバック インターフェイスの設定
	VRF へのインターフェイスの割り当て

	レイヤ 3 インターフェイス設定の確認
	レイヤ 3 インターフェイスのモニタリング
	レイヤ 3 インターフェイスの設定例
	レイヤ 3 インターフェイスの関連資料
	レイヤ 3 インターフェイスの MIB
	レイヤ 3 インターフェイスの標準

	双方向フォワーディング検出の設定
	BFD に関する情報
	非同期モード
	障害検出
	BFD エコー機能
	セキュリティ
	仮想化のサポート

	BFD のライセンス要件
	前提条件
	注意事項と制約事項
	BFD のデフォルト設定
	BFD の設定
	BFD 設定階層
	BFD 設定のタスク フロー
	BFD 機能のイネーブル化
	グローバルな BFD パラメータの設定
	インターフェイスでの BFD の設定
	ポート チャネルの BFD の設定
	BFD エコー機能の設定
	サブインターフェイスの BFD の最適化
	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
	EIGRP 上での BFD の設定
	OSPF での BFD の設定
	HSRP での BFD の設定
	VRRP での BFD の設定
	スタティック ルートでの BFD の設定
	Protocol Independent Multicast（PIM）上での BFD の設定
	インターフェイスにおける BFD のディセーブル化
	すべての IS-IS インターフェイスでの FabricPath BFD の設定
	特定のインターフェイスでの FabricPath BFD の設定


	BFD 設定の確認
	BFD のモニタ
	BFD の設定例
	関連資料
	関連の標準

	ポート チャネルの設定
	ポート チャネルについて
	ポート チャネルの概要
	ポート チャネルの設定に関する注意事項と制約事項
	互換性要件
	ポート チャネルを使ったロード バランシング
	LACP の概要
	LACP の概要
	LACP ID パラメータ
	チャネル モード
	LACP マーカー レスポンダ
	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
	LACP ポートチャネルの最小リンクおよび MaxBundle


	ポート チャネルの設定
	デフォルト設定
	LACP ポート チャネル最少リンク数
	ポート チャネルの作成
	ポート チャネルへのポートの追加
	ポート チャネルを使ったロード バランシングの設定
	マルチキャスト トラフィックに対するハードウェア ハッシュの設定
	LACP のイネーブル化
	ポートに対するチャネル モードの設定
	LACP ポート チャネル最少リンク数の設定
	LACP ポートチャネル MaxBundle の設定
	LACP 高速タイマー レートの設定
	LACP short-timeout の設定
	BFD 機能と LACP short-timeout が一緒に設定されているときに復元する手順

	LACP のシステム プライオリティおよびシステム ID の設定
	LACP ポート プライオリティの設定
	LACP グレースフル コンバージェンスのディセーブル化
	LACP グレースフル コンバージェンスの再イネーブル化

	ポート チャネル設定の確認
	ロードバランシング発信ポート ID の確認
	ポート チャネル設定の機能履歴

	拡張仮想ポート チャネルの設定
	拡張 vPC について
	拡張仮想ポート チャネルの概要
	サポートされるプラットフォームとトポロジ
	拡張 vPC のスケーラビリティ
	拡張 vPC の失敗応答

	拡張 vPC のライセンス要件
	拡張 vPC の設定
	拡張 vPC 設定手順の概要

	拡張 vPC の確認
	拡張 vPC 設定の確認
	ポート チャネル番号の整合性の確認
	共通のポート チャネル番号の確認
	拡張 vPC のインターフェイス レベルの整合性の確認

	拡張 vPC の設定例

	仮想ポート チャネルの設定
	vPC について
	vPC の概要
	用語
	vPC の用語
	ファブリック エクステンダの用語

	サポートされている vPC トポロジ
	Cisco Nexus デバイスの vPC トポロジ
	シングル ホーム ファブリック エクステンダの vPC トポロジ
	デュアル ホーム ファブリック エクステンダの vPC トポロジ

	vPC ドメイン
	ピアキープアライブ リンクとメッセージ
	vPC ピア リンクの互換パラメータ
	同じでなければならない設定パラメータ
	同じにすべき設定パラメータ

	グレースフル タイプ 1 検査
	VLAN ごとの整合性検査
	vPC 自動リカバリ
	vPC ピア リンク
	vPC ピア リンクの概要

	vPC 番号
	vPC のレイヤ 3
	vPC のレイヤ 3：サポートされている設計
	vPC のレイヤ 3：サポートされていない設計
	その他の機能との vPC の相互作用
	vPC ピア リンクおよびコアへのリンクの設定
	vPC と LACP
	vPC ピア リンクと STP
	vPC と ARP
	CFSoE

	vPC ピア スイッチ

	VRF に関する注意事項と制約事項
	vPC の設定
	vPC のイネーブル化
	vPC のディセーブル化
	vPC ドメインの作成
	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
	vPC ピア リンクの作成
	設定の互換性の検査

	vPC 自動リカバリのイネーブル化
	復元遅延時間の設定
	vPC ピア リンク障害発生時における VLAN インターフェイスのシャットダウン回避
	VRF 名の設定
	vPC への VRF インスタンスのバインド
	vPC トポロジにおけるセカンダリ スイッチの孤立ポートの一時停止
	EtherChannel ホスト インターフェイスの作成
	他のポート チャネルの vPC への移行
	vPC ドメイン MAC アドレスの手動での設定
	システム プライオリティの手動での設定
	vPC ピア スイッチのロールの手動による設定

	vPC ピア スイッチの設定
	純粋な vPC ピア スイッチ トポロジの設定
	ハイブリッド vPC ピア スイッチ トポロジの設定

	vPC のレイヤ 3 の設定
	vPC 複合からのスイッチの分離と復元
	vPC シャットダウンの設定
	vPC シャットダウン スイッチの復元

	vPC 設定の確認
	グレースフル タイプ 1 検査ステータスの表示
	グローバル タイプ 1 不整合の表示
	インターフェイス別タイプ 1 不整合の表示
	VLAN ごとの整合性ステータスの表示

	vPC の設定例
	デュアル ホーム ファブリック エクステンダにおける vPC の設定例
	シングル ホーム ファブリック エクステンダにおける vPC の設定例

	vPC のデフォルト設定

	ラインカード拡張モジュールの設定
	ブレイクアウトの設定
	ラインカード拡張モジュールに関する情報
	ポートのブレイクアウト設定
	ブレイクアウト設定の削除
	ブレイクアウト設定の確認


	Q-in-Q VLAN トンネルの設定
	Q-in-Q VLAN トンネルについて
	Q-in-Q トンネリング
	ネイティブ VLAN のリスク

	レイヤ 2 プロトコルのトンネリングについて
	Q-in-Q トンネルのライセンス要件
	Q-in-Q VLAN トンネリングの注意事項および制約事項
	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
	Q-in-Q 用の EtherType の変更
	レイヤ 2 プロトコル トンネルのイネーブル化
	レイヤ 2 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
	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 トンネル ポートのしきい値の設定

	Q-in-Q 設定の確認
	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

	スタティック NAT とダイナミック NAT 変換の設定
	ネットワーク アドレス変換の概要
	スタティック NAT に関する情報
	スタティック Twice NAT の概要
	ダイナミック NAT の概要
	NAT の内部アドレスおよび外部アドレス
	スタティック NAT のライセンス要件
	スタティック NAT の注意事項および制約事項
	ダイナミック NAT に関する制約事項
	スタティック NAT の設定
	スタティック NAT のイネーブル化
	インターフェイスでのスタティック NAT の設定
	内部送信元アドレスのスタティック NAT のイネーブル化
	外部送信元アドレスのスタティック NAT のイネーブル化
	内部送信元アドレスのスタティック PAT の設定
	外部送信元アドレスのスタティック PAT の設定
	スタティック Twice NAT の設定
	外部送信元アドレスのスタティック Twice NAT の設定
	NAT 制限の設定
	スタティック NAT および PAT の設定例
	例：スタティック Twice NAT の設定
	例：外部送信元アドレスのスタティック Twice NAT の設定
	スタティック NAT の設定の確認

	ダイナミック NAT の設定
	ダイナミック変換および変換タイムアウトの設定
	ダイナミックおよびスタティック Twice NAT 設定の確認
	例：ダイナミック変換および変換タイムアウトの設定


	索引

