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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, xxvii ページ

• 表記法, xxvii ページ

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

• マニュアルに関するフィードバック, xxxi 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, xxxi ページ

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

表記法

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

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

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

に組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。

（注）

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold
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説明表記法

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

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

[x | y]

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

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す

べき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

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

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォン
トで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screenフォン
トで示しています。

太字の screen フォント

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

イタリック体の screenフォン
ト

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

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

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

!、#
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このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

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

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

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

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

リリースノート

リリースノートは、次の URLから入手できます。

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

コンフィギュレーションガイド

これらのマニュアルは、次の URLから入手できます。

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

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

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

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

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

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

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

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OSシステム管理コンフィギュレーションガイド
リリース 6.x』に記載されている新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報につ
いて説明します。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

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

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第5章「PTPの設定」7.3(0)DX(1)PTPはM3モジュールをサポートし
ません。

PTP

第 14章「オンライン
診断の設定」

7.3(0)DX(1)M3モジュールのサポートが追加さ
れました。

オンライン診断

（GOLD）

第 17章「SPANの設
定」

7.3(0)DX(1)M3モジュールのサポートが追加さ
れました。

SPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

7.3(0)DX(1)M3モジュールのサポートが追加さ
れました。

ERSPAN
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 20章「NetFlowの
設定」

7.3(0)DX(1)M3モジュールのサポートが追加さ
れました。

NetFlow

第5章「PTPの設定」7.3(0)D1(1)CoPPインターフェイスでのNetFlow
サポート機能が追加されました。

CoPPインターフェイス
での NetFlowサポート

第 17章「SPANの設
定」

7.3(0)D1(1)SPANセッションあたり 4Kの
VLANのサポートが追加されまし
た。

SPANセッションあたり
4Kの VLAN

第 18章「ERSPANの
設定」

7.3(0)D1(1)ERSPANセッションあたり 4Kの
VLANのサポートが追加されまし
た。

ERSPANセッションあ
たり 4Kの VLAN

第 4章「NTPの設
定」

7.3(0)D1(1)NTP認証キーの長さが、15文字か
ら 32文字の英数字に増加しまし
た。

NTP認証キーの長さの
拡張

第 22章「GIRの設定
（CiscoNX-OSRelease
7.3(0)D1(1)）」

7.3(0)D1(1)Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以
降では、GIRのデフォルトモード
は isolateです。計画外メンテナン
ス、メンテナンスモードタイ

マー、FIB保留の抑制、スナップ
ショットへの Showコマンドの追
加、およびスナップショットセク

ションのダンプをサポートします。

GIRの設定

第 20章「NetFlowの
設定」

7.2(0)D1(1)F3モジュールで出力 NetFlowがサ
ポートされます。

F3モジュールでの出力
NetFlowのサポート

第 20章「NetFlowの
設定」

7.2(0)D1(1)F2、F2e、F3サブインターフェイス
で NetFlowがサポートされます。

F2、F2e、F3サブイン
ターフェイスでの

NetFlowのサポート

第 15章「Embedded
Event Managerの設
定」

7.2(0)D1(1)条件文、文字列、および算術演算で

EEMアプレットをプログラムする、
アクションベースのプログラマビ

リティ。

EEMアクション文とス
ケジューリング文

第 20章「NetFlowの
設定」

7.2(0)D1(1)F3シリーズモジュールのパケット
処理率を 50000 ppsに強化しまし
た。

NetFlow

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
2

新機能および変更された機能に関する情報

新機能および変更された機能に関する情報



参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 14章「オンライン
診断の設定」

7.2(0)D1(1)オンライン診断のサポートが追加さ

れました。

オンライン診断

（GOLD）

第 7章「システム
メッセージロギング

の設定」

7.2(0)D1(1)システムメッセージログ内で、物

理的イーサネットインターフェイ

スおよびサブインターフェイスに対

して説明を追加する機能が追加され

ました。

システムメッセージロ

ギング

第 23章「メンテナン
スモードの設定」

7.2(0)D1(1)デバッグやアップグレードを実行で

きるよう、スイッチを正常に取り出

し、ネットワークから分離する機能

が提供されています。スイッチは、

通常のスイッチングパスから除外

され、メンテナンスモードに置か

れます。スイッチのメンテナンスが

完了したら、スイッチをフル動作

モードに設定できます。

分離およびメンテナン

スモードの機能拡張

第 17章「SPANの設
定」

6.2(10)SPANパケットから FabricPathおよ
び VLANタグヘッダーを削除する
サポートが追加されました。

SPAN

第 14章「オンライン
診断の設定」

6.2(10)
•中断を伴わないヘルスモニタ
リングテストとして、

InternalPortLoopbackテストが
追加されました。

• PortLoopbackテストに、
N77-F348XP-23モジュールのサ
ポートが追加されました。

オンライン診断

（GOLD）

第 12章「SNMPの設
定」

6.2(8)cbgp2キーワードが snmp-server
enable trapsコマンドに追加されま
した。

CISCO-BGP-MIBv2のサ
ポート

第 14章「オンライン
診断の設定」

6.2(8)特定のランタイム診断テストに対し

てリカバリアクションを設定する

機能が追加されました。

オンライン診断

（GOLD）
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 18章「ERSPANの
設定」

6.2(2)F2および F2eシリーズモジュール
のERSPAN宛先セッションのサポー
トが追加されました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.2(2)ERSPANデータソースに対する
NAMサポートが追加されました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.2(2)拡張 ERSPANのサポートが追加さ
れました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.2(2)ルールベースの ERSPANのサポー
トが追加されました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.2(2)例外 ERSPANのサポートが追加さ
れました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.2(2)F2または F2eシリーズモジュール
で ERSPANの終端のサポートが追
加されました。

ERSPAN

第 20章「NetFlowの
設定」

6.2(2)同じインターフェイスで設定される

入力 NetFlowサンプリングおよび
DHCPリレーのサポートが追加され
ました。

NetFlow

第 20章「NetFlowの
設定」

6.2(2)NetFlowデータソースに対するNAM
サポートが追加されました。

NetFlow

第 20章「NetFlowの
設定」

6.2(2)Cisco NetFlow Generation Appliance
（NGA）でNetFlow全体およびサン
プリングされたNetFlowのサポート
が追加されました。

NetFlow

第 4章「NTPの設
定」

6.2(2)アクセスグループオプションを制

限の最も緩いものから最も厳しいも

のの順序でスキャンするための ntp
access-groupmatch-allコマンドを導
入しました。

NTP

第 4章「NTPの設
定」

6.2(2)NTPがアソシエーションを形成する
のを防ぐ no ntp passiveコマンドを
導入しました。

NTP
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 4章「NTPの設
定」

6.2(2)インターフェイス上で NTPブロー
ドキャストおよびマルチキャスト

サーバおよびマルチキャストクラ

イアントを設定する機能を追加しま

した。

NTP

第 4章「NTPの設
定」

6.2(2)インターフェイス上でNTPをイネー
ブルまたはディセーブルにする機能

を追加しました。

NTP

第 4章「NTPの設
定」

6.2(2)NTPアクセスグループのオプショ
ンは、制限の緩いものから厳しいも

のの順序でスキャンされるようにな

りました。

NTP

第 12章「SNMPの設
定」

6.2(2)場所に基づいてユーザを認証するた

めに SNMPv3サーバのAAA排他的
動作のサポートが追加されました。

SNMP

第 12章「SNMPの設
定」

6.2(2)IPv4および IPv6 ACLの両方を同じ
SNMPv3ユーザまたは SNMPv3コ
ミュニティに適用する機能が追加さ

れました。

SNMP

第 17章「SPANの設
定」

6.2(2)SPANデータソースに対する NAM
サポートが追加されました。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.2(2)F2eシリーズモジュールでのみ、Tx
方向の SPAN送信元としての FEX
ポートのサポートが追加されまし

た。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.2(2)拡張SPANのサポートが追加されま
した。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.2(2)ルールベースの SPANのサポート
が追加されました。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.2(2)例外SPANのサポートが追加されま
した。

SPAN
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 25章「CLIコマン
ドのネットワーク設

定形式への変換」

6.2(2)CLIコマンドをNetworkConfiguration
（NETCONF）プロトコルに変換す
るのを可能にするXMLINツールが
導入されました。

XMLIN

第 21章「EEEの設
定」

6.2(2)F2eシリーズモジュールで EEEの
サポートが追加されました。

EEE

第 18章「ERSPANの
設定」

6.2(2)F2eシリーズモジュールでERSPAN
のサポートが追加されました。

ERSPAN

第 20章「NetFlowの
設定」

6.2(2)F2シリーズおよび F2eシリーズモ
ジュールでサンプリングされた

NetFlowのサポートが追加されまし
た。

NetFlow

第 20章「NetFlowの
設定」

6.2(2)F2シリーズおよび F2eシリーズモ
ジュールで flow timeout secondsコ
マンドが追加されました。

NetFlow

第 18章「ERSPANの
設定」

6.1(1)ERSPANタイプ IIIのサポートが追
加されました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.1(1)スーパーバイザ2のサポートが追加
されました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.1(1)F2およびM2シリーズモジュール
のサポートが追加されました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.1(1)ERSPANサンプリングのサポートが
追加されました。

ERSPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.1(1)MTU切り捨てと各 ERSPANセッ
ションの送信元レート制限を設定す

る機能が追加されました。

ERSPAN

第 4章「NTPの設
定」

6.1(1)NTP認証キーの長さが、8文字から
15文字の英数字に増加しました。

NTP

第 14章「オンライン
診断の設定」

6.1(1)スーパーバイザ 2およびM2シリー
ズモジュールのサポートが追加さ

れました。

オンライン診断

（GOLD）
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 14章「オンライン
診断の設定」

6.1(1)F2シリーズモジュールに Spine
path、RewriteEngineLoopbackおよび
SnakeLoopbackテストおよび Spine
pathテストに対するサポートが追
加されました。

オンライン診断

（GOLD）

第 14章「オンライン
診断の設定」

6.1(1)管理 VDCでオンライン診断設定に
対するサポートを追加しました。

オンライン診断

（GOLD）

第5章「PTPの設定」6.1(1)F2、F2eおよびM2シリーズモ
ジュールのレイヤ 3モードで PTP
サポートが追加されました。

PTP

第5章「PTPの設定」6.1(1)M2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

PTP

第5章「PTPの設定」6.1(1)PTP MACフォーマットが FF:FFか
ら FF:FEに変更されました。

PTP

第5章「PTPの設定」6.1(1)vrfオプションが ptp sourceコマン
ドで廃止されました。

PTP

第 17章「SPANの設
定」

6.1(1)SPANに、SPANサンプリングのサ
ポートが追加されました。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.1(1)帯域内インターフェイスが管理VDC
以外の任意の VDCから送信元とし
て追加可能になりました。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.1(1)スーパーバイザ2のサポートが追加
されました。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.1(1)M2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

6.1(1)ストレージVDCに対してF2シリー
ズモジュール上で FCoE SPANサ
ポートが追加されました。

SPAN

第 18章「ERSPANの
設定」

6.0(1)ERSPANおよび ERSPAN ACLは、
F2シリーズモジュールではサポー
トされていません。

ERSPAN
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 19章「NetFlowの
設定」

6.0(1)NetFlowは、F2シリーズモジュー
ルではサポートされません。

NetFlow

第 20章「NetFlowの
設定」

6.0(1)ACLエントリによって拒否された
フローのコレクションをトリガする

ために collect routing forwarding-status
コマンドのサポートが追加されまし

た。

NetFlow

第 14章「オンライン
診断の設定」

6.0(1)ポートチャネルメンバポートに

PTPサポートが追加されました。
オンライン診断

（GOLD）

第5章「PTPの設定」6.0(1)F2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

PTP

第5章「PTPの設定」6.0(1)ポートチャネルメンバポートに

PTPサポートが追加されました。
PTP

第 17章「SPANの設
定」

6.0(1)F2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

SPAN

第 4章「NTPの設
定」

F2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

NTP

第 3章「CFSの設
定」

5.2(3)デバイスエイリアス、DPVM、FC
ドメイン、FCポートセキュリ
ティ、FCタイマー、IVR、および
RSCNに対して CFS over Fibre
Channel（CFSoFC）配信サポートが
追加されました。

CFSプロトコル

第 21章「EEEの設
定」

5.2(1)単一の EEMポリシーで複数のイベ
ントトリガーのサポートが追加さ

れました。

EEMイベント相関

第 18章「ERSPANの
設定」

5.2(1)Cisco Nexus 2000 Series Fabric
Extenderインターフェイスに対する
ERSPAN送信元サポートが追加され
ました。

ERSPAN
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 18章「ERSPANの
設定」

5.2(1)ERSPANセッションのマルチキャス
トベストエフォートモードを設定

する機能が追加されました。

ERSPAN

第 8章「Smart Call
Homeの設定」

5.2(1)HTTPプロキシサーバを経由して
HTTPメッセージを送信する機能が
追加されました。

Smart Call Homeに対す
る HTTPプロキシサー
バ

第 19章「LLDPの設
定」

5.2(1)Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric
Extenderに LLDPサポートが追加さ
れました。

LLDP

第 20章「NetFlowの
設定」

5.2(1)F1シリーズポートのスイッチ仮想
インターフェイス（SVI）でNetFlow
のサポートが追加されました。

NetFlow

第 4章「NTPの設
定」

5.2(1)すべてのVDCに対するNTPサポー
トを追加し、VDCはタイムサーバ
として機能可能になりました。

NTP

第 4章「NTPの設
定」

5.2(1)既存のタイムサーバと同期されて

いない場合でも正規の NTPサーバ
としてデバイスを設定する機能が追

加され、時間を配信できるようにな

りました。

NTP

第 4章「NTPの設
定」

5.2(1)NTPのイネーブルまたはディセーブ
ルに使用するコマンドが [no] ntp
enableから [no] feature ntpに変更さ
れました。

NTP

第 4章「NTPの設
定」

5.2(1)追加の NTPサービスに対するアク
セスをコントロールするために

serve、serve-only、query-onlyアクセ
スグループオプションを追加しま

した。

NTPアクセスグループ

第 14章「オンライン
診断の設定」

5.2(1)追加の NTPサービスに対するアク
セスをコントロールするために

serve、serve-only、query-onlyアクセ
スグループオプションを追加しま

した。

オンライン診断

（GOLD）
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 14章「オンライン
診断の設定」

5.2(1)スタンバイスーパーバイザの

SpineControlBusテストがイネーブル
になりました。

オンライン診断

（GOLD）

第 14章「オンライン
診断の設定」

5.2(1)F1シリーズモジュールの
SnakeLoopbackテストが非推奨にな
りました。

オンライン診断

（GOLD）

第5章「PTPの設定」5.2(1)高精度時間プロトコル（PTP）のサ
ポートが追加されました。

PTP

第 17章「SPANの設
定」

5.2(1)Cisco Nexus 2000 Series Fabric
Extenderインターフェイスに対する
SPAN送信元サポートが追加されま
した。

SPAN

第 17章「SPANの設
定」

5.2(1)各 SPANセッションに対するMTU
切り捨て、送信元レート制限、およ

びマルチキャストベストエフォー

トを設定する機能が追加されまし

た。

SPAN

第 7章「システム
メッセージロギング

の設定」

5.2(1)システムメッセージログ内で、物

理的イーサネットインターフェイ

スおよびサブインターフェイスに対

して説明を追加する機能が追加され

ました。

システムメッセージロ

ギング

第 14章「オンライン
診断の設定」

5.1(2)F1シリーズモジュールでの
SnakeLoopbackテストのサポートが
追加されました。

オンライン診断

（GOLD）

第 20章「NetFlowの
設定」

5.1(1)VLAN上でブリッジNetFlowを設定
する場合に、作成とは独立して

VLANを設定できるVLAN設定モー
ドのサポートが追加されました。

ブリッジ NetFlow

第 19章「LLDPの設
定」

5.1(1)このリンク層プロトコルは、ピア間

でノードパラメータを通知、交換、

およびネゴシエートするために使用

されます。

DCBXP
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 18章「ERSPANの
設定」

5.1(1)IPネットワーク上でトラフィックを
モニタするように ERSPANを設定
できます。

ERSPANおよび
ERSPAN ACL

第 14章「オンライン
診断の設定」

5.1(1)FIPSおよび BootupPortLoopbackテ
ストのサポートが追加されました。

オンライン診断

（GOLD）

第 17章「SPANの設
定」

5.1(1)RMONがデフォルトでイネーブル
にされました。

RMON

第 17章「SPANの設
定」

5.1(1)F1シリーズモジュールのサポート
が追加され、サポートされる SPAN
セッションが 18から 48に増加され
ました。

SPAN

第 21章「EEEの設
定」

5.1(1)スイッチからの syslogメッセージを
モニタできます。

EEMパブリッシャとし
ての syslog

第 7章「システム
メッセージロギング

の設定」

5.1(1)サポートされる syslogサーバの数が
3から 8に増加されました。

Syslogサーバ

第 8章「Smart Call
Homeの設定」

5.0(2)Smart Call Homeに対して複数の
SMTPサーバを設定できます。

Smart Call Homeの
SMTPサーバコンフィ
ギュレーション

第 8章「Smart Call
Homeの設定」

5.0(2)VRFを使用して、HTTP経由で電子
メールおよび他の Smart Call Home
メッセージを送信できます。

Smart Call Homeメッ
セージの HTTP転送に
対する VRFサポート

第 8章「Smart Call
Homeの設定」

5.0(2)ラインカード（およびスーパーバイ

ザモジュール）上でプロセスク

ラッシュに対してメッセージが送信

されます。

Smart Call Homeのク
ラッシュ通知

付録 B「Embedded
Event Managerシステ
ムイベントおよびコ

ンフィギュレーショ

ン例」

5.0(2)ファン EEMポリシーは、Cisco
Nexus 7000 10-Slot Switchに対して
変更されました。

EEMシステムポリシー
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参照先変更され

たリリー

ス

説明機能

第 19章「LLDPの設
定」

5.0(2)ローカルネットワーク上の他のデ

バイスを検出するために、リンク層

検出プロトコル（LLDP）を設定で
きます。

LLDP

第 20章「NetFlowの
設定」

5.0(2)NetFlowの IPv4フローおよび
NetFlowのテーブル使用率を表示す
るNetFlowインスタンスを指定でき
ます。

NetFlow

第 4章「NTPの設
定」

5.0(2)アクセスグループを使用して、NTP
サービスへのアクセスを制御できま

す。

NTPアクセスグループ

第 4章「NTPの設
定」

5.0(2)ローカルロックを同期させる時刻

源を認証するようデバイスを設定で

きます。

NTP認証

第 4章「NTPの設
定」

5.0(2)重要な NTPイベントでシステムロ
グを生成するよう、NTPロギングを
設定できます。

NTPロギング

第 4章「NTPの設
定」

5.0(2)NTPサーバとの通信で使用するキー
を設定するために、ntp serverコマ
ンドにオプションのkeyキーワード
が追加されました。

NTPサーバコンフィ
ギュレーション

第 12章「SNMPの設
定」

5.0(2)snmp-server enable trapsコマンドが
更新されました。

SNMP通知
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第 2 章

概要

この章では、Cisco NX-OSデバイスのモニタや管理に使用できるシステム管理機能について説明
します。

この章の内容は、次のとおりです。

• Cisco NX-OSデバイスコンフィギュレーション方式, 14 ページ

• Cisco Fabric Services, 16 ページ

• ネットワークタイムプロトコル, 16 ページ

• 高精度時間プロトコル, 16 ページ

• Cisco Discovery Protocol, 16 ページ

• システムメッセージ, 16 ページ

• Smart Call Home, 16 ページ

• ロールバック, 17 ページ

• Session Manager, 17 ページ

• スケジューラ, 17 ページ

• SNMP, 17 ページ

• RMON, 17 ページ

• オンライン診断, 18 ページ

• Embedded Event Manager, 18 ページ

• オンボード障害ロギング, 18 ページ

• SPAN, 18 ページ

• ERSPAN, 18 ページ

• LLDP, 19 ページ

• NetFlow, 19 ページ
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• FabricPath, 19 ページ

• EEE, 19 ページ

• トラブルシューティング機能, 20 ページ

Cisco NX-OS デバイスコンフィギュレーション方式
デバイスは、直接ネットワークコンフィギュレーション方式または Ciscoデータセンターネット
ワーク管理（DCNM）サーバが提供するWebサービスを使用して設定できます。

次の図は、ネットワークユーザが使用できるデバイスのコンフィギュレーション方式を示しま

す。

図 1：Cisco NX-OS デバイスコンフィギュレーション方式

次の表に、コンフィギュレーション方式と詳しい説明が記載されているマニュアルを示します。

表 1：コンフィギュレーション方式および参考資料

マニュアルコンフィギュレーション方式

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

セキュアシェル（SSH）セッション、Telnet
セッション、またはコンソールポートからの
CLI

『Cisco NX-OS XML Management Interface User
Guide』

XML管理インターフェイス

『Cisco DCNM Fundamentals Guide』Cisco DCNMクライアント
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マニュアルコンフィギュレーション方式

『Web Services API Guide, Cisco DCNM for LAN
Release 5.x』

ユーザ定義の GUI

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• CLIまたは XML管理インターフェイスによる設定

• Cisco DCNMまたはカスタム GUIによる設定

CLI または XML 管理インターフェイスによる設定
次のように SSHからコマンドラインインターフェイス（CLI）または XML管理インターフェイ
スを使用して、Cisco NX-OSデバイスを設定できます。

• SSHセッション、Telnetセッション、またはコンソールポート：SSHセッション、Telnet
セッション、またはコンソールポートからCLIを使用してデバイスを設定できます。SSHで
はデバイスへの安全な接続が提供されます。詳細については、『CiscoNexus7000SeriesNX-OS
Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。

• SSHを介してXML管理インターフェイス：XML管理インターフェイスを使用してデバイス
を設定できます。これは、CLI機能を補完する NETCONFプロトコルに基づくプログラム方
式です。詳細については、『Cisco NX-OS XML Management Interface User Guide』を参照して
ください。

Cisco DCNM またはカスタム GUI による設定
次のように Cisco DCNMクライアントを使用して、または独自の GUIから Cisco NX-OSデバイス
を設定できます。

• CiscoDCNMクライアント：CiscoDCNMクライアントを使用してデバイスを設定できます。
Cisco DCNMクライアントはユーザのローカル PC上で動作し、Cisco DCNMサーバのWeb
サービスを使用します。Cisco DCNMサーバでは XML管理インターフェイスを使用してデ
バイスを設定します。Cisco DCNMクライアントの詳細については、『Fundamentals
Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 5.x』を参照してください。

•カスタムGUI：独自の GUIを作成すると、Cisco DCNMサーバ上の Cisco DCNMWebサービ
スアプリケーションプログラムインターフェイス（API）を使用してデバイスを設定できま
す。SOAPプロトコルを使用して、Cisco DCNMサーバと XMLベースのコンフィギュレー
ションメッセージを交換します。Cisco DCNMサーバでは XML管理インターフェイスを使
用してデバイスを設定します。カスタム GUIの作成の詳細については、『Web Services API
Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 5.x』を参照してください。
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Cisco Fabric Services
Cisco Fabric Services（CFS）は、設定変更を含むデータをネットワークのすべてのCiscoNX-OSデ
バイスに配信するシスコ独自の機能です。

ネットワークタイムプロトコル
ネットワークタイムプロトコル（NTP）は、分散している一連のタイムサーバとクライアント間
で 1日の時間を同期させ、ネットワーク内のデバイスから受信するシステムログなどの時間関連
の情報を相互に関連付けることができます。

高精度時間プロトコル
高精度時間プロトコル（PTP）はネットワークに分散したノードの時刻同期プロトコルです。そ
のハードウェアのタイムスタンプ機能は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）などの他の時
刻同期プロトコルより高い精度を実現します。PTPについての詳細。

Cisco Discovery Protocol
Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して、デバイスに直接接続されているすべてのシスコ製機
器を検出し、情報を表示できます。CDPは、ルータ、ブリッジ、アクセスサーバ、コミュニケー
ションサーバ、スイッチを含む、シスコ製のあらゆる機器で動作します。CDPは、メディアにも
プロトコルにも依存せず、ネイバーデバイスのプロトコルアドレスを収集し、各デバイスのプ

ラットフォームを検出します。CDPの動作はデータリンク層上に限定されます。異なるレイヤ 3
プロトコルをサポートする 2つのシステムで相互学習が可能です。

システムメッセージ
システムメッセージロギングを使用して宛先を制御し、システムプロセスが生成するメッセー

ジの重大度をフィルタリングできます。端末セッション、ログファイル、およびリモートシステ

ム上の syslogサーバへのロギングを設定できます。

システムメッセージロギングは RFC 3164に準拠しています。システムメッセージのフォーマッ
トおよびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『Cisco NX-OS System Messages
Reference』を参照してください。

Smart Call Home
Call Homeは重要なシステムポリシーを Eメールで通知します。Cisco NX-OSでは、ポケットベ
ルサービス、標準的な電子メール、または XMLベースの自動化された解析アプリケーションと
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の最適な互換性のために、広範なメッセージ形式が提供されています。この機能を使用して、ネッ

トワークサポートエンジニアやNetworkOperationsCenterを呼び出せます。また、Cisco Smart Call
Homeサービスを使用して、TACでケースを自動的に生成することもできます。

ロールバック
ロールバック機能では、デバイスのコンフィギュレーションのスナップショットまたはチェック

ポイントを使用して、デバイスをリロードせずに、いつでもそのコンフィギュレーションを再適

用できます。権限のある管理者であれば、チェックポイントで設定されている機能について専門

的な知識がなくても、ロールバック機能を使用して、そのチェックポイントコンフィギュレー

ションを適用できます。

SessionManagerを使用すると、コンフィギュレーションセッションを作成し、そのセッション内
のすべてのコマンドを自動的に適用できます。

Session Manager
Session Managerを使用すると、コンフィギュレーションを作成し、すべて正しく設定されている
ことを確認および検証したあとでバッチモードで適用できます。

スケジューラ
スケジューラを使用すると、データの定期的なバックアップやQuality of Service（QoS）ポリシー
の変更などのジョブを作成し、管理できます。スケジューラでは、ジョブを指定された時間に一

度だけ、または定期的な間隔で実行するなど、ニーズに合わせて開始できます。

SNMP
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は、SNMPマネージャとエージェント間の通信用メッ
セージフォーマットを提供する、アプリケーションレイヤプロトコルです。SNMPでは、ネット
ワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供され

ます。

RMON
リモートモニタリング（RMON）は、各種のネットワークエージェントおよびコンソールシス
テムがネットワークモニタリングデータを交換できるようにするためのインターネット技術特別

調査委員会（IETF）標準モニタリング仕様です。Cisco NX-OSでは、Cisco NX-OSデバイスをモ
ニタするための、RMONアラーム、イベント、およびログをサポートします。
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オンライン診断
CiscoGenericOnlineDiagnostics（GOLD）では、複数のシスコプラットフォームにまたがる診断操
作の共通フレームワークを定義しています。オンライン診断フレームワークでは、中央集中シス

テムおよび分散システムに対応する、プラットフォームに依存しない障害検出アーキテクチャを

規定しています。これには共通の診断 CLIとともに、起動時および実行時に診断するための、プ
ラットフォームに依存しない障害検出手順が含まれます。プラットフォーム固有の診断機能は、

ハードウェア固有の障害検出テストを行い、診断テストの結果に応じて適切な対策を実行できま

す。

Embedded Event Manager
Embedded EventManager（EEM）を使用すると、重要なシステムイベントを検出して処理できま
す。EEMは、イベント発生時点で、またはしきい値を超えた時点でのイベントモニタリングを含
め、イベントを検出して回復する機能を提供します。

オンボード障害ロギング
永続ストレージに障害データを記録するように、デバイスを設定できます。あとで記録されたデー

タを取得して表示し、分析できます。この On-Board Failure Logging（OBFL:オンボード障害ロギ
ング）機能は、障害および環境情報をモジュールの不揮発性メモリに保管します。この情報は、

障害モジュールの分析に役立ちます。

SPAN
イーサネットスイッチドポートアナライザ（SPAN）を設定すると、デバイスの入出力トラフィッ
クをモニタできます。SPANの機能を使用すると、送信元ポートから宛先ポートへのパケットを
複製できます。

ERSPAN
Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN）は、IPネットワークでミラーリングされた
トラフィックを転送するために使用します。ERSPANは異なるスイッチ上の送信元ポート、送信
元VLAN、および宛先をサポートし、ネットワーク上にある複数のスイッチのリモートモニタリ
ングを可能にします。ERSPANは、スイッチ間でトラフィックを伝送するために、総称ルーティ
ングカプセル化（GRE）を使用します。

ERSPANは、ERSPAN送信元セッション、ルーティング可能な ERSPAN GREカプセル化トラ
フィック、およびERSPAN宛先セッションで構成されています。異なるスイッチでERSPAN送信
元セッションおよび宛先セッションを個別に設定します。
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ERSPAN送信元セッションを 1台のスイッチ上で設定するには、送信元ポートまたは VLANの
セットを、宛先 IPアドレス、ERSPAN ID番号、および仮想ルーティングおよび転送（VRF）名
に対応付けます。ERSPAN宛先セッションを別のスイッチ上で設定するには、宛先を送信元 IPア
ドレス、ERSPAN ID番号、および VRF名に対応付けます。ERSPAN送信元セッションは、送信
元ポートまたは送信元VLANからのトラフィックをコピーし、このトラフィックを、ルーティン
グ可能な GREカプセル化パケットを使用して ERSPAN宛先セッションに転送します。ERSPAN
宛先セッションはトラフィックを宛先へスイッチングします。

LLDP
リンク層検出プロトコル（LLDP）はベンダーに依存しない、単一方向のデバイスディスカバリ
プロトコルです。このプロトコルでは、ネットワーク上の他のデバイスにネットワークデバイス

から固有の情報をアドバタイズできます。このプロトコルはデータリンク層で動作するため、異

なるネットワーク層プロトコルが稼働する 2つのシステムで互いの情報を学習できます。LLDP
はグローバルに、またはインターフェイスごとにイネーブルにすることができます。

NetFlow
NetFlowは入力 IPパケットと出力 IPパケットの両方について、パケットフローを識別し、各パ
ケットフローに基づいて統計情報を提供します。NetFlowのためにパケットやネットワーキング
デバイスを変更する必要はありません。

FabricPath
FabricPathは高度な回復力を持ち、スケーラブルなレイヤ2ファブリックを構築するためにレイヤ
3ルーティングの利点をレイヤ 2スイッチネットワークに適用します。システムマネージャは、
FabricPathリソース処理の開始とハートビートのモニタリングを実行します。

EEE
Energy Efficient Ethernet (EEE)は、アイドル時間にイーサネットネットワークの消費電力を減らす
ように設計された IEEE802.3azの標準です。低電力アイドル（LPI）モードをサポートするデバイ
スで EEEをイネーブルにできます。このようなデバイスは、低い使用率のときに LPIモードを開
始して、電力を節約できます。LPIモードでは、リンクの両端にあるシステムは、特定のサービ
スをシャットダウンして、電力を節約できます。EEEは上位層プロトコルおよびアプリケーショ
ンに対して透過的であるように、LPIモードに移行したり、LPIモードから移行する必要があるプ
ロトコルを提供します。
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トラブルシューティング機能
CiscoNX-OSには ping、traceroute、Ethanalyzer、BlueBeacon機能など、さまざまなトラブルシュー
ティングツールが揃っています。

サービスで障害が発生すると、システムは障害の原因を判定するために使用できる情報を生成し

ます。次の情報ソースが使用可能です。

•サービスの再起動によって、LOG_ERRレベルの Syslogメッセージが生成されます。

• SmartCallHomeサービスがイネーブルになっている場合は、サービスの再起動によってSmart
Call Homeイベントが生成されます。

• SNMPトラップがイネーブルになっている場合、サービスが再起動されると、SNMPエージェ
ントはトラップを送信します。

•サービスの障害がローカルモジュール上で発生した場合は、そのモジュール内でshowprocesses
logコマンドを入力することで、イベントのログを表示できます。プロセスのログは、スー
パーバイザのスイッチオーバーまたはリセット後も保持されます。

•サービスの障害が発生すると、システムのコアイメージファイルが生成されます。最新の
コアイメージを表示するには、アクティブなスーパーバイザ上で showcoresコマンドを入力
します。スーパーバイザのスイッチオーバーおよびリセットが生じると、コアファイルは保

持されません。ただし、systemcoresコマンドを入力し、ファイル転送ユーティリティTrivial
File Transfer Protocol（TFTP）を使用して、コアファイルを外部サーバへエクスポートするよ
うシステムを設定できます。

• CISCO-SYSTEM-MIBには、コアのテーブルが含まれています（cseSwCoresTable）。
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第 3 章

CFS の設定

この章では、設定変更を含むデータをネットワークのすべてのCiscoNX-OSデバイスに配信する
シスコ独自の機能、Cisco Fabric Services（CFS）の使い方を説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 21 ページ

• CFSについて, 22 ページ

• CFSのライセンス要件, 26 ページ

• CFSの前提条件, 26 ページ

• CFSの注意事項と制約事項, 26 ページ

• CFSのデフォルト設定, 27 ページ

• CFS配信の設定, 28 ページ

• CFS設定の確認, 47 ページ

• CFSに関する追加情報, 48 ページ

• CFSの機能の履歴, 49 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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CFS について
Cisco Fabric Services（CFS）を使用して、1台のシスコデバイスとネットワークの他のすべてのシ
スコデバイスにコンフィギュレーションを配信し、同期させることができます。CFSを使用する
と、ネットワークの設定と動作に一貫性をもたせ、ほとんどの場合、同じ設定と動作を維持でき

ます。

CFS を使用して設定変更を配信するアプリケーション
CFSは、次の表に記載するアプリケーションの設定変更を配信します。

表 2：CFS がサポートするアプリケーション

デフォルトの状態アプリケーション

イネーブルデバイスエイリアス

イネーブルDPVM

ディセーブルFCドメイン

ディセーブルFCポートセキュリティ

ディセーブルFCタイマー

ディセーブルIVRivr

ディセーブルNTP

ディセーブルRADIUS

ディセーブルRSCN

ディセーブルSmart Call Home

ディセーブルTACACS+

ディセーブルユーザロール

CFS 配信
CFSはネットワーク全体に存在する複数のデバイスにコンフィギュレーションの変更を配信しま
す。CFSでは、次のタイプの配信がサポートされています。

• CFS over Ethernet（CFSoE）：イーサネットネットワーク上でアプリケーションデータを配
信します。

• CFS over IP（CFSoIP）：IPv4ネットワーク上でアプリケーションデータを配信します。
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• CFS over Fibre Channel（CFSoFC）：仮想ストレージエリアネットワーク（VSAN）などの
ファイバチャネル上でアプリケーションデータを配信します。デバイスがファイバチャネ

ルポートを使用してプロビジョニングされる場合、CFSoFCはデフォルトでイネーブルで
す。

Cisco NX-OS Release 5.2以降では、ファイバチャネルのトラフィックが物理的イーサネット
リンクを介してカプセル化されることを可能にする Fibre Channel over Ethernet（FCoE）を設
定できます。Cisco Nexus 7000シリーズスイッチで FCoEを実行するには、専用のストレー
ジ仮想デバイスコンテキスト（VDC）を設定する必要があります。FCoEがデバイスでイネー
ブルになっている場合、CFSoFCサービスを使用できます。ストレージ VDCで CFS配信が
イネーブルにされる必要があるアプリケーションはこの章全体の設定手順で示されていま

す。FCoEおよびストレージVDCの詳細については、『CiscoNX-OSFCoEConfigurationGuide
for Cisco Nexus 7000 and CiscoMDS 9500』および『CiscoNexus 7000 Series NX-OSVirtual Device
Context Configuration Guide』を参照してください。

特に明記されていない限り、この章の情報はすべて、CFSoIPと CFSoFCの両方に適用されま
す。

（注）

CFS の配信モード
CFSでは異なる機能要件をサポートするために、3つの配信モードをサポートします。常に 1つ
のモードだけを適用できます。

•非協調型配信：ピアと競合しないことが期待される情報を配信します。1つのアプリケーショ
ンで、複数の非協調型配信が可能です。

•協調型配信：複数のデバイス（たとえばポートセキュリティ設定）で操作および配信できる
情報を配信します。協調型配信は、いかなる時も 1つのアプリケーション配信だけ適用でき
ます。CFSはロックを使用してこの機能を実行します。ネットワーク内のいずれかの場所に
あるアプリケーションによってロックが取得されている場合、協調型配信を開始できませ

ん。協調型配信は、次の 3段階で構成されています。

•ネットワークロックが取得されます。

•設定が配信され、コミットされます。

•ネットワークロックが解除されます。

CFSは、アプリケーションからの介入またはアプリケーションによる完全な制御なしに、ア
プリケーションリクエストへの応答としてこれらの段階を実行できます。

•制限なしの非協調型配信：既存の協調型配信がある場合に複数の並行配信を可能にします。
無制限の非協調型配信は、他のすべての配信タイプの配信と同時に実行できます。
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混合ファブリック内での CFS の接続性
CFSは、Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ、Cisco Nexus 5000シリーズスイッチ、および Cisco
MDS 9000スイッチ上でも動作するインフラストラクチャコンポーネントです。混合ファブリッ
ク内のさまざまなプラットフォーム（Cisco Nexus 9000シリーズ、Cisco Nexus 7000シリーズ、
Cisco Nexus 5000シリーズ、Cisco MDS 9000スイッチなど）は、相互に情報をやりとりすること
ができます。

CFSoIPを使用して、各CFSクライアントは他のプラットフォーム上で動作しているそれぞれのイ
ンスタンスと通信することもできます。定義されたドメインと配信スコープの範囲内で、CFSは
クライアントのデータと設定を他のプラットフォーム上で動作しているピアに配信できます。

3種類すべてのプラットフォームで CFSoIPと CFSoFCの両方がサポートされています。ただし、
Cisco Nexus 7000シリーズと Cisco Nexus 5000シリーズのスイッチでは、CFSoFCが動作するため
に、FCまたは FCoEプラグインおよび対応する設定が必要になります。CiscoMDS 9000スイッチ
では、両方のオプションがデフォルトで使用可能になっています。

一部のアプリケーションは、異なるプラットフォーム上で動作しているそれらのインスタンス

と互換性がありません。そのため、設定をコミットする前に、CFS配信に関するクライアント
の注意事項を注意深く読むことを推奨します。

（注）

Cisco Nexus 7000シリーズ、Cisco Nexus 5000シリーズ、および Cisco MDS 9000スイッチ用 CFS
についての詳細は、『Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OSシステム管理コンフィギュレーションガ
イド』、『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』、および『Cisco
MDS 9000 Family NX-OS System Management Configuration Guide』をそれぞれ参照してください。

CFS 結合のサポート
アプリケーションは CFSを通して、設定をファブリック内で継続的に同期します。このような 2
つのファブリックが相互に到達可能になった場合、CFSはマージをトリガーします。これらの 2
つのファブリック内の設定情報セットが異なっている時は、マージイベント中に調停する必要が

あります。CFSは、アプリケーションピアがオンラインになるたびに通知を送信します。Mのア
プリケーションピアを持つファブリックが Nのアプリケーションピアを持つ別のファブリック
と結合し、アプリケーションが各通知でマージアクションをトリガーすると、リンクアップイベ

ントの結果としてファブリック内のMxNマージが発生します。

CFSは、CFSレイヤでマージの複雑性に対処することで必要とされるマージ数を 1つに減らすプ
ロトコルをサポートしています。このプロトコルは、スコープ単位でアプリケーションごとに稼

働します。プロトコルには、ファブリックのマージマネージャとしてそのファブリック内から 1
つのデバイスを選択する作業が伴います。他のデバイスは、マージプロセスにおいて役割を担い

ません。

2つのネットワークのマージ処理中に、指定されたマネージャどうしでコンフィギュレーション
データベースが交換されます。一方のアプリケーションによりデータベースがマージされ、マー

ジが成功したかどうかが判断され、他のすべてのデバイスに通知されます。
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マージが成功すると、マージされたデータベースは統合されたファブリックの全デバイスに配信

され、新しいファブリック全体が一貫性のある状態のままとなります。

ネットワークのロック

CFSのインフラストラクチャを使用するアプリケーションを設定する場合、このアプリケーショ
ンは CFSセッションを開始し、ネットワークをロックします。ネットワークがロックされた場
合、このアプリケーションへの設定変更は、デバイスソフトウェアにより、ロックを保持してい

るデバイスだけから行えます。別のデバイスからアプリケーションへの設定変更を行う場合、ロッ

クされているステータスを知らせるメッセージがデバイスから発行されます。設定変更は、該当

アプリケーションによって保留データベースに保持されます。

ネットワークロックを要求するCFSセッションを開始し、セッションを終了するのを忘れた場合
は、管理者がそのセッションをクリアできます。いつでもネットワークをロックした場合、ユー

ザ名は再起動およびスイッチオーバーを行っても保持されます。（同じマシン上で）別のユーザ

が設定タスクを実行しようとしても、拒否されます。

CFS リージョン
CFSリージョンとは、ある機能またはアプリケーションに対してユーザが定義したデバイスのサ
ブセットです。通常、互いに近くに存在するデバイスに基づいて配信をローカライズまたは制限

する場合にリージョンを定義します。多数の地域で別々の管理者がデバイスのサブセットを担当

するネットワークの場合、CFSリージョンを設定して、アプリケーションの範囲を管理できます。

CFSリージョンは、0～ 200の数字で識別されます。リージョン 0はデフォルトリージョンとし
て予約され、ネットワーク内のすべてのデバイスが含まれます。1～ 200のリージョンを設定で
きます。

アプリケーションを移動する（つまり新しいリージョンに割り当てる）場合、その範囲はその

リージョンに制限され、他のすべてのリージョンは配信やマージの対象外となります。アプリ

ケーションへのリージョンの割り当ては、配信において初期のスコープよりも優先されます。

（注）

複数のアプリケーションの設定を配信するように CFSリージョンを設定できます。ただし、1台
のデバイスで、特定のアプリケーションのコンフィギュレーションを配信するために設定できる

CFSリージョンは一度に 1つに限られます。アプリケーションを CFSリージョンに割り当てた場
合、この設定を別の CFSリージョン内に配信できません。

ハイアベイラビリティ

CFSのステートレスリスタートがサポートされています。リブート後またはスーパーバイザス
イッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。ハイアベイラビリティの詳

細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』を参照し
てください。
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CFS のライセンス要件
ライセンス要件製品

CFSにはライセンスは不要です。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

CFS の前提条件
CFSの前提条件は、次のとおりです。

• CFSはデフォルトでイネーブルです。ファブリック内のすべてのデバイスでCFSをイネーブ
ルに設定しないと配信は受信されません。

•アプリケーションに対してCFSがディセーブルになっていると、そのアプリケーションから
コンフィギュレーションは配信されず、ファブリック内の他のデバイスからの配信も受け取

ることができません。

CFS の注意事項と制約事項
CFSに関するコンフィギュレーションの注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•デバイスで仮想ポートチャネル（vPC）機能がイネーブルになっている場合、CFSoEをディ
セーブルにしないでください。

vPC機能を動作させるには、CFSoEをイネーブルにする必要があります。（注）

•同様のマルチキャストアドレスを持つ CFSoIPがイネーブルになっているすべてのデバイス
は 1つの CFSoIPファブリックを形成します。

•設定するアプリケーションについて CFSがイネーブルになっていることを確認してくださ
い。

•ファブリックをロックすると、リスタートとスイッチオーバーにわたってユーザ名が記憶さ
れます。

•ファブリックをロックすると、他のユーザによるコンフィギュレーションの変更の試みは拒
否されます。
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•ファブリックのロック中、アプリケーションでは実行コンフィギュレーションではなく保留
データベースまたは一時ストレージにコンフィギュレーションの変更の作業コピーが保持さ

れます。

•まだコミットされていない設定の変更内容（まだ作業中のコピーとして保存されている）
は、実行コンフィギュレーションには存在せず、showコマンドの出力には表示されません。

•ファブリックのロックが必要な CFSセッションを開始した後に、セッションが終了されな
かった場合、管理者はセッションをクリアできます。

•以前コンフィギュレーションの変更が行われていない場合は、空のコミットを行えます。こ
の場合、commitコマンドにより、ロックを取得し、現在のデータベースを配信するセッショ
ンが作成されます。

• commitコマンドは、ファブリックロックが取得されたデバイスだけで使用できます。

• CFSoIPと CFSoEの同時使用はサポートされません。

• CFSリージョンは、CFSoIPアプリケーションにのみ適用できます。

• Cisco MDS 9500シリーズスイッチと、Cisco Nexus 7000シリーズスイッチに設定されている
ストレージ VDC間ではユーザロール設定を配信できません。この配信を防ぐには、Cisco
MDSおよび Cisco Nexus 7000ストレージVDCのユーザロール設定を異なる CFSリージョン
にを割り当てます。

CFS のデフォルト設定
表 3：デフォルトの CFS パラメータ

デフォルトパラメータ

イネーブルデバイスでの CFS配信

ディセーブルCFSoIP

239.255.70.83IPv4マルチキャストアドレス

FCoEがある場合、イネーブルCFSoFC

ディセーブルCFSoE
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CFS 配信の設定

アプリケーションの CFS 配信のイネーブル化

CFS をイネーブルにして Smart Call Home 設定を配信する
ネットワーク内のすべての Cisco NX-OSデバイスに Call Homeコンフィギュレーションを配信す
るようにCFSをイネーブルにできます。デバイスプライオリティと sysContact名を除くCallHome
コンフィギュレーション全体が配信されます。

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   

Call Homeコンフィギュレーションモードを開
始します。

switch(config)# callhomeステップ 2   

CFSをイネーブルにして、Smart CallHome設定
のアップデートを配信します。

switch(config-callhome)#
distribute

ステップ 3   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配
信ステータスを表示します。

switch(config-callhome)#
showapplication-namestatus

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-callhome)# 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。

switch# configure terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# distribute
switch(config-callhome)# show callhome status
Distribution : Enabled
switch(config-callhome)# copy running-config startup-config

CFS をイネーブルにしてデバイスエイリアス設定を配信する
ファブリック内のすべてのCiscoNX-OSデバイスを通してデバイスエイリアスデータベースを一
貫して管理および維持するために、デバイスエイリアス設定を配信するようにCFSをイネーブル
にできます。
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はじめる前に

ストレージ VDC内にいることを確認します。ストレージ VDCに切り替えるには、switchto vdc
fcoeコマンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイスエイリアス設定アップデートを配信す

るように CFSをイネーブルにします。
switch(config)# device-alias
distribute

ステップ 2   

（任意）

CFS配信ステータスを表示します。
switch(config)# show cfs
application

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、CFSでのデバイスエイリアスコンフィギュレーションの配信をイネーブルにする例を示し
ます。

switch(config)# device-alias distribute
switch(config)# show cfs application
----------------------------------------------
Application Enabled Scope
----------------------------------------------
device-alias Yes Physical-fc
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして DPVM 設定を配信する
ファブリック内のすべてのCisco NX-OSデバイスを通してDPVMデータベースを一貫して管理お
よび維持するために、動的ポートVSANメンバーシップ（DPVM）設定を配信するように CFSを
イネーブルにできます。

はじめる前に

ストレージ VDC内にいることを確認します。ストレージ VDCに切り替えるには、switchto vdc
fcoeコマンドを使用します。

DPVM機能をイネーブルにする必要があります。これを実行するには、feature dpvmコマンドを
使用します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

CFSをイネーブルにして、DPVM設定のアップ
デートを配信します。

switch(config)# dpvm distributeステップ 2   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配
信ステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namestatus

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。

CFSをイネーブルにして、DPVMコンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# dpvm distribute
switch(config)# show dpvm status
Distribution is enabled.
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして FC ドメイン設定を配信する
CFSをイネーブルにして、単一の Cisco NX-OSデバイスのコンソールからのファブリック全体で
設定を同期するため、また VSAN内のすべてのデバイス上の許可されるドメイン IDリストの一
貫性を保証するためにファイバチャネル（FC）ドメイン設定を配信できます。

はじめる前に

ストレージ VDC内にいることを確認します。ストレージ VDCに切り替えるには、switchto vdc
fcoe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   

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
30

CFS の設定
アプリケーションの CFS 配信のイネーブル化



目的コマンドまたはアクション

CFSをイネーブルにして、FCドメインコンフィ
ギュレーションのアップデートを配信します。

switch(config)# fcdomain
distribute

ステップ 2   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配信
ステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namestatus

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。

CFSをイネーブルにして、FCドメインコンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# fcdomain distribute
switch(config)# show fcdomain status
fcdomain distribution is enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして FC ポートセキュリティ設定を配信する
CFSをイネーブルにして、VSAN内のファブリック全体に対する単一の設定ポイントを提供する
ため、またファブリック全体でポートセキュリティポリシーを適用するためにファイバチャネ

ル（FC）ポートセキュリティ設定を配信できます。

はじめる前に

ストレージ VDC内にいることを確認します。ストレージ VDCに切り替えるには、switchto vdc
fcoeコマンドを使用します。

FCポートセキュリティ機能をイネーブルにする必要があります。これを実行するには、feature
fc-port-security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

CFSをイネーブルにして、FCポートセキュリ
ティコンフィギュレーションのアップデートを

配信します。

switch(config)# fc-port-security
distribute

ステップ 2   

（任意）

CFS配信ステータスを表示します。
switch(config)# show cfs
application

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。

CFSをイネーブルにして、FCポートセキュリティコンフィギュレーションを配信する例を示し
ます。

switch(config)# fc-port-security distribute
switch(config)# show cfs application
----------------------------------------------
Application Enabled Scope
----------------------------------------------
fc-port-securi Yes Logical
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして FC タイマー設定を配信する
CFSをイネーブルにして、ファブリック内のすべての Cisco-NX-OSデバイスに対してファイバ
チャネル（FC）タイマー設定を配信できます。

はじめる前に

ストレージ VDC内にいることを確認します。ストレージ VDCに切り替えるには、switchto vdc
fcoe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   

CFSをイネーブルにして、FCタイマーコンフィ
ギュレーションのアップデートを配信します。

switch(config)# fctimer
distribute

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）

指定されたアプリケーションについて、CFS配信
ステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namestatus

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。

CFSをイネーブルにして、FCタイマーコンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# fctimer distribute
switch(config)# show fctimer status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして IVR 設定を配信する
CFSをイネーブルにして、効率的な IVR設定管理を実現するため、またVSAN内のファブリック
全体に対する単一ポイントを提供するために内部 VSANルーティング（IVR）設定を配信できま
す。

はじめる前に

ストレージ VDC内にいることを確認します。ストレージ VDCに切り替えるには、switchto vdc
fcoeコマンドを使用します。

Advanced SAN Servicesライセンスをインストールする必要があります。

IVR機能をイネーブルにする必要があります。これを実行するには、feature ivr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   

CFSをイネーブルにして、IVR設定のアップデー
トを配信します。

switch(config)# ivr distributeステップ 2   

ファブリック内のすべての IVR対応ス
イッチ上で IVR配信をイネーブルにする
必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

CFS配信ステータスを表示します。
switch(config)# show cfs
application

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   

CFSをイネーブルにして、IVRコンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# ivr distribute
switch(config)# show cfs application
----------------------------------------------
Application Enabled Scope
----------------------------------------------
ivr Yes Physical-fc
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして NTP 設定を配信する
ネットワーク内のすべてのCisco NX-OSデバイスにNTPコンフィギュレーションを配信するよう
に CFSをイネーブルにできます。

はじめる前に

NTP機能をイネーブルにします（feature ntpコマンドを使用）。

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   

CFSをイネーブルにして、NTPコンフィギュレー
ションのアップデートを配信します。

switch(config)# ntp distributeステップ 2   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配信
ステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namestatus

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。
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目的コマンドまたはアクション

switch# configure terminal
switch(config)# ntp distribute
switch(config)# show ntp status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

CFS をイネーブルにして RADIUS 設定を配信する
ネットワーク内のすべての Cisco NX-OSデバイスに RADIUSコンフィギュレーションを配信する
ように CFSをイネーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

CFSをイネーブルにして、RADIUS設定のアッ
プデートを配信します。

switch(config)# radius distributeステップ 2   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配
信ステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namestatus

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。

switch# configure terminal
switch(config)# radius distribute
switch(config)# show radius status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

CFS をイネーブルにして RSCN 設定を配信する
CFSをイネーブルにして、ファブリック内のすべての Cisco NX-OSデバイスに対して登録状態変
更通知（RSCN）設定を配信できます。
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はじめる前に

ストレージ VDC内にいることを確認します。ストレージ VDCに切り替えるには、switchto vdc
fcoe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   

CFSをイネーブルにして、RSCN設定のアップ
デートを配信します。

switch(config)# rscn distributeステップ 2   

（任意）

CFS配信ステータスを表示します。
switch(config)# show cfs
application

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。

CFSをイネーブルにして、RSCNコンフィギュレーションを配信する例を示します。

switch(config)# rscn distribute
switch(config)# show cfs application
----------------------------------------------
Application Enabled Scope
----------------------------------------------
rscn Yes Logical
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

CFS をイネーブルにして TACACS+ 設定を配信する
ネットワーク内のすべての Cisco NX-OSデバイスに TACACS+コンフィギュレーションを配信す
るように CFSをイネーブルにできます。

はじめる前に

TACACS+機能をイネーブルにします（feature tacacs+コマンドを使用）。
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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   

CFSをイネーブルにして、TACACS+設定のアッ
プデートを配信します。

switch(config)# tacacs+
distribute

ステップ 2   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配
信ステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namestatus

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。

switch# configure terminal
switch(config)# tacacs+ distribute
switch(config)# show tacacs+ status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

CFS をイネーブルにしてユーザロール設定を配信する
ネットワーク内のすべてのCiscoNX-OSデバイスにユーザロールコンフィギュレーションを配信
するように CFSをイネーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

CFSをイネーブルにしてユーザロール設定を配
信します。

switch(config)# role distributeステップ 2   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配
信ステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namestatus

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   
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目的コマンドまたはアクション

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

switch# configure terminal
switch(config)# role distribute
switch(config)# show role status
Distribution : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

CFS 配信モードの指定
イーサネットまたは IPv4での CFS配信モードを指定して有効にできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイス上のすべてのアプリケーションに対する

イーサネットまたは IPv4を介した CFS配信をグ
ローバルにイネーブルにします。

switch(config)# cfs {eth | ipv4}
distribute

ステップ 2   

（任意）

配信モードを含む CFSの現在の状態を表示しま
す。

switch(config)# show cfs status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。

switch# configure terminal
switch(config)# cfs ipv4 distribute
switch(config)# show cfs status
Distribution : Enabled
Distribution over IP : Disabled
Distribution over Ethernet : Enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
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CFSoIP の IP マルチキャストアドレスの設定
ネットワークトポロジの変更を検出するキープアライブメカニズムなど、CFSプロトコル固有の
配信では、IPマルチキャストアドレスを使用して情報を送受信します。CFSoIPv4の配信に使用
する IPマルチキャストアドレスを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイス上のすべてのアプリケーションに対して

CFSoIP配信をグローバルにディセーブルにします。
switch(config)# no cfs ipv4
distribute

ステップ 2   

マルチキャストアドレスを変更する前に、

CFSoIPをディセーブルにする必要があり
ます。

（注）

IPv4を介したCFS配信のマルチキャストアドレスを
設定します。有効な IPv4アドレスの範囲は239.255.0.0

switch(config)# cfs ipv4
mcast-addressip-address

ステップ 3   

～ 239.255.255.255および 239.192/16～ 239.251/16で
す。

デバイス上のすべてのアプリケーションに対して

CFSoIP配信をグローバルにイネーブルにします。
switch(config)# cfs ipv4
distribute

ステップ 4   

（任意）

イネーブルかどうか、IPモード、マルチキャストア
ドレスなど、CFSの現在の状態を表示します。

switch(config)# show cfs
status

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   

switch# configure terminal
switch(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network.
Are you sure? (y/n) [n] y
switch(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y
switch(config)# cfs ipv4 distribute
switch(config)# show cfs status
Distribution : Enabled
Distribution over IP : Enabled - mode IPv4
IPv4 multicast address : 239.255.1.1
switch(config)# copy running-config startup-config
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CFS リージョンの設定

CFS リージョンの作成
CFSリージョンを作成し、Smart Call Homeなどのアプリケーションを追加できます。

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   

リージョンを作成し、指定されたリージョ

ンのコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)#cfs regionregion-numberステップ 2   

指定されたリージョンに対して、指定ア

プリケーションを追加します。

switch(config-cfs-region)#application-nameステップ 3   

（任意）

設定されたすべてのリージョンとアプリ

ケーションを表示しますが、ピアは表示

されません。

switch(config-cfs-region)#show cfs regions
brief

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

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

ステップ 5   

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# configure terminal
switch(config)# cfs region 4
switch(config-cfs-region)# callhome
switch(config-cfs-region)# show cfs regions brief
---------------------------------------
Region Application Enabled
---------------------------------------
4 callhome yes
switch(config-cfs-region)# copy running-config startup-config

別の CFS リージョンへのアプリケーションの移動
アプリケーションを異なるリージョンに移動できます。たとえば、NTPをエリア 1からエリア 2
に移動できます。
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アプリケーションを移動すると、その範囲は新しいリージョンに制限されます。配信用または

マージ用の他のすべてのリージョンを無視します。

（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   

指定したリージョンの設定モードを開始し

ます。

switch(config)# cfs
regionregion-number

ステップ 2   

移動するアプリケーションを指定します。switch(config-cfs-region)#
application-name

ステップ 3   

（任意）

指定されたアプリケーションのピアおよび

リージョン情報を表示します。

switch(config-cfs-region)# show cfs
regions nameapplication-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。

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

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# cfs region 2
switch(config-cfs-region)# callhome
switch(config-cfs-region)# show cfs regions name callhome
Region-ID : 2
Application: callhome
Scope : Physical-fc-ip
-------------------------------------------------------------------------
Switch WWN IP Address
-------------------------------------------------------------------------
20:00:00:22:55:79:a4:c1 172.28.230.85 [Local]
switch
Total number of entries = 1
switch(config-cfs-region)# copy running-config startup-config

CFS リージョンからのアプリケーションの削除
アプリケーションをリージョンから削除できます。アプリケーションをリージョンから削除する

ことは、アプリケーションをデフォルトリージョンに戻すことと同じです。通常、デフォルトの

領域は領域 0です。このアクションにより、ファブリック全体がアプリケーションの配信範囲に
なります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

指定したリージョンの設定モードを開始

します。

switch(config)# cfs
regionregion-number

ステップ 2   

指定されたアプリケーションをリージョ

ンから削除します。

switch(config-cfs-region)#
noapplication-name

ステップ 3   

（任意）このリージョンから削除するアプリ

ケーションごとにステップ3を繰り
返します。

ステップ 4   

（任意）

設定されたすべてのリージョンとアプリ

ケーションを表示しますが、ピアは表示

されません。

switch(config-cfs-region)# show cfs
regions brief

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコピー

します。

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

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# cfs region 2
switch(config-cfs-region)# no ntp
switch(config-cfs-region)# show cfs regions brief
---------------------------------------
Region Application Enabled
---------------------------------------
4 tacacs+ yes
6 radius yes
switch(config-cfs-region)# copy running-config startup-config

CFS リージョンの削除
リージョンを削除し、リージョン内のすべてのアプリケーションをデフォルトリージョンに戻す

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

グ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   

この操作によってリージョン内のすべてのアプリ

ケーションがデフォルトリージョンに移されること

switch(config)# no cfs
regionregion-number

ステップ 2   

を伝える警告が表示されたあと、指定されたリー

ジョンが削除されます。

リージョンの削除後、グローバルコン

フィギュレーションモードに戻ります。

（注）

（任意）

設定されたすべてのリージョンとアプリケーション

を表示しますが、ピアは表示されません。

switch(config)# show cfs
regions brief

ステップ 3   

（任意）

ローカルアプリケーション情報を名前別に表示しま

す。

switch(config)# show cfs
application
nameapplication-name

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 5   

switch# configure terminal
switch(config)# no cfs region 4
WARNING: All applications in the region will be moved to default region.
Are you sure? (y/n) [n] y
switch(config)# show cfs regions brief
---------------------------------------
Region Application Enabled
---------------------------------------
6 callhome no
switch(config)# show cfs application name callhome
Enabled : Yes
Timeout : 20s
Merge Capable : Yes
Scope : Physical-fc-ip
Region : Default
switch(config)# copy running-config startup-config

CFS 設定の作成と配信
アプリケーションのコンフィギュレーションの変更を作成し、その変更をアプリケーションピア

に配信できます。
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変更をコミットしない場合、変更は配信されず、アプリケーションピアデバイスの実行コン

フィギュレーションに保存されません。

注意

配信されたアプリケーションピアデバイスごとに変更をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存しない場合、変更は実行コンフィギュレーションだけに保持されます。

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   

CFSが指定されたアプリケーション名のセッション
を開始し、ファブリックをロックすることを指定し

ます。

switch(config)#
application-name

ステップ 2   

コンフィギュレーションの変更が作業コピーとして

保存され、commitコマンドを入力するまで実行コン
switch(config-callhome)#
application-command

ステップ 3   

フィギュレーションには保存されないことを指定し

ます。

（任意）追加するコンフィギュレー

ションコマンドごとにス

テップ 3を繰り返します。

ステップ 4   

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFS配信ス
テータスを表示します。

switch(config-callhome)#
showapplication-namestatus

ステップ 5   

CFSは、コンフィギュレーションの変更を各アプリ
ケーションピアデバイスの実行コンフィギュレー

switch(config-callhome)#
commit

ステップ 6   

ションに配信します。1台以上の外部デバイスが成
功のステータスを報告すると、ソフトウェアは実行

コンフィギュレーションをCFS作業コピーからの変
更で上書きし、ファブリックロックを解放します。

成功のステータスを報告する外部デバイスがない場

合、変更は行われず、ファブリックロックがそのま

ま適用されます。
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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-callhome)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

switch# configure terminal
switch(config)# snmp-server contact personname@companyname.com
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# email-contact admin@Mycompany.com
switch(config-callhome)# phone-contact +1-800-123-4567
switch(config-callhome)# street-address 123 Anystreet st. Anytown,AnyWhere
switch(config-callhome)# show callhome status
Distribution : Enabled
switch(config-callhome)# commit
switch(config-callhome)# copy running-config startup-config

ロック済みセッションのクリア

ファブリック内のデバイスから、アプリケーションによって設定されたロックをクリアできます。

ファブリックのロックをクリアすると、そのファブリック内のデバイスで保留されているコン

フィギュレーションは破棄されます。

注意

はじめる前に

ロックを解放するには、管理者権限が必要です。

手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

現在のアプリケーションの状態を表示します。

switch# show application-name
status

ステップ 1   

アプリケーションコンフィギュレーションセッ

ションをクリアし、ファブリックのロックをク

switch# clear application-name
session

ステップ 2   

リアします。保留中の変更はすべて破棄されま

す。

（任意）

現在のアプリケーションの状態を表示します。

switch# show application-name
status

ステップ 3   

switch# show ntp status
Distribution : Enabled
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Last operational state: Fabric Locked
switch# clear ntp session
switch# show ntp status
Distribution : Enabled
Last operational state: No session

CFS 設定の破棄
コンフィギュレーションの変更を破棄して、ロックを解放できます。

設定変更を廃棄する場合、アプリケーションは保留データベースを消去し、ファブリック内の

ロックを解除します。

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   

アプリケーション設定を打ち切り、設定変更を破

棄し、CFSセッションを閉じ、ファブリックロッ
クを解除します。

switch(config)#
application-nameabort

ステップ 2   

abortコマンドは、ファブリックロック
を取得したデバイスだけでサポートされ

ます。

（注）

（任意）

指定されたアプリケーションについて、CFSセッ
ションのステータスを表示します。

switch(config)#
showapplication-namesession
status

ステップ 3   

switch# configure terminal
switch(config)# ntp abort
This will prevent CFS from distributing the configuration to other switches.
Are you sure? (y/n) [n] y
switch(config)# show ntp session status
Last Action Time Stamp : Wed Aug 14 16:07:25 2013
Last Action : Abort
Last Action Result : Success
Last Action Failure Reason : none

CFS 配信のグローバルなディセーブル化
デバイスに対する CFS配信をディセーブルにして、物理的な接続を維持しながら、CFSを使用し
てファブリック全体の配信からアプリケーションを分離できます。デバイスで CFSをグローバル
にディセーブルにすると、デバイスに対するCFSの操作が制限され、すべてのCFSコマンドは、
デバイスが物理的に分離されているかのように機能し続けます。
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はじめる前に

仮想ポートチャネル（vPC）機能をイネーブルにすると、IP配信だけがディセーブルになります。
CFS配信をディセーブルにする前に、vPCをディセーブルにする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイス上のすべてのアプリケーションに対して

CFS配信をグローバルにディセーブルにします。
switch(config)# no cfs
distribute

ステップ 2   

（任意）

デバイスに対するグローバルなCFS配信ステータ
スを表示します。

switch(config)# show cfs status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。

switch# configure terminal
switch(config)# no cfs distribute
This will prevent CFS from distributing the configuration to other switches.
Are you sure? (y/n) [n] y
switch(config)# show cfs status
Distribution : Disabled
Distribution over IP : Disabled
IPv4 multicast address : 239.255.70.83
Distribution over Ethernet : Disabled
switch(config)# copy running-config startup-config

CFS 設定の確認
目的コマンド

最終アクション、結果、失敗した場合はその理

由を含む、コンフィギュレーションセッション

ステータスを表示します。

show application-name session status

指定されたアプリケーションについて、CFS配
信ステータスを表示します。

show application-name status

現在CFSがイネーブルのアプリケーションを表
示します。

show cfs application
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目的コマンド

特定のアプリケーションについて、イネーブル

またはディセーブルの状態、CFSで登録された
タイムアウト、CFSでマージサポートが登録さ
れている場合のマージ機能、配信範囲、配信

リージョンなどの詳細を表示します。

show cfs application name application-name

メモリの統計情報、イベント履歴など、CFS内
部の情報を表示します。

show cfs internal

すべてのアクティブロックを表示します。show cfs lock

特定のアプリケーションのマージステータスを

表示します。

show cfs merge status name name [detail]

物理ファブリックのすべてのピアを表示しま

す。

show cfs peers

ピアおよびリージョンの情報とともにすべての

アプリケーションを表示します。

show cfs regions

デバイスでの CFS配信のステータスと IP配信
情報を表示します。

show cfs status

CFSロギングのコンフィギュレーションを表示
します。

show logging level cfs

CFSの問題解決時にテクニカルサポートが必要
とするCFSコンフィギュレーションに関する情
報を表示します。

show tech-support cfs

CFS に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

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

CFS CLIコマンド

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
48

CFS の設定
CFS に関する追加情報



マニュアルタイトル関連項目

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

デバイスエイリアスの CFSコンフィギュレーション

DPVMの CFSコンフィギュレーション

FCドメインの CFSコンフィギュレーション

FCポートセキュリティの CFSコンフィギュレーション

FCタイマーの CFSコンフィギュレーション

IVRの CFSコンフィギュレーション

RSCNの CFSコンフィギュレーション

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

FCoE

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

RADIUS

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

TACACS+

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

ユーザロール

MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

CISCO-CFS-MIB

CFS の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。
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表 4：CFS の機能の履歴

機能情報リリース機能名

デバイスエイリアス、DPVM、FCドメ
イン、FCポートセキュリティ、FCタイ
マー、IVR、および RSCNに対して CFS
over FibreChannel（CFSoFC）配信サポー
トが追加されました。

5.2(1)CFSプロトコル

この機能が導入されました。4.1(2)CFSプロトコル
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第 4 章

NTP の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスでネットワークタイムプロトコル（NTP）を設定する方法
について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 51 ページ

• NTPについて, 52 ページ

• NTPのライセンス要件, 54 ページ

• NTPの前提条件, 55 ページ

• NTPの注意事項と制約事項, 55 ページ

• NTPのデフォルト設定, 56 ページ

• NTPの設定, 57 ページ

• NTPの設定確認, 73 ページ

• NTPの設定例, 73 ページ

• その他の参考資料, 75 ページ

• NTPの機能の履歴, 75 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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NTP について
ネットワークタイムプロトコル（NTP）は、分散している一連のタイムサーバとクライアント間
で 1日の時間を同期させ、複数のネットワークデバイスから受信するシステムログや時間関連の
イベントを相互に関連付けられるようにします。NTPではトランスポートプロトコルとして、
ユーザデータグラムプロトコル（UDP）を使用します。すべての NTP通信は UTCを使用しま
す。

NTPサーバは通常、タイムサーバに接続されたラジオクロックやアトミッククロックなどの正
規の時刻源から時刻を受信し、ネットワークを介してこの時刻を配信します。NTPはきわめて効
率的で、毎分 1パケット以下で 2台のマシンを相互に 1ミリ秒以内に同期します。

NTPでは層（stratum）を使用して、ネットワークデバイスと正規の時刻源の距離を表します。

•ストラタム 1のタイムサーバは、信頼できる時刻源に直接接続されます（無線時計や原子時
計または GPS時刻源など）。

•ストラタム 2の NTPサーバは、ストラタム 1のタイムサーバから NTPを使用して時刻を受
信します。

同期の前に、NTPは複数のネットワークサービスが報告した時刻を比較し、1つの時刻が著しく
異なる場合は、それが Stratum 1であっても、同期しません。Cisco NX-OSは、無線時計や原子時
計に接続できず、ストラタム 1サーバとして動作することはできないため、インターネット上で
利用できるパブリックNTPサーバを使用することを推奨します。ネットワークがインターネット
から切り離されている場合、CiscoNX-OSでは、NTPによって時刻が同期されていなくても、NTP
で同期されているものとして時刻を設定できます。

NTPピア関係を作成して、サーバで障害が発生した場合に、ネットワークデバイスを同期さ
せて、正確な時刻を維持するための時刻提供ホストを指定できます。

（注）

デバイス上の時刻は重要な情報であるため、NTPのセキュリティ機能を使用して、不正な時刻を
誤って（または悪意を持って）設定できないように保護することを強く推奨します。その方法と

して、アクセスリストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

NTP アソシエーション
N TPアソシエーションは、次のいずれかになります。

•ピアアソシエーション：デバイスが別のデバイスに同期するか、別のデバイスをそのデバイ
スに同期させることができます。

•サーバアソシエーション：デバイスは、サーバに同期します。

設定する必要があるのはアソシエーションの片側だけです。他方のデバイスは自動的にアソシエー

ションを確立できます。
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NTP ブロードキャストアソシエーション
ブロードキャストベースのNTPアソシエーションでは、NTPサーバは、ネットワーク全体でNTP
ブロードキャストパケットを送信します。ブロードキャストクライアントは、サーバによって送

信されるブロードキャストパケットをリッスンし、ポーリングには関与しません。

NTPブロードキャストサーバを使用すると、承認されないメッセージが指定の IPv4ローカルブ
ロードキャストアドレスに送信され、クライアントからのリクエストは通常想定されないため、

大量の NTPトラフィックを生成する必要なしに数多くのクライアントを同期できます。

NTP マルチキャストアソシエーション
NTPマルチキャストサーバとして動作するデバイスは、NTPマルチキャストメッセージを所定
の IPv4または IPv6マルチキャストグループの IPアドレスに送信します。

NTPマルチキャストクライアントとして動作するデバイスは、NTPマルチキャストサーバから
所定の IPv4または IPv6マルチキャストグループの IPアドレスに送信される NTPマルチキャス
トパケットをリッスンします。

NTPマルチキャストサーバを使用すると、承認されないメッセージが指定のマルチキャストグ
ループアドレスに送信され、通常クライアントからのリクエストは期待されないため、数多くの

NTPトラフィックを作成する必要なしに大量のクライアントを同期できます。

タイムサーバとしての NTP
Cisco NX-OSデバイスでは、時刻を配信するために NTPを使用できます。他のデバイスからタイ
ムサーバとして設定できます。デバイスを正規のNTPサーバとして動作するよう設定し、外部の
時刻源と同期していないときでも時刻を配信させることもできます。

CFS を使用した NTP の配信
Cisco Fabric Services（CFS）は、ローカル NTPコンフィギュレーションをネットワーク内のすべ
てのシスコデバイスに配信します。

デバイス上でCFSをイネーブルにすると、NTPコンフィギュレーションが起動された場合には常
に、ネットワーク全体のロックがNTPに適用されます。NTPコンフィギュレーションを変更した
後で、これらの変更を破棄することもコミットすることもできます。

いずれの場合でも、CFSのロックはこのときに NTPアプリケーションから解放されます。

クロックマネージャ

クロックはさまざまなプロセス間で共有する必要のあるリソースです。NTPなどの複数の時刻同
期プロトコルが、システムで稼働している可能性があります。
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クロックマネージャを使用して、システム内のさまざまなクロックを制御するプロトコルを指定

できます。いったんプロトコルを指定すると、システムクロックの更新が始まります。クロック

マネージャの設定の詳細については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration
Guide』を参照してください。

ハイアベイラビリティ

NTPはステートレスリスタートをサポートします。リブート後またはスーパーバイザスイッチ
オーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。ハイアベイラビリティの詳細につ

いては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』を参照してくだ
さい。

NTPピアを設定すると、NTPサーバ障害の発生時に冗長性が得られます。

仮想化のサポート

5.2より前のCiscoNX-OSリリースを実行している場合、プラットフォーム全体で 1つまでのNTP
のインスタンスがサポートされます。デフォルトの仮想デバイスコンテキスト（VDC）で NTP
を設定する必要があり、他に指定しない限りデフォルトの VDCが自動的に使用されます。

Cisco NX-OS Release 5.2以降を実行している場合、NTPの複数のインスタンスが、VDCごとに 1
つのインスタンスでサポートされます。VDCを特別に設定しない限り、デフォルトでは、Cisco
NX-OSのデフォルトの VDCが使用されます。システムクロックと同期されるのは常に 1つの
VDC（デフォルトでは、デフォルト VDC）のみです。他のすべての NTPデーモンは、他のデバ
イスの NTPサーバとしてのみ機能します。システムクロックと同期する VDCを変更するには、
clock protocol ntp vdcvdc-idコマンドを使用します。

NTPはVirtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを認識します。NTPサーバおよびNTP
ピアに対して特定の VRFを設定していない場合、NTPはデフォルトの VRFを使用します。VRF
の詳細情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参
照してください。

VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context ConfigurationGuide』
を参照してください。

NTP のライセンス要件
ライセンス要件製品

NTPにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能は
nx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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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NTP の前提条件
NTPの前提条件は、次のとおりです。

• NTPを設定するには、NTPが動作している 1つ以上のサーバに接続できなければなりませ
ん。

• VDCを設定するには、適切なライセンスをインストールする必要があります。設定情報につ
いては『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』、ライセン
ス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

NTP の注意事項と制約事項
NTPに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• Cisco NX-OSソフトウェアは、NTPバージョン 4（NTPv4）をサポートしています。

• NTPサーバ機能はサポートされます。

•別のデバイスとの間にピアアソシエーションを設定できるのは、使用するクロックの信頼性
が確実な場合（つまり、信頼できるNTPサーバのクライアントである場合）に限られます。

•単独で設定したピアは、サーバの役割を担いますが、バックアップとして使用する必要があ
ります。サーバが 2台ある場合、いくつかのデバイスが一方のサーバに接続し、残りのデバ
イスが他方のサーバに接続するように設定できます。その後、2台のサーバ間にピアアソシ
エーションを設定すると、信頼性の高い NTP構成になります。

•サーバが 1台だけの場合は、すべてのデバイスをそのサーバのクライアントとして設定する
必要があります。

• NTPサーバを 2台設定することはお勧めしません。代わりに、1台、3台、4台、またはそれ
以上の NTPサーバを設定することをお勧めします。

すべての NTPサーバは、時間を返す際に同時に現在のエラーの推定値を返します。複数の
サーバを使用する場合、NTPではさらに、それらのサーバ間で時刻を決定することが必要に
なります。つまり、正しい時刻を含むはずの、1つの誤差の範囲が存在することになります。
NTPサーバが 2台の場合、どちらのソースがより正しいかを NTPクライアントは決定でき
ず、そのため、2つのソースで共通の範囲を小さくすることができないという問題が発生す
る可能性があります。

•設定できる NTPエンティティ（サーバおよびピア）は、最大 64です。

• VRFで NTPを設定する場合は、NTPサーバおよびピアが、設定された VRFを介して相互に
アクセスできることを確認します。

•ネットワーク全体の NTPサーバおよび Cisco NX-OSデバイスに、NTP認証キーを手動で配
信する必要があります。
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• NTPに対して CFSがディセーブルになっていると、その NTPからコンフィギュレーション
は配信されず、ネットワーク内の他のデバイスからの配信も受け取られません。

• NTPに対して CFS配信をイネーブルにしても、commitコマンドを入力するまで、NTPコン
フィギュレーションコマンドのエントリはNTPコンフィギュレーションに対してネットワー
クをロックします。ロック中は、ネットワーク内の（ロックを保持しているデバイス以外

の）すべてのデバイスは NTPコンフィギュレーションを変更できません。

• CFSを使用して NTPをディセーブルにする場合、ネットワーク内のすべてのデバイスは、
NTPに対して使用するよう設定したものと同じ VRFを持っている必要があります。

• VRFで NTPを設定する場合は、NTPサーバおよびピアが、設定された VRFを介して相互に
アクセスできることを確認します。

•ネットワーク全体の NTPサーバおよび Cisco NX-OSデバイスに、NTP認証キーを手動で配
信する必要があります。

•時刻の精度および信頼性要件が厳密ではない場合、NTPブロードキャストまたはマルチキャ
ストアソシエーションを使用すると、ネットワークがローカル化され、ネットワークは 20
以上のクライアントを持ちます。帯域幅、システムメモリ、または CPUリソースが限られ
ているネットワークでは NTPブロードキャストまたはマルチキャストアソシエーションの
使用をお勧めします。

情報の流れが一方向に限定されるため、NTPブロードキャストアソシエーショ
ンでは、時刻の精度がわずかに低下します。

（注）

• NTPソースインターフェイスおよびソース設定には、クライアントで設定された場合のみ適
用されるという制限があります。サーバ（NTPマスターを備えたスイッチ）で設定を行った
場合、出力パケットの送信元アドレスは受信した宛先アドレスのままとなります。

NTP のデフォルト設定
次の表に、NTP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

すべての VDCおよびすべてのインターフェイ
スに対してイネーブルにします。デフォルト

で、NTPはサーバおよびクライアントとしてイ
ネーブルです。

NTP

イネーブルNTPpassive（アソシエーションを形成するため
に NTPをイネーブルにする）

ディセーブルNTP認証

イネーブルNTPアクセス
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デフォルトパラメータ

ディセーブルNTP access group match all

ディセーブルNTP broadcast server

ディセーブルNTP multicast server

ディセーブルNTP multicast client

ディセーブルNTPロギング

NTP の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

VDC での NTP のイネーブル化またはディセーブル化
特定の VDCで NTPをイネーブルまたはディセーブルにできます。NTPは、デフォルトではすべ
ての VDCでイネーブルです。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

NTPをイネーブルまたはディセーブルに
します。

[no] feature ntp

例：
switch(config)# feature ntp

ステップ 2   

（任意）

NTPアプリケーションのステータスを表
示します。

show ntp status

例：
switch(config)# show ntp status
Distribution: Enabled

ステップ 3   

Last operational state: Fabric Locked

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
57

NTP の設定
NTP の設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

インターフェイスでの NTP のイネーブル化またはディセーブル化
特定のインターフェイスでNTPをイネーブルまたはディセーブルにできます。NTPは、デフォル
トではすべての VDCでイネーブルです。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one

ステップ 1   

per
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

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。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet
6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

（任意）

指定のインターフェイスで NTP IPv4または
IPv6をディセーブルにします。インターフェ

[no]ntp disable{ip | ipv6}

例：
switch(config-if)# ntp disable ip

ステップ 3   

イス上でNTPを再度イネ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）

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)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

ギュレーションにコピーして、変更を永続的

に保存します。
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正規の NTP サーバとしてのデバイスの設定
デバイスを正規のNTPサーバとして動作するよう設定し、既存のタイムサーバと同期していない
ときでも時刻を配信させることができます。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

正規の NTPサーバとしてデバイスを設定し
ます。

[no] ntp master [stratum]

例：
switch(config)# ntp master

ステップ 2   

NTPクライアントがこれらの時間を同期する
のと別の階層レベルを指定できます。指定で

きる範囲は 1～ 15です。

（任意）

NTPコンフィギュレーションを表示します。
show running-config ntp

例：
switch(config)# show
running-config ntp

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

NTP サーバおよびピアの設定
NTPサーバおよびピアを設定できます。

はじめる前に

使用している NTPサーバと、そのピアの IPアドレスまたはドメインネームシステム（DNS）名
がわか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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

1つのサーバと 1つのサーバアソシエーションを形成し
ます。

[no] ntp server {ip-address |
ipv6-address | dns-name} [key
key-id] [maxpoll max-poll]

ステッ

プ 2   

NTPサーバとの通信で使用するキーを設定するには、key
キーワードを使用します。key-id引数の範囲は 1～ 65535
です。

[minpoll min-poll] [prefer]
[use-vrf vrf-name]

例：
switch(config)# ntp server
192.0.2.10

サーバをポーリングする最大および最小の間隔を設定す

るには、maxpollおよび minpollキーワードを使用しま
す。max-pollおよび min-poll引数の範囲は 4～ 16秒で、
デフォルト値はそれぞれ 6秒と 4秒です。

このサーバをデバイスの優先 NTPサーバにするには、
preferキーワードを使用します。

指定されたVRFを介して通信するようにNTPサーバを設
定するには、use-vrfキーワードを使用します。vrf-name
引数として、default、management、または大文字と小文
字を区別した 32文字までの任意の英数字の文字列を使用
できます。

NTPサーバとの通信で使用するキーを設定する
場合は、そのキーが、デバイス上の信頼できる

キーとして存在していることを確認してくださ

い。

（注）

1つのピアと1つのピアアソシエーションを形成します。
複数のピアアソシエーションを指定できます。

[no] ntp peer {ip-address |
ipv6-address | dns-name} [key
key-id] [maxpoll max-poll]

ステッ

プ 3   

NTPピアとの通信で使用するキーを設定するには、key
キーワードを使用します。key-id引数の範囲は 1～ 65535
です。

[minpoll min-poll] [prefer]
[use-vrf vrf-name]

例：
switch(config)# ntp peer
2001:0db8::4101

ピアをポーリングする最大および最小の間隔を設定する

には、maxpollおよびminpollキーワードを使用します。
max-pollおよびmin-poll引数の範囲は 4～ 17秒で、デフォ
ルト値はそれぞれ 6秒と 4秒です。

このピアをデバイスの優先 NTPピアにするには、prefer
キーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

指定されたVRFを介して通信するようにNTPピアを設定
するには、use-vrfキーワードを使用します。vrf-name引
数として、default、management、または大文字と小文字
を区別した 32文字までの任意の英数字の文字列を使用で
きます。

（任意）

設定されたサーバおよびピアを表示します。

show ntp peers

例：
switch(config)# show ntp
peers

ステッ

プ 4   

ドメイン名が解決されるのは、DNSサーバが設
定されている場合だけです。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステッ

プ 5   

NTP 認証の設定
ローカルロックを同期させる時刻源を認証するようデバイスを設定できます。NTP認証をイネー
ブルにすると、ntp trusted-keyコマンドによって指定されたいずれかの認証キーを時刻源が保持
している場合のみ、デバイスはその時刻源と同期します。デバイスは、認証チェックに失敗した

すべてのパケットをドロップし、それらのパケットでローカルクロックがアップデートされない

ようにします。NTP認証はデフォルトでディセーブルになっています。

はじめる前に

NTPサーバおよび NTPピアの認証は、ntp serverおよび ntp peerコマンドのそれぞれで keyキー
ワードを使用して、アソシエーションごとに設定します。すべての NTPサーバとピアのアソシ
エーションを、指定する認証キーによって設定するようにしてください。ntp serverまたは ntp
peerコマンドで keyキーワードを指定しない場合、認証なしでの動作が続けられます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure 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

認証キーを定義します。デバイスが時

刻源と同期するのは、時刻源がこれら

[no] ntp
authentication-keynumbermd5md5-string

例：
switch(config)# ntp authentication-key 42
md5 aNiceKey

ステッ

プ 2   
の認証キーのいずれかを持ち、ntp
trusted-keynumberコマンドによってキー
番号が指定されている場合だけです。

認証キーの範囲は1～65535です。MD5
文字列の場合は、最大 8文字の英数字
を指定できます。

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降で
は、MD5文字列に最大32文字の英数字
を入力できます。

（任意）

設定済みの NTP認証キーを表示しま
す。

show ntp authentication-keys

例：
switch(config)# show ntp
authentication-keys

ステッ

プ 3   

1つ以上のキー（ステップ2で定義され
ているもの）を指定します。デバイス

[no] ntp trusted-keynumber

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.

ステッ

プ 4   
が時刻源と同期するために、時刻源は

このキーを NTPパケット内に提供する
必要があります。Trusted Keyの範囲は
1～ 65535です。

End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp authentication-key 42
md5 aNiceKey
switch(config)# ntp server 10.1.1.1 key 42

このコマンドにより、デバイスが、信

頼されていない時刻源と誤って同期す

る、ということが防止されます。

switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# copy running-config
startup-config
[########################################]
100%
switch(config)#

（任意）

設定済みの NTPの信頼されているキー
を表示します。

show ntp trusted-keys

例：
switch(config)# show ntp trusted-keys

ステッ

プ 5   

NTP認証機能をイネーブルまたはディ
セーブルにします。NTP認証はデフォ
ルトでディセーブルになっています。

[no] ntp authenticate

例：
switch(config)# ntp authenticate

ステッ

プ 6   

（任意）

NTP認証の状況を表示します。
show ntp authentication-status

例：
switch(config)# show ntp
authentication-status

ステッ

プ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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 8   

NTP アクセス制限の設定
アクセスグループを使用して、NTPサービスへのアクセスを制御できます。具体的には、デバイ
スを許可する要求のタイプ、およびデバイスが応答を受け取るサーバを指定できます。

アクセスグループを設定しない場合は、すべてのデバイスにNTPアクセス権が付与されます。何
らかのアクセスグループを設定した場合は、ソース IPアドレスがアクセスリストの基準をパス
したリモートデバイスに対してだけ、NTPアクセス権が付与されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

NTPのアクセスを制御し、基本の IPアクセスリストを
適用するためのアクセスグループを作成または削除し

ます。

[no] ntp access-group {peer |
serve | serve-only | query-only}
access-list-name

例：
switch(config)# ntp
access-group peer
accesslist1

ステップ 2   

NTPがピアに設定されている拒否ACLルールに一致し
た場合、ACLの処理は停止し、次のアクセスグループ
オプションに継続されません。

• peerキーワードは、デバイスが時刻要求とNTP制
御クエリーを受信し、アクセスリストで指定され

ているサーバと同期するようにします。

• serveキーワードは、アクセスリストに指定されて
いるサーバからの時刻要求とNTP制御クエリーを
デバイスが受信できるようにしますが、指定され

たサーバとは同期しないようにします。

• serve-onlyキーワードは、アクセスリストで指定
されたサーバからの時刻要求のみをデバイスが受

信できるようにします。
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目的コマンドまたはアクション

• query-onlyキーワードは、デバイスがアクセスリ
ストで指定されたサーバからのNTP制御クエリー
のみを受信するようにします。

（任意）

NTPアクセスグループのコンフィギュレーションを表
示します。

show ntp access-groups

例：
switch(config)# show ntp
access-groups

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。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 4   

NTP ソース IP アドレスの設定
NTPは、NTPパケットが送信されたインターフェイスのアドレスに基づいて、すべての NTPパ
ケットにソース IPアドレスを設定します。特定のソース IPアドレスを使用するよう NTP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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

すべての NTPパケットにソース IPアドレ
スを設定します。ip-addressには IPv4また
は IPv6形式を使用できます。

[no] ntp source ip-address

例：
switch(config)# ntp source
192.0.2.1

ステップ 2   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   
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NTP ソースインターフェイスの設定
特定のインターフェイスを使用するよう NTP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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

すべての NTPパケットに対してソースイン
ターフェイスを設定します。?キーワードを

[no] ntp source-interface interface

例：
switch(config)# ntp
source-interface ethernet 2/1

ステップ 2   

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）

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 3   

NTP ブロードキャストサーバの設定
インターフェイス上で NTP IPv4ブロードキャストサーバを設定できます。デバイスは、そのイ
ンターフェイスを介してブロードキャストパケットを定期的に送信します。クライアントは応答

を送信する必要はありません。

はじめる前に

switchto vdcコマンドを使用して特定の非デフォルトの VDCに変更します。

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 t

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one

ステップ 1   

per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#
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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。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface
ethernet 6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定されたインターフェイスの IPv4NTPブロー
ドキャストサーバをイネーブルにします。

[no] ntp broadcast
[destinationip-address] [keykey-id]
[versionnumber]

ステップ 3   

• destinationip-address：ブロードキャスト宛
先 IPアドレスを設定します。例：

switch(config-if)# ntp broadcast
destination 192.0.2.10 • key key-id：ブロードキャスト認証キー番

号を設定します。有効な範囲は 1～ 65535
です。

• versionnumber：NTPバージョンを設定し
ます。範囲は 2～ 4です。

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）推定ブロードキャストラウンドトリッ

プ遅延をマイクロ秒単位で設定します。範囲は

1～ 999999です。

（任意）[no] ntp
broadcastdelaydelay

例：
switch(config)# ntp
broadcastdelay 100

ステップ 5   

（任意）

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

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、NTPブロードキャストパケットを送信するようにイーサネット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 ethernet6/1
switch(config-if)# ntp broadcast 192.0.2.10
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NTP マルチキャストサーバの設定
インターフェイスに対して NTP IPv4または IPv6マルチキャストサーバを設定できます。デバイ
スは、そのインターフェイスを介してマルチキャストパケットを定期的に送信します。

はじめる前に

switchto vdcコマンドを使用して特定の非デフォルトの VDCに変更します。

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 t

例：
switch# config t
Enter configuration commands,

ステップ 1   

one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

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。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface
ethernet 6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定されたインターフェイスの NTP IPv6ブロー
ドキャストサーバをイネーブルにします。

[no] ntp multicast [ipv4-address |
ipv6-address] [keykey-id] [ttlvalue]
[versionnumber]

ステップ 3   

• destinationip-address：ブロードキャスト宛先
IPアドレスを設定します。例：

switch(config-if)# ntp multicast
FF02:1::FF0E:8C6C • keykey-id：ブロードキャスト認証キー番号を

設定します。有効な範囲は 1～ 65535です。

• ttlvalue：マルチキャストパケットの存続可
能時間値。範囲は 1～ 255です。

• versionnumber：NTPバージョンを設定しま
す。

IPv4マルチキャストサーバで指定
できる範囲は 2～ 4です。

（注）

（任意）

（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)# 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。
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次に、NTPマルチキャストパケットを送信するようにイーサネット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 ethernet2/2
switch(config-if)# ntp multicast FF02::1:FF0E:8C6C

NTP マルチキャストクライアントの設定
インターフェイス上で NTPマルチキャストクライアントを設定できます。デバイスは NTPマル
チキャストメッセージをリッスンし、マルチキャストが設定されていないインターフェイスから

のメッセージを廃棄します。

はじめる前に

switchto vdcコマンドを使用して特定の非デフォルトの VDCに変更します。

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 t

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one

ステップ 1   

per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

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。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet
6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定されたインターフェイスの NTP IPv6
ブロードキャストサーバをイネーブルにし

ます。

[no] ntp multicast client [ipv4-address |
ipv6-address]

例：
switch(config-if)# ntp multicast
FF02:1::FF0E:8C6C

ステップ 3   

（任意）

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

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。
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セカンダリ（非デフォルト）VDC での NTP 設定
同期のためにデフォルトのVDCとそのクライアントから時間更新を受信するように非デフォルト
VDC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   

非デフォルトVDCのNTPをイネーブルにします。switch(config)# feature ntpステップ 2   

正規のNTPサーバとしてデバイスを設定します。switch(config)# ntp masterステップ 3   

（任意）

すべての NTPパケットに対してソースインター
フェイスを設定します。次のリストに、interface
として有効な値を示します。

switch(config)# ntp
source-interface interface

ステップ 4   

• ethernet

• loopback

• mgmt

• port-channel

• vlan

（任意）

すべての NTPパケットにソース IPアドレスを設
定します。ip-addressには IPv4または IPv6形式を
使用できます。

[no] ntp source ip-address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、セカンダリ（非デフォルト）VDCで NTPを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature ntp
switch(config)# ntp master
switch(config)# ntp source-interface ethernet
switch(config)# ntp source 192.0.2.2
switch(config)# copy running-config startup-config
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NTP ロギングの設定
重要な NTPイベントでシステムログを生成するよう、NTPロギングを設定できます。NTPロギ
ングはデフォルトでディセーブルになっています。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

重要な NTPイベントでシステムログを生成
することをイネーブルまたはディセーブルに

[no] ntp logging

例：
switch(config)# ntp logging

ステップ 2   

します。NTPロギングはデフォルトでディ
セーブルになっています。

（任意）

NTPロギングのコンフィギュレーション状況
を表示します。

show ntp logging-status

例：
switch(config)# show ntp
logging-status

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

NTP 用の CFS 配信のイネーブル化
NTPコンフィギュレーションを他の CFS対応デバイスに配信するために、NTP用の CFS配信を
イネーブルにできます。

はじめる前に

デバイスの CFS配信をイネーブルにしていることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

CFSを介して配信される NTPコンフィギュレー
ションのアップデートをデバイスが受信すること

を、イネーブルまたはディセーブルにします。

switch(config)# [no] ntp
distribute

ステップ 2   

（任意）

NTP CFSの配信状況を表示します。
switch(config)# show ntp status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、デバイスが CFSを介して NTP設定の更新を受信できるようにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ntp distribute
switch(config)# copy running-config startup-config

NTP 設定変更のコミット
NTPコンフィギュレーションの変更をコミットすると、保留データベースのコンフィギュレーショ
ン変更によって有効なデータベースが上書きされ、ネットワーク内のすべてのデバイスが同じコ

ンフィギュレーションを受け取ります。

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   

ネットワーク内のすべての Cisco NX-OSデバイスに
NTPコンフィギュレーションの変更を配信し、CFS

switch(config)# ntp commitステップ 2   

ロックを解放します。このコマンドは、保留データ

ベースに対して行われた変更によって、有効なデータ

ベースを上書きします。
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NTP 設定変更の廃棄
コンフィギュレーション変更の後で、これらの変更をコミットせずに、破棄するよう選択するこ

ともできます。変更を破棄すると、Cisco NX-OSによって保留データベースの変更が削除され、
CFSロックが解放されます。

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   

保留データベースでNTPコンフィギュレーションの
変更を破棄して、CFSロックを解放します。このコ

switch(config)# ntp abortステップ 2   

マンドは、NTPコンフィギュレーションを起動した
デバイスで使用します。

CFS セッションロックの解放
NTPコンフィギュレーションを実行したが、変更をコミットまたは破棄してロックを解放し忘れ
た場合は、自分で、または他の管理者がネットワーク内の任意のデバイスからロックを解放でき

ます。また、この操作では、保留データベースの変更が破棄されます。

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   

保留データベースでNTPコンフィギュレーショ
ンの変更を破棄して、CFSロックを解放しま
す。

switch(config)# clear ntp sessionステップ 2   
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NTP の設定確認
NTPの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

NTPアクセスグループのコンフィギュレーショ
ンを表示します。

show ntp access-groups

設定済みの NTP認証キーを表示します。show ntp authentication-keys

NTP認証の状況を表示します。show ntp authentication-status

内部の NTP情報を表示します。show ntp internal

NTPのロギング状況を表示します。show ntp logging-status

すべての NTPサーバおよびピアのステータス
を表示します。

show ntp peer-status

すべての NTPピアを表示します。show ntp peers

RTSアップデートの状況を表示します。show ntp rts-update

設定済みの NTPソース IPアドレスを表示しま
す。

show ntp source

設定済みの NTPソースインターフェイスを表
示します。

show ntp source-interface

NTP統計情報を表示します。show ntp statistics {io | local |memory | peer
{ipaddr {ipv4-addr | ipv6-addr} | name peer-name}}

設定済みの NTPの信頼されているキーを表示
します。

show ntp trusted-keys

NTP情報を表示します。show running-config ntp

NTPセッションをクリアするには、clear ntp sessionコマンドを使用します。

NTP統計情報を消去するには、clear ntp statisticsコマンドを使用します。

NTP の設定例
次に、NTPサーバおよびピアを設定し、NTP認証をイネーブルにして、NTPロギングをイネーブ
ルにした後で、その設定をスタートアップに保存し、リブートとリスタートを通して保存される

ようにする例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp server 192.0.2.105 key 42
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switch(config)# ntp peer 2001:0db8::4101
switch(config)# show ntp peers
--------------------------------------------------
Peer IP Address Serv/Peer
--------------------------------------------------
2001:db8::4101 Peer (configured)
192.0.2.105 Server (configured)
switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# show ntp authentication-keys
-----------------------------
Auth key MD5 String
-----------------------------
42 aNicekey
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# show ntp trusted-keys
Trusted Keys:
42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# show ntp authentication-status
Authentication enabled.
switch(config)# ntp logging
switch(config)# show ntp logging
NTP logging enabled.
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)#

次に、以下の制約事項のある NTPアクセスグループの設定の例を示します。

• peerの制約事項は、「peer-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレスに適用さ
れます。

• serveの制約事項は、「serve-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレスに適用
されます。

• serve-onlyの制約事項は、「serve-only-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレ
スに適用されます。

• query-onlyの制約事項は、「query-only-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレ
スに適用されます。

switch# configure terminal
switch(config)# ntp peer 10.1.1.1
switch(config)# ntp peer 10.2.2.2
switch(config)# ntp peer 10.3.3.3
switch(config)# ntp peer 10.4.4.4
switch(config)# ntp peer 10.5.5.5
switch(config)# ntp peer 10.6.6.6
switch(config)# ntp peer 10.7.7.7
switch(config)# ntp peer 10.8.8.8
switch(config)# ntp access-group peer peer-acl
switch(config)# ntp access-group serve serve-acl
switch(config)# ntp access-group serve-only serve-only-acl
switch(config)# ntp access-group query-only query-only-acl
switch(config)# ip access-list peer-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.1.1.1 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.8.8.8 any
switch(config)# ip access-list serve-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.4.4.4 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.5.5.5 any
switch(config)# ip access-list serve-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.6.6.6 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.7.7.7 any
switch(config)# ip access-list query-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.2.2.2 any
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switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.3.3.3 any

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

Clock Manager

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

NTP CLIコマンド

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

VDCおよび VRF

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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

NTPに関連するMIB

NTP の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 5：NTP の機能の履歴

機能情報リリース機能名
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NTP認証キーの長さが、15文字か
ら 32文字の英数字に増加しまし
た。

7.3(0)D1(1)NTP

アクセスグループオプションを制

限の最も緩いものから最も厳しい

ものの順序でスキャンするための

ntp access-groupmatch-allコマンド
を導入しました。

6.2(2)NTP

NTPがアソシエーションを形成す
るのを防ぐ no ntp passiveコマンド
を導入しました。

6.2(2)NTP

インターフェイス上で NTPブロー
ドキャストおよびマルチキャスト

サーバおよびマルチキャストクラ

イアントを設定する機能を追加し

ました。

6.2(2)NTP

インターフェイス上で NTPをイ
ネーブルまたはディセーブルにす

る機能を追加しました。

6.2(2)NTP

NTPアクセスグループのオプショ
ンは、制限の緩いものから厳しい

ものの順序でスキャンされるよう

になりました。

6.1(1)NTP

NTP認証キーの長さが、8文字から
15文字の英数字に増加しました。

6.1(1)NTP

NTP認証キーの長さが、8文字から
15文字の英数字に増加しました。

5.2(3)NTP

すべてのVDCに対するNTPサポー
トを追加し、VDCはタイムサーバ
として機能可能になりました。

5.2(1)NTP

NTPのイネーブルまたはディセー
ブルに使用するコマンドが [no]ntp
enableから [no] feature ntpに変更さ
れました。

5.2(1)NTP
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既存のタイムサーバと同期されて

いない場合でも正規の NTPサーバ
としてデバイスを設定する機能が

追加され、時間を配信できるよう

になりました。

5.2(1)NTP

追加の NTPサービスに対するアク
セスをコントロールするために

serve、serve-only、query-onlyアク
セスグループオプションを追加し

ました。

5.2(1)NTPアクセスグループ

アクセスグループを使用して、NTP
サービスへのアクセスを制御する

機能が追加されました。

5.0(2)NTPアクセスグループ

NTP認証をイネーブルまたはディ
セーブルにする機能が追加されま

した。

5.0(2)NTP認証

NTP認証をイネーブルまたはディ
セーブルにする機能が追加されま

した。

5.0(2)NTPロギング

NTPサーバとの通信で使用するキー
を設定するために、ntp serverコマ
ンドにオプションのkeyキーワード
が追加されました。

5.0(2)NTPサーバコンフィギュレー
ション

CFSを使用して NTPコンフィギュ
レーションを配信する機能が追加

されました。

4.2(1)CFSサポート

ピアに送信したすべての NTPパ
ケットにNTPが含めるソース IPア
ドレスまたはソースインターフェ

イスを設定する機能が追加されま

した。

4.1(3)NTPソース IPアドレスまたは
インターフェイス

NTPをディセーブルにする機能が
追加されました。

4.0(3)NTP
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第 5 章

PTP の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスで高精度時間プロトコル（PTP）を設定する方法について説
明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 79 ページ

• PTPについて, 80 ページ

• 仮想化のサポート, 83 ページ

• PTPのライセンス要件, 83 ページ

• PTPの前提条件, 83 ページ

• PTPの注意事項および制約事項, 83 ページ

• PTPのデフォルト設定, 84 ページ

• PTPの設定, 85 ページ

• PTP設定の確認, 89 ページ

• PTPの設定例, 90 ページ

• 関連資料, 91 ページ

• PTPの機能の履歴, 92 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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PTP について
PTPはネットワークに分散したノードの時刻同期プロトコルです。そのハードウェアのタイムス
タンプ機能は、ネットワークタイムプロトコル（NTP）などの他の時刻同期プロトコルよりも高
い精度を実現します。

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)では、PTPはさらに IEEE 802.1ASを実装しており、F3ライン
カード用に Nexus 7700プラットフォームでオーディオビデオブリッジング（AVB）をサポート
しています。AVB設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Audio Video Bridging Configuration
Guide』を参照してください。

PTPシステムは、PTPおよび非 PTPデバイスの組み合わせで構成できます。PTPデバイスには、
オーディナリクロック、境界クロック、およびトランスペアレントクロックが含まれます。非

PTPデバイスには、通常のネットワークスイッチやルータなどのインフラストラクチャデバイス
が含まれます。

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

マスター/スレーブ同期階層に編成され、システム全体の時間基準を決定します。同期は、タイミ
ング情報を使用して階層のマスターの時刻にクロックを調整するメンバーと、PTPタイミング
メッセージを交換することによって実現されます。PTPは、PTPドメインと呼ばれる論理範囲内
で動作します。

PTP デバイスタイプ
次のクロックは、一般的な PTPデバイスです。

オーディナリクロック

エンドホストと同様に、単一の物理ポートに基づいてネットワークと通信します。オーディ

ナリクロックはグランドマスタークロックとして動作できます。

境界クロック

通常、複数の物理ポートがあり、各ポートはオーディナリクロックのポートのように動作

します。ただし、各ポートはローカルクロックを共有し、クロックのデータセットはすべ

てのポートに共通です。各ポートは、境界クロックのその他すべてのポートから使用可能な

最善のクロックに基づいて、個々の状態を、マスター（それに接続されている他のポートを

同期する）またはスレーブ（ダウンストリームポートに同期する）に決定します。同期と

マスター/スレーブ階層の確立に関するメッセージは、境界クロックのプロトコルエンジン
で終了し、転送されません。
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トランスペアレントクロック

通常のスイッチやルータなどのすべての PTPメッセージを転送しますが、スイッチでのパ
ケットの滞留時間（パケットがトランスペアレントクロックを通過するために要した時間）

と、場合によってはパケットの入力ポートのリンク遅延を測定します。トランスペアレント

クロックはグランドマスタークロックに同期する必要がないため、ポートの状態はありま

せん。

次の 2種類のトランスペアレントクロックがあります。

エンドツーエンドトランスペアレントクロック

PTPメッセージの滞留時間を測定し、PTPメッセージまたは関連付けられたフォロー
アップメッセージの修正フィールドの時間を収集します。

ピアツーピアトランスペアレントクロック

PTPメッセージの滞留時間を測定し、各ポートと、リンクを共有する他のノードの同
じように装備されたポートとの間のリンク遅延を計算します。パケットの場合、この

着信リンクの遅延は、PTPメッセージまたは関連付けられたフォローアップメッセー
ジの修正フィールドの滞留時間に追加されます。

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降では、汎用 PTPクロックモードが導入されており、AVB
機能をサポートしています。

（注）

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

エンドツーエンドトランスペアレントクロックモードとピアツーピアトランスペアレント

クロックモードはサポートされません。

（注）

PTP プロセス
PTPプロセスは、マスター/スレーブ階層の確立とクロックの同期の 2つのフェーズで構成されま
す。

PTPドメイン内では、オーディナリクロックまたは境界クロックの各ポートが、次のプロセスに
従ってステートを決定します。

•受信したすべての（マスターステートのポートによって発行された）アナウンスメッセー
ジの内容を検査します
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•外部マスターのデータセット（アナウンスメッセージ内）とローカルクロックで、優先順
位、クロッククラス、精度などを比較します

•自身のステートがマスターまたはスレーブのいずれであるかを決定します

マスター/スレーブ階層が確立されると、クロックは次のように同期されます。

•マスターはスレーブに同期メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。

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

アップメッセージの数と同じである必要があります。

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

•マスターは遅延要求メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。

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

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

Pong
ネットワークモニタリングツール Pongはネットワークの状態を診断するために、PTPの時刻同
期インフラストラクチャを使用します。Pongはポートツーポートの遅延を測定し、ネットワーク
監視ユーティリティPingと同様ですが、より詳細なネットワーク診断を提供します。Pongの詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』を参照してください。

クロックマネージャ

クロックは、異なるプロセスおよび異なる VDCを通して共有される必要のあるリソースです。
（NTPや PTPなどの）複数同期プロトコルがシステムで実行されている場合があり、同じプロト
コルの複数のインスタンスが異なるVDCで実行されている場合があります。クロックマネージャ
によってプロトコルおよびそのプロトコルが実行されているVDCを特定し、システム内のさまざ
まなクロックを制御することができます。クロックマネージャの設定の詳細については『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。

PTP のハイアベイラビリティ
PTPのステートフルリスタートがサポートされています。リブート後またはスーパーバイザス
イッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。ハイアベイラビリティの詳

細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』を参照し
てください。
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仮想化のサポート
Cisco NX-OSは、仮想デバイスコンテキスト（VDC）ごとに 1インスタンスずつ、複数の PTPイ
ンスタンスをサポートします。VDCを特別に設定しない限り、デフォルトでは、Cisco NX-OSの
デフォルトの VDCが使用されます。VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

PTP のライセンス要件
PTPにはライセンスは不要です。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。

PTP の前提条件
PTPには、次の前提条件があります。

• VDCを設定するには、適切なライセンスをインストールする必要があります。設定情報につ
いては『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』、ライセン
ス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

PTP の注意事項および制約事項
• PTPは境界クロックモードでのみ動作します（AVBをサポートする場合は gPTPモードで動
作）。エンドツーエンドトランスペアレントクロックモードとピアツーピアトランスペア

レントクロックモードはサポートされません。

• 1つのPTPプロセスだけがクロックマネージャを通してすべてのポートクロックを制御でき
ます。

• PTPはユーザデータグラムプロトコル（UDP）上の転送をサポートします。

•イーサネットを介したトラフィックは、AVBアプリケーションでサポートされます。

• PTPはマルチキャスト通信だけをサポートします。ネゴシエートされたユニキャスト通信は、
AVBアプリケーションでサポートされます。

• PTPはネットワークごとに 1つのドメインに制限されます。

•すべての管理メッセージはPTPがイネーブルのポートに転送されます。管理メッセージの処
理はサポートされていません。
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• PTP対応ポートは、ポート上で PTPをイネーブルにしない場合、PTPパケットを識別せず、
これらのパケットにタイムスタンプを適用したり、パケットをリダイレクトしたりしませ

ん。

• PTPは F1、F2、F2e、F3およびM2シリーズモジュールポート上でのみイネーブルにでき
ます。

• PTPは FEXインターフェイスではサポートされません。

• F1シリーズモジュールに対して、プライオリティフロー制御がイネーブルの場合は PTPは
ポートでサポートされません。同様に、PTPが同じポート上でイネーブルの場合はプライオ
リティフロー制御はサポートされません。

• F1シリーズモジュールに対して、プライオリティフロー制御が同じVDCのいずれかのポー
トでイネーブルの場合は Pongは VDCでサポートされません。同様に、Pongが同じ VDC上
でイネーブルの場合はプライオリティフロー制御はサポートされません。

• Cisco NX-OS Release 6.1以降では、PTPが F2、F2eおよびM2シリーズモジュールのレイヤ
3モードでサポートされます。

• Cisco NX-OS Release 6.2.6以降では、PTPは、F3シリーズモジュールでサポートされます。

• PTPのカプセル化は、Cisco Nexus 7.3.0以降でサポートされます。デフォルト値はレイヤ 3
です。

• FabricPathを介した PTPはサポートされません。

• PTPおよび Pongは、M3シリーズモジュールではサポートされません。

PTP のデフォルト設定
次の表に、PTPパラメータのデフォルト設定を示します。

表 6：デフォルトの PTP パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルPTP

2PTPバージョン

0PTPドメイン

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプライ
オリティ 1値

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプライ
オリティ 2値
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デフォルトパラメータ

1ログ秒PTPアナウンス間隔

3アナウンス間隔PTPアナウンスタイムアウト

0ログ秒PTP最小遅延要求間隔

1PTP VLAN

PTP の設定

PTP のグローバルな設定
デバイスで PTPをグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。また、ネットワーク
内のどのクロックがグランドマスターとして選択される優先順位が最も高いかを判別するために、

さまざまな PTPクロックパラメータを設定できます。

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   

デバイス上で PTPをイネーブルまたはディセーブル
にします。

switch(config) # [no] feature
ptp

ステップ 2   

スイッチのPTPをイネーブルにしても、各
インターフェイスのPTPはイネーブルにな
りません。

（注）

すべてのPTPパケットのソース IPアドレスを設定し
ます。

switch(config) # [no] ptp
sourceip-address [vrfvrf]

ステップ 3   

ip-addressには IPv4または IPv6形式を使用できま
す。

（任意）

このクロックで使用するドメイン番号を設定します。

PTPドメインを使用すると、1つのネットワーク上

switch(config) # [no] ptp
domainnumber

ステップ 4   

で、複数の独立した PTPクロッキングサブドメイン
を使用できます。

numberの範囲は 0～ 128です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

このクロックをアドバタイズするときに使用する

priority1の値を設定します。この値はベストマスター

switch(config) # [no] ptp
priority1value

ステップ 5   

クロック選択のデフォルトの基準（クロック品質、

クロッククラスなど）を上書きします。低い値が優

先されます。

valueの範囲は 0～ 255です。

（任意）

このクロックをアドバタイズするときに使用する

priority2の値を設定します。この値は、デフォルト

switch(config) # [no] ptp
priority2value

ステップ 6   

の基準では同等に一致する 2台のデバイスのうち、
どちらを優先するかを決めるために使用されます。

たとえば、priority2値を使用して、特定のスイッチ
が他の同等のスイッチよりも優先されるようにする

ことができます。

valueの範囲は 0～ 255です。

（任意）

PTPに使用するカプセル化を設定します。レイヤ 3
カプセル化では、PTPパケットは IP + UDPフレーム

switch(config) # [no] ptp
encapsulation {layer-2 |
layer-3}

ステップ 7   

でカプセル化されます。レイヤ 2カプセル化では、
PTPパケットはイーサネットフレーム内でカプセル
化されます。デフォルトの PTPカプセル化はレイヤ
3で、PTPモードは Boundaryです。レイヤ 2カプセ
ル化は AVBでのみサポートされます。

（任意）

PTPデバイスモードを設定します。デフォルトモー
ドは boundary-clockです。generalized-PTPモードは

switch(config) # [no] ptp
mode {boundary-clock |
generalized-PTP |
transparent-clock
peer-to-peer}

ステップ 8   

AVBに使用されます。transparent-clock peer-to-peer
modeは、実験目的で追加されたもので、公式にはサ
ポートされません。

（任意）

スイッチ遅延の最大推定値をナノ秒（ns）で設定し
ます。この値は AVBで使用されます。範囲は 0～
2147483647です。デフォルト値は 5000です。

switch(config) # [no] ptp
switchlatency-estimatedvalue

ステップ 9   

（任意）

外部マスターに関する情報を表示します。

switch(config) # [no] show
ptp clock foreign-masters
record[interface
ethernetslot/port

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） すべてのインターフェイスのリンク遅延

と滞留遅延の情報を表示します。これはAVBで使用
されます。

switch(config) # [no] show ptp
delay summary

ステップ 11   

（任意） 親クロックの情報を表示します。switch(config) # [no] show
ptp parent

ステップ 12   

（任意） ローカルクロックタイムのプロパティ情

報を表示します。

switch(config) # [no] show
ptp time-property

ステップ 13   

（任意）

このノードへの最新の修正を数件表示します。

switch(config) # [no] show
ptp corrections

ステップ 14   

（任意）

PTPのステータスを表示します。
switch(config) # show ptp
brief

ステップ 15   

（任意）

ローカルクロックのプロパティを表示します。

switch(config) # show ptp
clock

ステップ 16   

（任意）

ローカルクロックのプロパティを表示します。

switch(config) # show ptp
clock

ステップ 17   

次に、デバイス上で PTPをグローバルに設定し、PTP通信用の送信元 IPアドレスを指定し、ク
ロックの優先レベルを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature ptp
switch(config)# ptp source 10.10.10.1
switch(config)# ptp priority1 1
switch(config)# ptp priority2 1
switch(config)# show ptp brief
PTP port status
-----------------------
Port State
------- --------------
switch(config)# show ptp clock
PTP Device Type: Boundary clock
Clock Identity : 0:22:55:ff:ff:79:a4:c1
Clock Domain: 0
Number of PTP ports: 0
Priority1 : 1
Priority2 : 1
Clock Quality:
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset From Master : 0
Mean Path Delay : 0
Steps removed : 0
Local clock time:Sun Jul 3 14:13:24 2011
switch(config)#
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インターフェイスでの PTP の設定
PTPをグローバルにイネーブルにしても、デフォルトで、サポートされているすべてのインター
フェイス上でイネーブルになりません。PTPインターフェイスは個別にイネーブルに設定する必
要があります。

はじめる前に

スイッチ上でグローバルに PTPをイネーブルにし、PTP通信の送信元 IPアドレスを設定したこと
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   

PTPをイネーブルにするインターフェイスを指定
し、インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config) # interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスで PTPをイネーブルまたはディ
セーブルにします。

switch(config-if) # [no] ptpステップ 3   

（任意）

インターフェイス上の PTPアナウンスメッセージ
間の間隔またはタイムアウトがインターフェイス

で発生する前の PTP間隔の数を設定します。

switch(config-if) # [no] ptp
announce {intervallog seconds
| timeoutcount}

ステップ 4   

PTPアナウンス間隔の範囲は 0～ 4秒で、間隔の
タイムアウトの範囲は 2～ 10です。

（任意）

ポートがマスターステートの場合に PTP遅延要求
メッセージ間で許可される最小間隔を設定します。

switch(config-if) # [no] ptp
delay request minimum
intervallog seconds

ステップ 5   

範囲はログ（-6）～ログ（1）秒です。ログ（-2）
は、1秒あたり 2フレームです。

（任意）

インターフェイス上の PTP同期メッセージの送信
間隔を設定します。

switch(config-if) # [no] ptp sync
intervallog seconds

ステップ 6   

（任意）

PTPをイネーブルにするインターフェイスのVLAN
を指定します。インターフェイスの 1つの VLAN
でイネーブルにできるのは、1つのPTPのみです。

switch(config-if) # [no] ptp
vlanvlan-id

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

指定できる範囲は 1～ 4094です。

（任意）

PTPのステータスを表示します。
switch(config-if) # show ptp
brief

ステップ 8   

（任意）

PTPポートのステータスを表示します。
switch(config-if) # show ptp
port interfaceinterface slot/port

ステップ 9   

（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 10   

次に、インターフェイス上で PTPを設定し、アナウンス、遅延要求、および同期メッセージの間
隔を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ptp
switch(config-if)# ptp announce interval 3
switch(config-if)# ptp announce timeout 2
switch(config-if)# ptp delay-request minimum interval 4
switch(config-if)# ptp sync interval -1
switch(config-if)# show ptp brief
PTP port status
-----------------------
Port State
------- --------------
Eth2/1 Master
switch(config-if)# show ptp port interface ethernet 2/1
PTP Port Dataset: Eth2/1
Port identity: clock identity: 0:22:55:ff:ff:79:a4:c1
Port identity: port number: 1028
PTP version: 2
Port state: Master
Delay request interval(log mean): 4
Announce receipt time out: 2
Peer mean path delay: 0
Announce interval(log mean): 3
Sync interval(log mean): -1
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
switch(config-if)#

PTP 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。

表 7：PTP Show コマンド

目的コマンド

PTPのステータスを表示します。show ptp brief
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目的コマンド

ローカルクロックのプロパティ（クロック ID
など）を表示します。

show ptp clock

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

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

て使用されているかどうかが表示されます。

show ptp clock foreign-masters-record

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

PTPペアレントのプロパティを表示します。show ptp parent

スイッチのPTPポートのステータスを表示しま
す。

show ptp port interface ethernet slot/port

PTP の設定例
次に、デバイス上で PTPをグローバルに設定し、PTP通信用の送信元 IPアドレスを指定し、ク
ロックの優先レベルを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# feature ptp
switch(config)# ptp source 10.10.10.1
switch(config)# ptp priority1 1
switch(config)# ptp priority2 1
switch(config)# show ptp brief
PTP port status
-----------------------
Port State
------- --------------
switch(config)# show ptp clock
PTP Device Type: Boundary clock
Clock Identity : 0:22:55:ff:fe:79:a4:c1
Clock Domain: 0
Number of PTP ports: 0
Priority1 : 1
Priority2 : 1
Clock Quality:
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535

Offset From Master : 0
Mean Path Delay : 0
Steps removed : 0
Local clock time:Sun Jul 3 14:13:24 2011

次に、インターフェイス上で PTPを設定し、アナウンス、遅延要求、および同期メッセージの間
隔を設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ptp
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switch(config-if)# ptp announce interval 3
switch(config-if)# ptp announce timeout 2
switch(config-if)# ptp delay-request minimum interval 4
switch(config-if)# ptp sync interval -1
switch(config-if)# show ptp brief
PTP port status
-----------------------
Port State
------- --------------
Eth2/1 Master
switch(config-if)# show ptp port interface ethernet 2/1
PTP Port Dataset: Eth2/1
Port identity: clock identity: 0:22:55:ff:fe:79:a4:c1
Port identity: port number: 1028
PTP version: 2
Port state: Master
Delay request interval(log mean): 4
Announce receipt time out: 2
Peer mean path delay: 0
Announce interval(log mean): 3
Sync interval(log mean): -1
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting
Guide』

Pong

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

Clock Manager

MIB

MIB リンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus7000/
Nexus7000MIBSupportList.html

CISCO-PTP-MIB

PTP の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 8：PTP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

Nexus 7700シャーシの F3ライン
カードでのみ、AVB、802.1AS、
汎用 PTPモード、ピア遅延応答メ
カニズム、レイヤ 2カプセル化の
サポートが追加されました。詳細

については、『Cisco Nexus AVB
configuration Guide』を参照してく
ださい。

7.3(0)D1(1)PTP

F3シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

6.2(6)PTP
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F2、F2eおよびM2シリーズモ
ジュールのレイヤ 3モードで PTP
サポートが追加されました。

6.1(1)PTP

M2シリーズモジュールのサポー
トが追加されました。

6.1(1)PTP

PTPMACフォーマットがFF:FFか
ら FF:FEに変更されました。

6.1(1)PTP

vrfオプションがptp sourceコマン
ドで廃止されました。

6.1(1)PTP

ポートチャネルメンバポートに

PTPサポートが追加されました。
6.0(1)PTP

F2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

6.0(1)PTP

この機能が導入されました。5.2(1)PTP
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第 6 章

CDP の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上で Cisco Discovery Protocol（CDP）を設定する方法につい
て説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 95 ページ

• CDPについて, 96 ページ

• CDPのライセンス要件, 97 ページ

• CDPの前提条件, 98 ページ

• CDPの注意事項と制約事項, 98 ページ

• CDPのデフォルト設定, 98 ページ

• CDPの設定, 98 ページ

• CDPコンフィギュレーションの確認, 101 ページ

• CDPのコンフィギュレーション例, 102 ページ

• その他の参考資料, 103 ページ

• CDP機能の履歴, 103 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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CDP について
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、ルータ、ブリッジ、アクセスサーバ、コミュニケーション
サーバ、スイッチを含め、シスコ製のあらゆる機器で動作する、メディア独立型およびプロトコ

ル独立型のプロトコルです。CDPを使用すると、デバイスに直接接続されているすべてのシスコ
デバイスの情報を検出して表示できます。

CDPはネイバーデバイスのプロトコルアドレスを収集し、各デバイスのプラットフォームを検出
します。CDPの動作はデータリンク層上に限定されます。異なるレイヤ 3プロトコルをサポート
する 2つのシステムで相互学習が可能です。

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アドバタイズメントを送信
します。各デバイスは、SNMPメッセージを受信できるアドレスを少なくとも 1つアドバタイズ
します。アドバタイズメントには保持時間情報も含まれます。保持時間は、受信デバイスが CDP
情報を削除するまでに保持する時間の長さを表します。アドバタイズメントまたはリフレッシュ

タイマーおよびホールドタイマーを設定できます。

CDP Version-2（CDPv2）では、接続デバイスとの間でネイティブ VLAN IDまたはポートデュプ
レックスステートが一致していないインスタンスを追跡できます。

CDPでは、次の Type-Length-Value（TLV）フィールドがアドバタイズされます。

• Device ID

• Address

• Port ID

• Capabilities

• Version

• Platform

• Native VLAN

• Full/Half Duplex

• MTU

• SysName

• SysObjectID

• Management Address

• Physical Location

• VTP

すべての CDPパケットに VLAN IDが含まれます。レイヤ 2アクセスポート上で CDPを設定し
た場合、そのアクセスポートから送信される CDPパケットには、アクセスポートのVLAN IDが
含まれます。レイヤ 2トランクポート上で CDPを設定した場合は、そのトランクポートから送
信される CDPパケットに、トランクポート上で許可設定されている最小の VLAN IDが含まれま
す。トランクポートは、そのトランクポートの許可 VLANリストに指定されている VLAN IDで
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あれば、どの VLAN IDが含まれている CDPパケットでも受信できます。VLANの詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

VTP 機能のサポート
次の条件に当てはまる場合、CDPは VLANトランキングプロトコル（VTP）の type-length-value
（TLV）フィールドを送信します。

• CDPバージョン 2がイネーブルになっている

• VTP機能がイネーブルになっている

• VTPドメイン名が設定されている

show cdp neighbors detailコマンドを使用すると、VTP情報を参照できます。

ハイアベイラビリティ

Cisco NX-OSは、CDPのステートフルおよびステートレス両方のリスタートとスイッチオーバー
をサポートします。ハイアベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
High Availability and Redundancy Guide』を参照してください。

仮想化のサポート

Cisco NX-OSは、仮想デバイスコンテキスト（VDC）ごとに 1インスタンスずつ、複数のCDPイ
ンスタンスをサポートします。VDCを特別に設定しない限り、デフォルトでは、Cisco NX-OSの
デフォルトの VDCが使用されます。VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

CDP のライセンス要件
ライセンス要件製品

CDPにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能は
nx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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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CDP の前提条件
VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、所定の VDCを開始する必要があ
ります。設定情報については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』、ライセンス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

CDP の注意事項と制約事項
CDPに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•接続数が 256のハブにポートを接続した場合、CDPはポートあたり最大 256のネイバーを検
出できます。

•デバイス上でCDPをイネーブルにする必要があります。イネーブルにしておかないと、イン
ターフェイス上で CDPをイネーブルにできません。

• CDPを設定できるのは、物理インターフェイスおよびポートチャネル上に限られます。

• CDPは Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderではサポートされません。

CDP のデフォルト設定
次の表に、CDP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

グローバルおよびすべてのインターフェイスで

イネーブル

CDP

Version 2CDP version

Serial numberCDP device ID

60秒CDP timer

180秒CDP hold timer

CDP の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）
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CDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル
CDPはデフォルトで有効になっています。CDPをディセーブルにしてから、もう一度イネーブル
にできます。

インターフェイス上で CDPをイネーブルにするには、先にデバイス上で CDPをイネーブルにし
ておく必要があります。CDPがグローバルなディセーブルになっているときに、特定のインター
フェイス上で CDPをイネーブルにしても、これらのインターフェイス上で CDPがアクティブに
なることはなく、エラーメッセージが戻ります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デバイス全体で CDP機能をイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトでは

イネーブルです。

[no] cdp enable

例：
switch(config)# cdp enable

ステップ 2   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

インターフェイス上での CDP のイネーブルまたはディセーブル
CDPはデフォルトで、インターフェイス上でイネーブルです。インターフェイス上でCDPをディ
セーブルにできます。

CDPがグローバルなディセーブルになっているときに、特定のインターフェイス上で CDPをイ
ネーブルにしても、これらのインターフェイス上でCDPがアクティブになることはなく、エラー
メッセージが戻ります。
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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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interfaceinterface slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet
1/2
switch(config-if)#

ステップ 2   

このインターフェイスで CDP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

はイネーブルです。

[no] cdp enable

例：
switch(config-if)# cdp enable

ステップ 3   

CDPがデバイス上でグローバルに
イネーブルになっていることを確

認します。

（注）

（任意）

インターフェイスのCDP情報を表示します。
show cdp interfaceinterface slot/port

例：
switch(config-if)# show cdp
interface ethernet 1/2

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   

CDP オプションパラメータの設定
この手順でオプションのコマンドを使用して CDPを変更できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure 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

（任意）

デバイスがサポートする CDPのバージョンを設
定します。デフォルトは v2です。

cdp advertise {v1 | v2}

例：
switch(config)# cdp advertise
v1

ステップ 2   

（任意）

CDPデバイス IDを設定します。オプションは次
のとおりです。

cdp format device-id {mac-address
| serial-number | system-name}

例：
switch(config)# cdp format
device-id mac-address

ステップ 3   

• mac-address：シャーシのMACアドレス。

• serial-number：シャーシのシリアル番号/組
織固有識別子（OUI）

• system-name：システム名または完全修飾ド
メイン名。

デフォルトでは system-nameです。

（任意）

CDPネイバー情報を削除するまでに保持する時
間を設定します。範囲は 10～ 255秒です。デ
フォルト値は 180秒です。

cdp holdtime seconds

例：
switch(config)# cdp holdtime
150

ステップ 4   

（任意）

CDPがネイバーにアドバタイズメントを送信す
るリフレッシュタイムを設定します。範囲は 5
～ 254秒です。デフォルトは 60秒です。

cdp timer seconds

例：
switch(config)# cdp timer 50

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   

CDP コンフィギュレーションの確認
CDPの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

CDPがイネーブルになっているすべてのイン
ターフェイスを表示します。

show cdp all

CDPデータベースエントリを表示します。show cdp entry {all | nameentry-name}
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目的コマンド

CDPグローバルパラメータを表示します。show cdp global

CDPインターフェイスのステータスを表示しま
す。

show cdp interfaceinterfaceslot/port

CDPネイバーのステータスを表示します。show cdp neighbors {device-id |
interfaceinterfaceslot/port} [detail]

インターフェイスの CDPトラフィック統計を
表示します。

show cdp interfaceinterfaceslot/port

インターフェイスの CDP統計情報を消去するには、clear cdp countersコマンドを使用します。

1つまたはすべてのインターフェイスの CDPキャッシュを消去するには、clear cdp tableコマン
ドを使用します。

CDP のコンフィギュレーション例
CDP機能をイネーブルにして、リフレッシュタイマーおよびホールドタイマーを設定する例を示
します。

config t
cdp enable
cdp timer 50
cdp holdtime 100

次に、CDPグローバルパラメータを表示する例を示します。

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
Mgmt-switch

mgmt0 148 R S I WS-C4948-10GE Gig1/37
switch88(FOX1518GRE6)

Eth1/25 164 R S I s N5K-C5596UP Eth1/25
switch89(FOX1518GQJ2)

Eth1/26 163 R S I s N5K-C5596UP Eth1/25
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

CDP CLIコマンド

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

VDCおよび VRF

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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

CDPに関連するMIB

CDP 機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 9：CDP 機能の履歴

機能情報リリース機能名

CDPは、CDPバージョン 2パケッ
ト内のVLANトランキングプロト
コル（VTP）の type-length-value
（TLV）フィールドを通知しま
す。

4.2(1)VTPドメイン名に対する CDP
サポート
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第 7 章

システムメッセージロギングの設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上でシステムメッセージロギングを設定する方法について
説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 105 ページ

• システムメッセージロギングについて, 106 ページ

• システムメッセージロギングのライセンス要件, 107 ページ

• システムメッセージロギングの注意事項および制約事項, 107 ページ

• システムメッセージロギングのデフォルト設定, 107 ページ

• システムメッセージロギングの設定, 108 ページ

• システムメッセージロギングの設定確認, 119 ページ

• システムメッセージロギングのコンフィギュレーション例, 119 ページ

• その他の参考資料, 120 ページ

• システムメッセージロギングの機能の履歴, 120 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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システムメッセージロギングについて
システムメッセージロギングを使用して宛先を制御し、システムプロセスが生成するメッセー

ジの重大度をフィルタリングできます。端末セッション、ログファイル、およびリモートシステ

ム上の Syslogサーバへのロギングを設定できます。

システムメッセージロギングは RFC 3164に準拠しています。システムメッセージのフォーマッ
トおよびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『Cisco NX-OS System Messages
Reference』を参照してください。

デフォルトでは、デバイスはターミナルセッションにメッセージを出力し、ログファイルにシス

テムメッセージをログします。

次の表に、システムメッセージで使用されている重大度を示します。重大度を設定する場合、シ

ステムはそのレベル以下のメッセージを出力します。

表 10：システムメッセージの重大度

説明レベル

システムが使用不可0：緊急

即時処理が必要1：アラート

クリティカル状態2：クリティカル

エラー状態3：エラー

警告状態4：警告

正常だが注意を要する状態5：通知

単なる情報メッセージ6：情報

デバッグ実行時にのみ表示7：デバッグ

デバイスは重大度 0、1、または 2のメッセージのうち、最新の 100メッセージをNVRAMログに
記録します。NVRAMへのロギングは設定できません。

メッセージを生成したファシリティと重大度に基づいて記録するシステムメッセージを設定でき

ます。

Syslog サーバ
syslogサーバは、syslogプロトコルに基づいてシステムメッセージを記録するリモートシステム
上で動作します。IPv4または IPv6の Syslogサーバを最大 8つ設定できます。
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ファブリック内のすべてのスイッチで syslogサーバの同じ設定をサポートするために、CiscoFabric
Services（CFS）を使用して syslogサーバ設定を配布できます。

最初のデバイス初期化時に、メッセージが syslogサーバに送信されるのは、ネットワークの初
期化後です。

（注）

仮想化のサポート

仮想デバイスコンテキスト（VDC）は、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。
システムメッセージロギングが適用されるのは、コマンドが入力された VDCに限られます。

VDCの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

システムメッセージロギングのライセンス要件

ライセンス要件製品

システムメッセージロギングにライセンスは

不要です。ライセンスパッケージに含まれてい

ない機能は nx-osイメージにバンドルされてお
り、無料で提供されます。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

システムメッセージロギングの注意事項および制約事項
システムメッセージは、デフォルトでコンソールおよびログファイルに記録されます。

システムメッセージロギングのデフォルト設定
次の表に、システムメッセージロギングパラメータのデフォルト設定を示します。

表 11：デフォルトのシステムメッセージロギングパラメータ

デフォルトパラメータ

重大度 2でイネーブルコンソールロギング
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デフォルトパラメータ

重大度 5でイネーブルモニタロギング

重大度 5のメッセージロギングがイネーブルログファイルロギング

重大度 5でイネーブルモジュールロギング

イネーブルファシリティロギング

Secondsタイムスタンプ単位

ディセーブルSyslogサーバロギング

ディセーブルSyslogサーバ設定の配布

システムメッセージロギングの設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

ターミナルセッションへのシステムメッセージロギングの設定

重大度に基づいて、コンソール、Telnet、および SSHセッションにメッセージを記録するように
デバイスを設定できます。

デフォルトでは、ターミナルセッションでロギングはイネーブルです。

コンソールのボーレートが 9600ボー（デフォルト）の場合、現在のCritical（デフォルト）ロ
ギングレベルが維持されます。コンソールロギングレベルを変更しようとすると、必ずエ

ラーメッセージが生成されます。ロギングレベルを上げる（Criticalよりも上に）には、コン
ソールのボーレートを 38400ボーに変更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

デバイスがコンソールにメッセージを記録できるよう

にします。

terminal monitor

例：
switch# terminal monitor

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2   

指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセー

ジをコンソールセッションに記録するように、デバイ

[no] logging console
[severity-level]

例：
switch(config)# logging
console 3

ステップ 3   

スを設定します。小さい値は、より高い重大度を示し

ます。重大度は 0～ 7の範囲です。

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2が使
用されます。noオプションは、メッセージをコンソー
ルにログするデバイスの機能をディセーブルにしま

す。

（任意）

コンソールロギング設定を表示します。

show logging console

例：
switch(config)# show
logging console

ステップ 4   

デバイスが指定された重大度とそれより上位の重大度

のメッセージをモニタに記録できるようにします。小

[no] logging monitor
[severity-level]

例：
switch(config)# logging
monitor 3

ステップ 5   

さい値は、より高い重大度を示します。重大度は 0～
7の範囲です。

• 0：緊急
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目的コマンドまたはアクション

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

設定はTelnetおよびSSHセッションに適用されます。

重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2が使
用されます。noオプションは、メッセージを Telnet
および SSHセッションにログするデバイスの機能を
ディセーブルにします。

（任意）

モニタロギング設定を表示します。

show logging monitor

例：
switch(config)# show
logging monitor

ステップ 6   

システムメッセージログ内で、物理的なイーサネッ

トインターフェイスおよびサブインターフェイスに対

[no] loggingmessage interface
type ethernet description

例：
switch(config)# logging
message interface type
ethernet description

ステップ 7   

して説明を追加できるようにします。この説明は、イ

ンターフェイスで設定された説明と同じものです。

noオプションは、物理イーサネットインターフェイ
スのシステムメッセージログ内のインターフェイス

説明の印刷をディセーブルにします。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 8   

ファイルへのシステムメッセージの記録

システムメッセージをファイルに記録するようにデバイスを設定できます。デフォルトでは、シ

ステムメッセージはファイル log:messagesに記録されます。
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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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

システムメッセージを保存するのに使用するログ

ファイルの名前と、記録する最小重大度を設定しま

[no] logging logfile logfile-name
severity-level [size bytes]

例：
switch(config)# logging
logfile my_log 6

ステップ 2   

す。小さい値は、より高い重大度を示します。重大

度は 0～ 7の範囲です。

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

任意で最大ファイルサイズを指定できます。

デフォルトの重大度は 5です。ファイルサイズは
10485760です。ファイルサイズは 4096～ 4194304
バイトです。

インターフェイスイベントをロギングします。logging event {link-status |
trunk-status} {enable | default}

ステップ 3   

• link-status：すべてのUP/DOWNメッセージおよ
び CHANGEメッセージをログに記録します。例：

switch# logging event
link-status default
switch(config)#

• trunk-status：すべてのTRUNKステータスメッ
セージをログに記録します。

• enable：ポートレベルのコンフィギュレーショ
ンを上書きしてロギングをイネーブルにするよ

う、指定します。

• default：ロギングが明示的に設定されてないイ
ンターフェイスで、デフォルトのロギング設定

を使用するよう、指定します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ロギング設定を表示します。

show logging info

例：
switch(config)# show logging
info

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   

モジュールおよびファシリティメッセージのロギングの設定

モジュールおよびファシリティに基づいて記録するメッセージの重大度およびタイムスタンプの

単位を設定できます。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定された重大度またはそれ以上の重大度であるモ

ジュールログメッセージをイネーブルにします。重

大度は 0～ 7の範囲です。

[no] logging module
[severity-level]

例：
switch(config)# logging
module 3

ステップ 2   

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ
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目的コマンドまたはアクション

重大度が指定されていない場合、デフォルトの 5が使
用されます。noオプションを使用すると、モジュール
ログメッセージがディセーブルになります。

（任意）

モジュールロギング設定を表示します。

show logging module

例：
switch(config)# show
logging module

ステップ 3   

指定された重大度またはそれ以上の重大度である指定

のファシリティからのロギングメッセージをイネーブ

ルにします。重大度は 0～ 7の範囲です。

[no] logging levelfacility
severity-level

例：
switch(config)# logging
level aaa 2

ステップ 4   

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

同じ重大度をすべてのファシリティに適用するには、

allファシリティを使用します。デフォルト値について
は、show logging levelコマンドを参照してください。

noオプションを使用すると、指定されたファシリティ
のロギング重大度がデフォルトのレベルにリセットさ

れます。ファシリティおよび重大度を指定しなかった

場合、すべてのファシリティがそれぞれのデフォルト

重大度にリセットされます。

（任意）

ファシリティごとに、ロギングレベル設定およびシス

テムのデフォルトレベルを表示します。ファシリティ

show logging level [facility]

例：
switch(config)# show
logging level aaa

ステップ 5   

を指定しなかった場合は、すべてのファシリティのレ

ベルが表示されます。

ロギングタイムスタンプ単位を設定します。デフォル

トでは、単位は秒です。

[no] logging timestamp
{microseconds |milliseconds |
seconds}

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドは、スイッチ内で保持されて

いるログに適用されます。また、外部のロ

ギングサーバには適用されません。

（注）

例：
switch(config)# logging
timestamp milliseconds

（任意）

設定されたロギングタイムスタンプ単位を表示しま

す。

show logging timestamp

例：
switch(config)# show
logging timestamp

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 8   

syslog サーバの設定
システムメッセージを記録する、リモートシステムを参照する syslogサーバを最大で 8台設定で
きます。

シスコは、管理仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを使用するサーバとして、
syslogサーバを設定することを推奨します。VRFの詳細情報については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

（注）

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   

指定されたホスト名、あるいは IPv4または IPv6ア
ドレスで Syslogサーバを設定します。use-vrfキー

[no] logging serverhost
[severity-level [use-vrfvrf-name]]

例：
switch(config)# logging server
192.0.2.253

ステップ 2   

ワードを使用すると、メッセージロギングを特定

の VRFに限定できます。重大度は 0～ 7の範囲で
す。
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config)# logging server
2001:db8::3 5 use-vrf red

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

デフォルトの発信ファシリティは local7です。

noオプションは、指定したホストのロギングサー
バを削除します。

最初の例では、ファシリティ local 7のすべてのメッ
セージを転送します。2番目の例では、VRF redで
重大度が 5以下のメッセージを転送します。

ログメッセージに IPアドレスを表示する送信元イ
ンターフェイスを設定します。このスタティックな

logging source-interfaceinterface

例：
switch(config)# logging
source-interface loopback 5

ステップ 3   

設定により、個々のCiscoNX-OSデバイスから送信
されるすべてのメッセージログに、同じ IPアドレ
スが表示されます。

（任意）

Syslogサーバ設定を表示します。
show logging server

例：
switch(config)# show logging
server

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   

Syslog 転送の宛先ポートの設定
ロギング先となるリモートサーバにシステムメッセージを転送する際、使用する宛先ポートを指

定できます。
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指定したユーザ定義のポートをリッスンするように、リモートサーバの syslog設定ファイル
を変更する必要があります。デフォルトでは、システムメッセージは UDPペイロードとして
514番ポートによりリモートサーバに送信され、ロギングされます。

（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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

syslogをリモートサーバに転送するのに使用され
る宛先ポートを指定します。ポート番号の範囲は

1～ 65535です。

[no] logging serverhost
[severity-level [use-vrfvrf-name]]

例：
switch(config)# logging server
192.0.2.253 port 600

ステップ 2   

デフォルトの宛先ポート番号は 514です。

カスタム宛先ポートを削除するかまたは

デフォルト値にリセットするには、ポー

ト番号を指定せずに logging serverコマ
ンドを使用します。任意で、ポート番号

を 514に指定できます。

（注）

最初の例では、ユーザ定義の 600番ポートですべ
てのメッセージを転送します。2番目の例では、

例：
switch(config)# logging server
192.0.2.253 5 port 600

ユーザ定義の 600番ポートで、重大度が 5以下の
メッセージを転送します。

（任意）

Syslogサーバ設定を表示します。
show logging server

例：
switch(config)# show logging
server

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   
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UNIX または Linux システムでの Syslog サーバの設定
/etc/syslog.confファイルに次の行を追加して、UNIXまたは Linuxシステム上に Syslogサーバを設
定できます。

facility.level <five tab characters> action

次の表に、設定可能な syslogフィールドを示します。

表 12：syslog.conf の Syslog フィールド

説明フィールド

メッセージの作成者。auth、authpriv、cron、
daemon、kern、lpr、mail、mark、news、syslog、
user、local0～ local7です。アスタリスク（*）
を使用するとすべてを指定します。これらの

ファシリティ指定により、発信元に基づいて

メッセージの宛先を制御できます。

ローカルファシリティを使用する前

に設定をチェックします。

（注）

ファシリティ

メッセージを記録する最小重大度。debug、
info、notice、warning、err、crit、alert、emergで
す。アスタリスク（*）を使用するとすべてを
指定します。noneを使用するとファシリティを
ディセーブルにできます。

レベル

メッセージの宛先。ファイル名、前に@記号
を加えたホスト名、ユーザをカンマで区切った

リスト、またはすべてのログインユーザを表す

アスタリスク（*）を使用できます。

Action

手順

ステップ 1 /etc/syslog.confファイルに次の行を追加して、ファイル /var/log/myfile.logに local7ファシリティの
デバッグメッセージを記録します。

例：
debug.local7 var/log/myfile.log

ステップ 2 シェルプロンプトで次のコマンドを入力して、ログファイルを作成します。
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例：
$ touch /var/log/myfile.log
$ chmod 666 /var/log/myfile.log

ステップ 3 次のコマンドを入力して、システムメッセージロギングデーモンがmyfile.logをチェックして、
新しい変更を取得するようにします。

例：
$ kill -HUP ~cat /etc/syslog.pid~

ログファイルの表示およびクリア

ログファイルおよび NVRAMのメッセージを表示したり消去したりできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ロギングファイルの最終行番号を表示します。

最終行番号には 1～ 9999を指定できます。
show logging lastnumber-lines

例：
switch# show logging last 40

ステップ 1   

入力されたスパン内にタイムスタンプがある

ログファイルのメッセージを表示します。終

show logging logfile
[start-timeyyyymmm dd hh:mm:ss]
[end-timeyyyy mmm dd hh:mm:ss]

ステップ 2   

了時間を入力しないと、現在の時間が使用さ

例：
switch# show logging logfile
start-time 2013 oct 1 15:10:0

れます。月の時間フィールドには 3文字を、
年と日の時間フィールドには数値を入力しま

す。

NVRAMのメッセージを表示します。表示さ
れる行数を制限するには、表示する最終行番

show logging nvram
[lastnumber-lines]

例：
switch# show logging nvram last
10

ステップ 3   

号を入力できます。最終行番号には 1～ 100
を指定できます。

ログファイルの内容をクリアします。clear logging logfile

例：
switch# clear logging logfile

ステップ 4   

NVRAMの記録されたメッセージをクリアし
ます。

clear logging nvram

例：
switch# clear logging nvram

ステップ 5   
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システムメッセージロギングの設定確認
システムメッセージロギングの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

目的コマンド

コンソールロギング設定を表示します。show logging console

ロギング設定を表示します。show logging info

ログファイルの末尾から指定行数を表示しま

す。

show logging lastnumber-lines

ファシリティロギング重大度設定を表示しま

す。

show logging level [facility]

ログファイルのメッセージを表示します。show logging logfile
[start-timeyyyymmmddhh:mm:ss]
[end-timeyyyymmmddhh:mm:ss]

モジュールロギング設定を表示します。show logging module

モニタロギング設定を表示します。show logging monitor

NVRAMログのメッセージを表示します。show logging nvram [lastnumber-lines]

Syslogサーバ設定を表示します。show logging server

ロギングタイムスタンプ単位設定を表示しま

す。

show logging timestamp

システムメッセージロギングのコンフィギュレーション

例
システムメッセージロギングのコンフィギュレーション例を示します。

configure terminal
logging console 3
logging monitor 3
logging logfile my_log 6
logging module 3
logging level aaa 2
logging timestamp milliseconds
logging server 172.28.254.253
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logging server 172.28.254.254 5 facility local3
copy running-config startup-config

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

システムメッセージの CLIコマンド

『Cisco NX-OS System Messages Reference』システムメッセージ

システムメッセージロギングの機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 13：システムメッセージロギングの機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。7.2(0)D1(1)システムメッセージロギング

システムメッセージログ内で、物

理的イーサネットインターフェイ

スおよびサブインターフェイスに

対して説明を追加する機能が追加

されました。

5.2(1)システムメッセージロギング

サポートされる syslogサーバの数
が 3から 8に増加されました。

5.1(1)Syslogサーバ

IPv6 syslogホストに対するサポー
トが追加されました。

4.2(1)IPv6サポート

この機能が導入されました。4.0(1)システムメッセージロギング
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第 8 章

Smart Call Home の設定

この章では、CiscoNX-OSデバイスのSmartCallHome機能を設定する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 123 ページ

• Smart Call Homeの概要, 124 ページ

• Smart Call Homeのライセンス要件, 131 ページ

• Smart Call Homeの前提条件, 131 ページ

• Smart Call Homeの注意事項および制約事項, 132 ページ

• Smart Call Homeのデフォルト設定, 133 ページ

• Smart Call Homeの設定, 134 ページ

• Smart Call Home設定の確認, 150 ページ

• Smart Call Homeの設定例, 151 ページ

• その他の参考資料, 152 ページ

• Smart Call Homeの機能の履歴, 166 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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Smart Call Home の概要
Smart Call Homeでは、重要なシステムポリシーに対して電子メールベースの通知が提供されま
す。豊富なメッセージフォーマットから選択できるので、ポケットベルサービス、標準 Eメー
ル、または XMLベースの自動解析アプリケーションとの最適な互換性が得られます。この機能
を使用して、ネットワークサポートエンジニアにポケットベルで連絡したり、ネットワークオ

ペレーションセンターに電子メールを送信したりできます。また、Cisco Smart Call Homeサービ
スを使用して TACのケースを自動的に生成できます。

Smart Call Homeには、次の機能があります。

•関連する CLIコマンド出力の実行および添付が自動化されます。

•次のような、複数のメッセージフォーマットオプションがあります。

◦ショートテキスト：ポケットベルまたは印刷形式のレポートに最適。

◦フルテキスト：人間が判読しやすいように完全にフォーマットされたメッセージ情報で
す。

◦ XML：ExtensibleMarkup Language（XML）およびAdaptiveMessaging Language（AML）
XML Schema Definition（XSD）を使用する、調和の取れた判読可能なフォーマット。
AML XSDは Cisco.comのWebサイトで公開されています。XMLフォーマットでは、
TACとの通信が可能になります。

•複数のメッセージ宛先への同時配信が可能。それぞれの宛先プロファイルには、最大 50個
の電子メール宛先アドレスを設定できます。

宛先プロファイル

宛先プロファイルには、次の情報が含まれます。

• 1つ以上のアラートグループ：アラートの発生時に、特定の Smart Call Homeメッセージを
送信するアラートのグループ。

• 1つ以上の電子メール宛先：この宛先プロファイルに割り当てられたアラートグループに
よって生成された Smart Call Homeメッセージの受信者リスト。

•メッセージフォーマット：SmartCallHomeメッセージのフォーマット（ショートテキスト、
フルテキスト、または XML）。

•メッセージ重大度：Cisco NX-OSが宛先プロファイル内のすべての電子メールアドレスに対
して Smart Call Homeメッセージを生成するまで、アラートが満たす必要がある Smart Call
Home重大度。アラートの Smart Call Home重大度が宛先プロファイルに設定されたメッセー
ジの重大度に満たない場合、Cisco NX-OSはアラートを生成しません。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
124

Smart Call Home の設定
Smart Call Home の概要



定期メッセージを日別、週別、月別で送信するコンポーネントアラートグループを使用して、定

期的なコンポーネントアップデートメッセージを許可するよう宛先プロファイルを設定すること

もできます。

Cisco NX-OSは、次の定義済み宛先プロファイルをサポートします。

• CiscoTAC-1：XMLメッセージフォーマットの Cisco-TACアラートグループをサポートしま
す。このプロファイルは、callhome@cisco.comという Eメールコンタクト、最大メッセージ
サイズ、およびメッセージ重大度 0で設定済みです。このプロファイルのデフォルト情報は
どれも変更できません。

• full-text-destination：フルテキストメッセージフォーマットをサポートします。

• short-text-destination：ショートテキストメッセージフォーマットをサポートします。

Smart Call Home アラートグループ
アラートグループは、すべての Cisco Nexusデバイスでサポートされる Smart Call Homeアラート
の定義済みサブセットです。アラートグループを使用すると、定義済みまたはカスタム宛先プロ

ファイルに送信する一連の Smart Call Homeアラートを選択できます。Smart Call Homeアラート
が宛先プロファイルにアソシエートされたいずれかのアラートグループに属する場合、およびア

ラートで、Smart Call Homeメッセージ重大度が宛先プロファイルに設定されているメッセージ重
大度と同じか、それ以上である場合のみ、デバイスは Smart Call Homeアラートを宛先プロファイ
ルの電子メールの宛先に送信します。

次の表に、サポートされるアラートグループと、アラートグループ用に生成された Smart Call
Homeメッセージに含まれるデフォルトの CLIコマンド出力を示します。

実行されるコマンド説明アラートグループ

アラートを発信するアラート

グループに基づいてコマンドを

実行します。

Smart Call Home宛ての、他の
アラートグループからのすべ

てのクリティカルアラート。

Cisco-TAC

show module

show version
設定に関連した定期的なイベン

ト。

Configuration
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実行されるコマンド説明アラートグループ

show diagnostic result module all
detail

show diagnostic result
modulenumberdetail

show hardware

show logging last 200

show module

show sprom all

show tech-support gold

show tech-support ha

show tech-support platform

show version

診断によって生成されたイベン

ト。

Diagnostic

show diagnostic result module all
detail

show diagnostic result
modulenumberdetail

show module

show tech-support gold

show tech-support ha

show tech-support platform

EEMによって生成されるイベ
ント

EEM

show environment

show logging last 200

show module

show version

電源、ファン、および温度ア

ラームなどの環境検知要素に関

連するイベント。

Environmental

show inventory

show license usage

show module

show sprom all

show system uptime

show version

装置がコールドブートした場

合、または FRUの取り付けま
たは取り外しを行った場合に示

されるコンポーネントステー

タス。このアラートは重要でな

いイベントであり、情報はス

テータスおよび使用権に使用さ

れます。

Inventory

show logging last 200ライセンスおよびライセンス違

反に関連するイベント

License
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実行されるコマンド説明アラートグループ

show diagnostic result module all
detail

show diagnostic result
modulenumberdetail

show hardware

show logging last 200

show module

show sprom all

show tech-support ethpm

show tech-support gold

show tech-support ha

show tech-support platform

show version

標準またはインテリジェント

スイッチングモジュールに関

連するイベント。

Linecard hardware

show diagnostic result module all
detail

show hardware

show logging last 200

show module

show sprom all

show tech-support ethpm

show tech-support gold

show tech-support ha

show tech-support platform

show version

スーパーバイザモジュールに

関連するイベント。

Supervisor hardware

show license usage

show logging last 200
syslog PORTファシリティに
よって生成されるイベント

Syslog port group
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実行されるコマンド説明アラートグループ

show diagnostic result module all
detail

show hardware

show logging last 200

show module

show sprom all

show tech-support ethpm

show tech-support gold

show tech-support ha

show tech-support platform

装置の動作に必要なソフトウェ

アシステムの障害によって生

成されたイベント。

System

show module

show version
ユーザが作成したテストメッ

セージ

Test

Smart Call Homeは、syslogの重大度を、syslogポートグループメッセージの対応する Smart Call
Homeの重大度に対応させます。

特定のイベントが発生し、Smart Call Homeメッセージを含む show出力を送信した場合に、追加
のCLI showコマンドを実行するために、定義済みのアラートグループをカスタマイズできます。

showコマンドは、フルテキストおよびXML宛先プロファイルにのみ追加できます。ショートテ
キスト宛先プロファイルは、128バイトのテキストに制限されているため、追加の showコマンド
をサポートしていません。

Smart Call Home のメッセージレベル
Smart Call Homeを使用すると、緊急度に基づいてメッセージをフィルタリングできます。各定義
済みまたはユーザ定義宛先プロファイルを、0（最小緊急度）～9（最大緊急度）までのSmartCall
Homeしきい値と関連付けることができます。デフォルトは 0（全メッセージを送信）です。

Syslog重大度は、Smart Call Homeメッセージレベルにマッピングされています。

Smart Call Homeは、メッセージテキストで syslogメッセージレベルを変更しません。（注）

次の表に、各 Smart Call Homeメッセージレベルのキーワードと、syslogポートアラートグルー
プの対応する syslogレベルを一覧表示します。
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表 14：重大度と syslog レベルのマッピング

説明Syslog レベルキーワードSmart Call Home レベル

ネットワーク全体に壊

滅的な障害が発生して

います。

該当なしCatastrophic9

ネットワークに重大な

影響が及びます。

該当なしDisaster8

システムが使用不可能

な状態。

緊急（0）Fatal7

クリティカルな状況

で、すぐに対応する必

要があります。

アラート（1）Critical6

重大な状態。重要（2）Major5

軽微な状態。エラー（3）Minor4

警告状態。警告（4）Warning3

基本的な通知および情

報メッセージです。他

と関係しない、重要性

の低い障害です。

通知（5）Notification2

標準状態に戻ることを

示す標準イベントで

す。

情報（6）Normal1

デバッグメッセージ。デバッグ（7）Debugging0

Smart Call Home の取得
シスコと直接サービス契約を結んでいる場合は、SmartCallHomeサービスに登録できます。Smart
Call Homeは、Smart Call Homeメッセージを分析し、背景説明と推奨措置を提供します。既知の
問題、特にオンライン診断障害については、TACに Automatic Service Requestが作成されます。

Smart Call Homeには、次の機能があります。

•継続的なデバイスヘルスモニタリングとリアルタイムの診断アラート。
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• Smart Call Homeメッセージの分析。必要に応じて、自動サービス要求（詳細な診断情報が含
まれる）が作成され、該当する TACチームにルーティングされるため、問題解決を高速化
できます。

•セキュアなメッセージが、ご使用のデバイスから直接、HTTPプロキシサーバを経由して転
送されるか、またはダウンロード可能な転送ゲートウェイ（TG）から転送されます。TG集
約ポイントは、複数のデバイスをサポートする場合またはセキュリティ要件によって、デバ

イスをインターネットに直接接続できない場合に使用できます。

•あらゆる Smart Call Homeデバイスの Smart Call Homeメッセージおよび推奨事項、インベン
トリ情報、設定情報へのWebアクセス。この機能によって、関連する現場の注意事項、セ
キュリティ勧告、および廃止情報にアクセスできます。

登録には次の情報が必要です。

•デバイスの SMARTnet契約番号

•電子メールアドレス

• Cisco.com ID

Smart Call Homeの詳細については、次の Smart Call Homeのページを参照してください。 https://
supportforums.cisco.com/community/netpro/solutions/smart_services/smartcallhome

CFS を使用した Smart Call Home の配信
Cisco Fabric Services（CFS）を使用して、ネットワーク内のすべての CFS対応デバイスに Smart
Call Homeコンフィギュレーションを配信できます。デバイスプライオリティと sysContact名を
除く Smart Call Homeコンフィギュレーション全体が配信されます。

CFSの詳細については、「CFSの設定」の項を参照してください。

データベースマージの注意事項

2つの Smart Call Homeデータベースをマージする場合は、次の注意事項に従ってください。

•マージされるデータベースには、次の情報が含まれます。

◦マージ側デバイスからの全宛先プロファイルのスーパーセット。

◦宛先プロファイルの電子メールアドレスとアラートグループ。

◦マージ側デバイスにあるその他の設定情報（メッセージスロットリング、定期的なイン
ベントリなど）。

•宛先プロファイル名は、マージするデバイス内で重複しないようにしてください。コンフィ
ギュレーションが異なっても、同じ名前は使用できません。プロファイル名が重複している

場合、重複するプロファイルの 1つを削除する必要があります。そうしなければマージ処理
が失敗します。
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ハイアベイラビリティ

ステートフルおよびステートレスの両方のリスタートが、Smart Call Homeでサポートされます。

仮想化のサポート

仮想デバイスコンテキスト（VDC）ごとに Smart Call Homeインスタンスが 1つサポートされま
す。Smart Call Homeでは、最初に登録された VDCのコンタクト情報を物理デバイス上のすべて
のVDCの管理者コンタクトとして使用します。たとえば、Smart Call HomeでデフォルトVDCの
コンタクト情報が使用されるようにするには、そのVDCを使用して登録する必要があります。こ
の情報は次の URLから、Smart Call HomeのWebサイトでアップデートできます。

http://www.cisco.com/go/smartcall/

Smart Call Homeは他のすべての VDCのコンタクトを、物理デバイスのすべての Smart Call Home
データを参照できるけれども、管理者として動作することはできないユーザとして登録します。

すべての登録ユーザおよび登録管理者は、物理デバイス上のすべてのVDCからすべてのSmatCall
Home通知を受け取ります。

デフォルトでは、デフォルトのVDCが使用されます。デフォルトVDCでは、callhome sendおよ
び callhome testコマンドを使用して Smart Call Homeをテストできます。デフォルト以外の VDC
では、callhome testコマンドのみ使用できます。VDCの詳細については、『CiscoNexus 7000Series
NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

Smart Call Homeは、仮想ルーティングおよびフォワーディング（VRF）を認識します。特定の
VRFを使用してSmart Call HomeSMTPサーバに接続するようにSmart Call Homeを設定できます。

Smart Call Home のライセンス要件
ライセンス要件製品

Smart Call Homeにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれてい
ない機能はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

Smart Call Home の前提条件
Smart Call Homeには、次の前提条件があります。

•電子メールアドレスにメッセージを送信するには、まず電子メールサーバを設定する必要
があります。HTTPを使用してメッセージを送信するには、HTTPSサーバにアクセスでき、
Cisco Nexusデバイスに有効な証明書がインストールされている必要があります。
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•デバイスは Eメールサーバまたは HTTPSサーバと IP接続している必要があります。

•まず、コンタクト名（SNMPサーバのコンタクト）、電話番号、および住所情報を設定する
必要があります。この手順は、受信メッセージの送信元を判別するために必要です。

• Smart Call Homeサービスを使用する場合、設定中のデバイスに対応している現在のサービス
契約が必要です。

• VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールします。設定情報については
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』、ライセンス情報
については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

Smart Call Home の注意事項および制約事項
Smart Call Homeには、次の注意事項および制限事項があります。

• IP接続がない場合、またはプロファイル宛先への仮想ルーティングおよび転送（VRF）イン
スタンス内のインターフェイスがダウンしている場合、デバイスはSmartCallHomeメッセー
ジを送信できません。

• Smart Call Homeはあらゆる SMTPサーバで動作します。

• Smart Call Homeに対して最大 5つの SMTPサーバを設定できます。

• CFSを使用して Smart Call Homeコンフィギュレーションを配信すると、デバイスプライオ
リティと sysContact名を除く Smart Call Homeコンフィギュレーション全体が配信されます。

• CoPPは現在、インバンドの接続性が必要な場合に HTTP/HTTPSまたは SMTP方式を使用す
る Smart Call Homeのパケットを保護しません。これらのサービスのリターントラフィック
には、CoPPの class-defaultクラスが適用され、接続がほぼできなくなります。

• HTTPS方式または SMTP方式の明示的なクラスがコントロールプレーンポリシングで定義
されておらず、CoPPの class-defaultクラスで継続的な違反が起きている場合、SmartCallHome
（SCH）機能が設定されたシステムでは、レポートの途中で接続障害が起きる場合がありま
す。この問題は、SCHからの設定済みの宛先が既知のインバンドである場合にのみ発生しま
す。

•非標準の宛先ポートが使用されているSCHにインバンドを使用する場合、ユーザにそれらの
ポートを追加するよう警告する syslogを出力する必要があります。非管理ポートで HTTPま
たは HTTPSプロキシサーバを使用してシスコのWebサーバへの到達可能性を許可する場合
にも、syslogでの警告を考慮する必要があります。

• CFSがイネーブルになっている混合ファブリック環境では、Cisco NX-OS Release 5.xを実行
しているシスコデバイスは、5.xのコンフィギュレーション（複数の SMTPサーバサポー
ト、HTTP VRFサポート、およびHTTPプロキシサポート）を、CFSを介してファブリック
内の他の 5.xデバイスへ配信できます。ただし、既存のデバイスを 5.xへアップグレードし
ても、これらの新しいコンフィギュレーションはデバイスへは配信されません。これは、

アップグレード時に CFSマージがトリガーされないためです。したがって、シスコでは、
ファブリック内のすべてのデバイスが新しいコンフィギュレーションをサポートしている場
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合に限り、新しいコンフィギュレーションを適用するか、または（新しくアップグレードさ

れたデバイスではなく）、新しいコンフィギュレーションを保持している既存の 5.xデバイ
スから空のコミットを実行することを推奨します。

Smart Call Home のデフォルト設定
このテーブルは、Smart Call Homeパラメータのデフォルト設定を示します。

表 15：デフォルトの Smart Call Home パラメータ

デフォルトパラメータ

2,500,000フルテキストフォーマットで送信するメッセー

ジの宛先メッセージサイズ

2,500,000XMLフォーマットで送信するメッセージの宛
先メッセージサイズ

4000ショートテキストフォーマットで送信するメッ

セージの宛先メッセージサイズ

25ポートを指定しなかった場合の SMTPサーバ
ポート

50プライオリティを指定しなかった場合の SMTP
サーバのプライオリティ

フルテキスト宛先プロファイルおよびショート

テキスト宛先プロファイルの場合はすべて。

CiscoTAC-1宛先プロファイルの場合は cisco-tac
アラートグループ

プロファイルとアラートグループの関連付け

XMLフォーマットタイプ

0（ゼロ）Smart Call Homeメッセージレベル

ディセーブルであり、プロキシサーバは設定さ

れていない

HTTPプロキシサーバの使用
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Smart Call Home の設定

Cisco NX-OSコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。（注）

次の順序で Smart Call Home設定を行うことを推奨します。

1 連絡先情報の設定, （134ページ）
2 宛先プロファイルの作成, （136ページ）
3 アラートグループと宛先プロファイルの関連付け, （140ページ）
4 （任意）アラートグループへの showコマンドの追加, （141ページ）
5 Smart Call Homeのイネーブル化またはディセーブル化, （148ページ）
6 （任意） Smart Call Home設定のテスト, （149ページ）

連絡先情報の設定

Smart Call Homeには、電子メール、電話番号、住所の各情報を指定する必要があります。契約
ID、カスタマー ID、サイト ID、およびスイッチプライオリティ情報を任意で指定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SNMP sysContactを設定します。snmp-server contactsys-contact

例：
switch(config)# snmp-server contact
personname@companyname.com

ステップ 2   

SmartCallHomeコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 3   

デバイスの主要責任者の電子メールアドレ

スを設定します。

email-contactemail-address

例：
switch(config-callhome)#
email-contact admin@Mycompany.com

ステップ 4   

email-addressには、電子メールアドレスの
形式で、最大255の英数字を使用できます。
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目的コマンドまたはアクション

有効な電子メールアドレスを使用

できます。アドレスには、空白を

含めることはできません。

（注）

デバイスの主要責任者の電話番号を国際電話

フォーマットで設定します。

phone-contactinternational-phone-number

例：
switch(config-callhome)#
phone-contact +1-800-123-4567

ステップ 5   

international-phone-numberは、最大 17文字
の英数字で、国際電話フォーマットにする必

要があります。

電話番号には、空白を含めること

はできません。番号の前にプラス

（+）プレフィックスを使用しま
す。

（注）

デバイスの主要責任者の住所を空白の含まれ

る英数字ストリングとして設定します。

streetaddressaddress

例：
switch(config-callhome)#
streetaddress 123 Anystreet st.
Anytown,AnyWhere

ステップ 6   

addressには、最大 255の英数字を使用でき
ます。スペースを使用できます。

（任意）

サービス契約からこのデバイスの契約番号を

設定します。

contract-idcontract-number

例：
switch(config-callhome)# contract-id
Contract5678

ステップ 7   

contract-numberは、最大 255文字の英数字を
自由なフォーマットで指定できます。

（任意）

サービス契約からこのデバイスの顧客番号を

設定します。

customer-idcustomer-number

例：
switch(config-callhome)# customer-id
Customer123456

ステップ 8   

customer-numberは、最大 255文字の英数字
を自由なフォーマットで指定できます。

（任意）

このデバイスのサイト番号を設定します。

site-idsite-number

例：
switch(config-callhome)# site-id
Site1

ステップ 9   

site-numberは、最大 255文字の英数字を自由
なフォーマットで指定できます。

（任意）

このデバイスのスイッチプライオリティを

設定します。

switch-prioritynumber

例：
switch(config-callhome)#
switch-priority 3

ステップ 10   

指定できる範囲は 0～ 7です。0は最高のプ
ライオリティを、7は最低のプライオリティ
を示します。デフォルト値は 7です。
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目的コマンドまたはアクション

スイッチプライオリティは、運用

要員または TACサポート要員に
よって、最初に対処すべき Call
Homeメッセージを決定するために
使用されます。各スイッチから送

信される重大度が同じCallHomeア
ラートに優先順位を設定できます。

（注）

Smart Call Home設定コマンドをコミットし
ます。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 11   

（任意）

Smart Call Homeコンフィギュレーションの
概要を表示します。

show callhome

例：
switch(config-callhome)# show
callhome

ステップ 12   

（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 13   

次の作業

宛先プロファイルを作成します。

宛先プロファイルの作成

ユーザ定義宛先プロファイルを作成し、メッセージフォーマットを設定できます。

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。

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

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

新しい宛先プロファイルを作成します。

名前は、最大31文字の英数字で指定でき
ます。

destination-profile name

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile Noc101

ステップ 3   

プロファイルのメッセージフォーマット

を設定します。名前は、最大31文字の英
数字で指定できます。

destination-profile name format {XML |
full-txt | short-txt}

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile Noc101 format
full-txt

ステップ 4   

Smart Call Home設定コマンドをコミット
します。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 5   

（任意）

1つまたは複数の宛先プロファイルに関
する情報を表示します。

show callhomedestination-profile [profile
name]

例：
switch(config-callhome)# show
callhome destination-profile profile
Noc101

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

次の作業

宛先プロファイルに 1つまたは複数のアラートグループを関連付けます。

宛先プロファイルの変更

定義済みまたはユーザ定義の宛先プロファイルの次の属性を変更できます。

•宛先電子メールアドレス：アラートの送信先となる実際のアドレス（トランスポートメカ
ニズムに関係します）。

•宛先 URL：アラートの送信先となる HTTPまたは HTTPS URL。
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•転送方式：電子メールまたは HTTP転送によって、使用される宛先アドレスのタイプが決ま
ります。

•メッセージフォーマット：アラート送信に使用されるメッセージフォーマット（フルテキ
スト、ショートテキスト、または XML）。

•メッセージレベル：この宛先プロファイルの Smart Call Homeメッセージの重大度

•メッセージサイズ：この宛先プロファイルの電子メールアドレスに送信された Smart Call
Homeメッセージの許容長さ。

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   

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

ユーザ定義または定義済みの宛先プロファ

イルに電子メールアドレスを設定します。

destination-profile {name | CiscoTAC-1 |
full-txt-destination | short-txt-destination}
email-addraddress

ステップ 3   

宛先プロファイルには、最大 50個の電子
メールアドレスを設定できます。

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile
full-txt-destination email-addr
person@place.com

ユーザ定義または定義済み宛先プロファイ

ルの HTTPまたは HTTPS URLを設定しま
す。URLの最大文字数は 255文字です。

destination-profile {name | CiscoTAC-1 |
full-txt-destination | short-txt-destination}
httpaddress

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile CiscoTAC-1 http
http://site.com/service/callhome

ステップ 4   

ユーザ定義または定義済み宛先プロファイ

ルに対応する電子メールまたはHTTP転送
destination-profile {name | CiscoTAC-1 |
full-txt-destination | short-txt-destination}
transport-method {email | http}

ステップ 5   

方式を設定します。選択する転送方式のタ

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile CiscoTAC-1
transport-method http

イプによって、そのタイプに設定された宛

先アドレスが決まります。
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目的コマンドまたはアクション

この宛先プロファイルの Smart Call Home
メッセージの重大度を設定します。Cisco

destination-profile {name | CiscoTAC-1 |
full-txt-destination | short-txt-destination}
message-levelnumber

ステップ 6   

NX-OSがこのプロファイルの宛先に送信

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile
full-txt-destination message-level 5

するのは、Smart Call Homeの重大度が同
じか、それ以上のアラートだけです。指定

できる範囲は 0～ 9です。9は最大の重大
度を示します。

この宛先プロファイルの最大メッセージ

サイズを設定します。範囲は 0～ 5000000
です。デフォルト値は 2500000です。

destination-profile {name | CiscoTAC-1 |
full-txt-destination | short-txt-destination}
message-sizenumber

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile

ステップ 7   

full-txt-destination message-size
100000

Smart Call Home設定コマンドをコミット
します。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 8   

（任意）

1つまたは複数の宛先プロファイルに関す
る情報を表示します。

show callhome destination-profile
[profilename]

例：
switch(config-callhome)# show callhome
destination-profile profile
full-text-destination

ステップ 9   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピー

します。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

次の作業

宛先プロファイルに 1つまたは複数のアラートグループを関連付けます。
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アラートグループと宛先プロファイルの関連付け

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   

Smart Call Homeコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

アラートグループをこの宛先プロファ

イルにアソシエートします。キーワー

destination-profile {name | CiscoTAC-1 |
full-txt-destination | short-txt-destination}
alert-group {All |Cisco-TAC |Configuration

ステップ 3   

ド Allを使用して、すべてのアラート
| Diagnostic | EEM | Environmental |

グループをこの宛先プロファイルにア

ソシエートします。
Inventory | License | Supervisor-Hardware
| Syslog-group-port | System | Test}

例：
switch(config-callhome)#
destination-profile Noc101 alert-group
All

Smart Call Home設定コマンドをコミッ
トします。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 4   

（任意）

1つまたは複数の宛先プロファイルに関
する情報を表示します。

show callhome destination-profile
[profilename]

例：
switch(config-callhome)# show callhome
destination-profile profile Noc101

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   

次の作業

任意で showコマンドをアラートグループに追加し、SMTP電子メールサーバを設定します。
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アラートグループへの show コマンドの追加
1つのアラートグループにユーザ定義の CLI showコマンドを 5つまで割り当てることができま
す。

CiscoTAC-1宛先プロファイルには、ユーザ定義の CLI showコマンドを追加できません。（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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

showコマンド出力を、このアラートグ
ループに送信された Smart Call Homeメッ

alert-group {Configuration | Diagnostic |
EEM | Environmental | Inventory |
License | Supervisor-Hardware |

ステップ 3   

セージに追加します。有効な showコマン
ドだけが受け入れられます。

Syslog-group-port | System | Test}
user-def-cmdshow-cmd

例：
switch(config-callhome)# alert-group
Configuration user-def-cmd show ip
route

Smart Call Home設定コマンドをコミット
します。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 4   

（任意）

アラートグループに追加されたすべての

ユーザ定義 showコマンドに関する情報を
表示します。

show callhome user-def-cmds

例：
switch(config-callhome)# show
callhome user-def-cmds

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   
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次の作業

SMTP電子メールサーバに接続するように Smart Call Homeを設定します。

電子メールサーバの設定

Smart Call Home機能が動作するよう SMTPサーバアドレスを設定します。送信元および返信先電
子メールアドレスも設定できます。

Smart Call Homeに対して最大 5つの SMTPサーバを設定できます。サーバは、プライオリティに
基づいて試行されます。最もプライオリティの高いサーバが最初に試行されます。メッセージが

送信できない場合、制限に達するまでリスト内の次のサーバが試行されます。2つのサーバのプ
ライオリティが同じ場合は、先に設定された方が最初に試行されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SmartCallHomeコンフィギュレーションモード
を開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

ドメインネームサーバ（DNS）名、IPv4アド
レス、または IPv6アドレスのいずれかとして

transport email
mail-serverip-address [portnumber]
[prioritynumber] [use-vrfvrf-name]

ステップ 3   

SMTPサーバを設定します。任意でポート番号

例：
switch(config-callhome)#
transport email mail-server
192.0.2.1 use-vrf Red

を設定します。ポート範囲は 1～ 65535です。
デフォルトのポート番号は 25です。

任意で、SMTPサーバのプライオリティを設定
します。プライオリティの範囲は 1～ 100で、
1が最高、100が最低のプライオリティです。プ
ライオリティを指定しない場合、デフォルト値

の 50が使用されます。

また、この SMTPサーバと通信する際に使用す
るよう任意で VRFを設定します。指定された
VRFは、HTTPを使用したメッセージの送信に
は使用されません。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

Smart Call Homeメッセージの送信元電子メール
フィールドを設定します。

transport email fromemail-address

例：
switch(config-callhome)#
transport email from
person@company.com

ステップ 4   

（任意）

Smart Call Homeメッセージの返信先電子メール
フィールドを設定します。

transport email
reply-toemail-address

例：
switch(config-callhome)#
transport email reply-to
person@company.com

ステップ 5   

Smart Call Home設定コマンドをコミットしま
す。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 6   

（任意）

Smart Call Homeに対する転送関係のコンフィ
ギュレーションを表示します。

show callhome transport

例：
switch(config-callhome)# show
callhome transport

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   

次の作業

任意で、VRFを使用して HTTPで Smart Call Homeメッセージを送信します。

HTTP を使用したメッセージ送信のための VRF 設定
VRFを使用して、HTTPで Smart Call Homeメッセージを送信できます。HTTP VRFが設定されて
いない場合は、デフォルトの VRFを使用して HTTPでメッセージが転送されます。
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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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

HTTPで電子メールおよび他の Smart Call
Homeメッセージを送信するための VRF
を設定します。

transport http use-vrf vrf-name

例：
switch(config-callhome)# transport
http use-vrf Blue

ステップ 3   

Smart Call Home設定コマンドをコミット
します。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 4   

（任意）

Smart Call Homeに関する情報を表示しま
す。

show callhome

例：
switch(config-callhome)# show
callhome

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   

次の作業

任意で、HTTPプロキシサーバからHTTPメッセージを送信するように Smart Call Homeを設定し
ます。
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HTTP プロキシサーバの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Smart Call Homeコンフィギュレーションモード
を開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

HTTPプロキシサーバのドメインネームサーバ
（DNS）の名前、IPv4アドレス、または IPv6ア

transport http proxy
serverip-address [port number]

例：
switch(config-callhome)#
transport http proxy server
192.0.2.1

ステップ 3   

ドレスを設定します。任意でポート番号を設定

します。ポート範囲は 1～ 65535です。デフォ
ルトポート番号は、8080です。

Smart Call Homeで、HTTPプロキシサーバ経由
ですべての HTTPメッセージを送信できるよう
にします。

transport http proxy enable

例：
switch(config-callhome)#
transport http proxy enable

ステップ 4   

プロキシサーバアドレスが設定され

た後にだけ、このコマンドを実行でき

ます。

（注）

プロキシサーバを経由してメッセージ

を転送するために使用する VRFは、
transport http use-vrfコマンドを使用
して設定したものと同じです。

（注）

SmartCallHome設定コマンドをコミットします。commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 5   

（任意）

SmartCallHomeに対する転送関係のコンフィギュ
レーションを表示します。

show callhome transport

例：
switch(config-callhome)# show
callhome transport

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

次の作業

任意で、定期的にインベントリ通知を送信するようにデバイスを設定します。

定期的なインベントリ通知の設定

デバイス上で現在イネーブルにされて動作しているすべてのソフトウェアサービスのインベント

リとともに、ハードウェアインベントリ情報を示すメッセージを定期的に送信するように、デバ

イスを設定できます。デバイスは、2種類の Smart Call Home通知を生成します。定期的コンフィ
ギュレーションメッセージと定期的インベントリメッセージです。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

定期的なインベントリメッセージを設定し

ます。間隔の範囲は 1～ 30日で、デフォル
periodic-inventory notification
[intervaldays] [timeofdaytime]

例：
switch(config-callhome)#
periodic-inventory notification
interval 20

ステップ 3   

トは 7です。time引数は HH:MMの形式で
す。これは、X日ごとに更新が送信される日
の時間を定義します（ここで Xは更新間隔
です）。

Smart Call Home設定コマンドをコミットし
ます。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

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）

SmartCallHomeに関する情報を表示します。
show callhome

例：
switch(config-callhome)# show
callhome

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   

次の作業

任意で重複メッセージスロットリングをディセーブルにします。

重複メッセージ抑制のディセーブル化

同じイベントについて受信する重複メッセージの数を制限できます。デフォルトでは、デバイス

は同じイベントについて受信する重複メッセージの数を制限します。2時間の時間枠内で送信さ
れた重複メッセージの数が 30メッセージを超えると、デバイスは同じアラートタイプの以降の
メッセージを廃棄します。

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   

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

Smart Call Homeの重複メッセージ抑制を
ディセーブルにします。

no duplicate-message throttle

例：
switch(config-callhome)# no
duplicate-message throttle

ステップ 3   

重複メッセージ抑制はデフォルトでイネー

ブルです。
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目的コマンドまたはアクション

SmartCallHome設定コマンドをコミットし
ます。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

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   

次の作業

Smart Call Homeをイネーブルにします。

Smart Call Home のイネーブル化またはディセーブル化
担当者情報を設定した場合、Smart Call Home機能をイネーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

Smart Call Homeをイネーブルまたはディ
セーブルにします。

[no] enable

例：
switch(config-callhome)# enable

ステップ 3   

Smart Call Homeは、デフォルトでディセー
ブルです。

Smart Call Home設定コマンドをコミットし
ます。

commit

例：
switch(config-callhome)# commit

ステップ 4   

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
148

Smart Call Home の設定
Smart Call Home のイネーブル化またはディセーブル化



目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

次の作業

任意でテストメッセージを生成します。

Smart Call Home 設定のテスト
テストメッセージを生成して Smart Call Home通信をテストできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

Smart Call Homeコンフィギュレーション
モードを開始します。

callhome

例：
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)#

ステップ 2   

設定されたすべての宛先に、指定された

Smart Call Homeテストメッセージを送信
します。

callhome send [configuration |
diagnostic]

例：
switch(config-callhome)# callhome
send diagnostic

ステップ 3   

設定されたすべての宛先にテストメッセー

ジを送信します。

callhome test

例：
switch(config-callhome)# callhome
test

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   
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Smart Call Home 設定の確認
Smart Call Home設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

Smart Call Home設定を表示し
ます。

show callhome

1つまたは複数の Smart Call
Home宛先プロファイルを表示
します。

show callhome destination-profilename

Smart Call Homeの最後の CFS
マージ処理のステータスを表示

します。

show callhome merge

保留中の CFSデータベースの
Smart Call Home設定変更を表
示します。

show callhome pending

保留中の Smart Call Home設定
と実行中の Smart Call Home設
定の違いを表示します。

show callhome pending-diff

最後の CFSコミットまたは打
ち切り操作のステータスを表示

します。

show callhome session-status

Smart Call Homeの CFS配信状
態（イネーブルまたはディセー

ブル）を表示します。

show callhomestatus

Smart Call Homeに対する転送
関係のコンフィギュレーション

を表示します。

show callhome transport

任意のアラートグループに追

加されたCLIコマンドを表示し
ます。

show callhome user-def-cmds

SmartCallHomeの実行コンフィ
ギュレーションを表示します。

show running-config callhome [all]

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
150

Smart Call Home の設定
Smart Call Home 設定の確認



目的コマンド

SmartCallHomeのスタートアッ
プコンフィギュレーションを

表示します。

show startup-config callhome

Smart Call Homeのテクニカル
サポート出力を表示します。

show tech-support callhome

Smart Call Home の設定例
Noc101という宛先プロファイルを作成し、コンフィギュレーションのアラートグループをこのプ
ロファイルに関連付けて、連絡先情報と電子メールの情報を設定した後で、HTTPを介してSmart
Call Homeメッセージを送信するための VRFを指定する例を示します。
configure terminal
snmp-server contact person@company.com
callhome
distribute
email-contact admin@Mycompany.com
phone-contact +1-800-123-4567
streetaddress 123 Anystreet st. Anytown,AnyWhere
destination-profile Noc101 format full-txt
destination-profile full-text-destination email-addr person@company.com
destination-profile full-text-destination message-level 5
destination-profile Noc101 alert-group Configuration
alert-group Configuration user-def-cmd show ip route
transport email mail-server 192.0.2.10 priority 1
transport http use-vrf Blue
enable
commit

Smart Call Homeメッセージに対して複数の SMTPサーバを設定する例を示します。
configure terminal
callhome
transport email mail-server 192.0.2.10 priority 4
transport email mail-server 172.21.34.193
transport email smtp-server 10.1.1.174
transport email mail-server 64.72.101.213 priority 60
transport email from person@company.com
transport email reply-to person@company.com
commit

上記のコンフィギュレーションに基づいて、SMTPサーバはこの順序で試行されます。

10.1.1.174（プライオリティ 0）

192.0.2.10（プライオリティ 4）

172.21.34.193（プライオリティ 50、デフォルト）

64.72.101.213（プライオリティ 60）
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transport email smtp-serverコマンドのプライオリティは、最大の 0です。このコマンドで指
定されたサーバは最初に試行され、次に、transport email mail-serverコマンドで指定された
サーバが、プライオリティの順に試行されます。

（注）

次に、HTTPプロキシサーバからの HTTPメッセージを送信するように、Smart Call Homeを設定
する例を示します。

configure terminal
callhome
transport http proxy server 10.10.10.1 port 4
transport http proxy enable
commit

その他の参考資料

イベントトリガー

次の表に、イベントトリガーおよび Smart Call Homeメッセージの重大度を示します。

Smart Call
Home 重大度

説明イベント名アラートグルー

プ

2定期的コンフィギュレーション

アップデートメッセージ

PERIODIC_CONFIGURATION設定

7GOLDが生成したメジャーアラー
ト

DIAGNOSTIC_MAJOR_ALERT診断

4GOLDが生成したマイナーアラー
ト

DIAGNOSTIC_MINOR_ALERT

2Smart Call Homeが生成した通常
の診断アラート

DIAGNOSTIC_NORMAL_ALERT
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Smart Call
Home 重大度

説明イベント名アラートグルー

プ

5冷却ファンが障害になりました。FAN_FAILURE環境および
CISCO_TAC

6電源モジュールに関する警告の発

生

POWER_SUPPLY_ALERT

6電源モジュールの故障POWER_SUPPLY_FAILURE

6電源モジュールのシャットダウンPOWER_SUPPLY_SHUTDOWN

6温度センサーの障害TEMPERATURE_ALARM

6温度が動作メジャーしきい値を超

えたことを示す温度センサーの表

示

TEMPERATURE_MAJOR_ALARM

4温度が動作マイナーしきい値を超

えたことを示す温度センサーの表

示

TEMPERATURE_MINOR_ALARM

2スイッチの電源が投入され、コー

ルドブートシーケンスにリセッ

トされます。

COLD_BOOTインベントリお

よび
CISCO_TAC

2シャーシへの新しいハードウェア

コンポーネントの追加

HARDWARE_INSERTION

2シャーシからのハードウェアの取

り外し

HARDWARE_REMOVAL

2定期的インベントリメッセージ

の作成

PERIODIC_INVENTORY

6使用中の機能にライセンスがな

く、猶予期間を経てオフになった

場合

LICENSE_VIOLATIONライセンス

7モジュールの動作障害LINEmodule_FAILUREラインモジュー

ルハードウェア

および
CISCO_TAC

7スーパーバイザモジュールの動

作障害

SUP_FAILUREスーパーバイザ

ハードウェアお

よび
CISCO_TAC
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Smart Call
Home 重大度

説明イベント名アラートグルー

プ

6ポートファシリティに対応する

syslogメッセージの生成
PORT_FAILURESyslogグループ

ポート

5syslogアラートメッセージの生成SYSLOG_ALERT

5ステートレスリスタートによる

ソフトウェアプロセス障害、つ

まりサービスの停止スーパーバイ

ザモジュールでのプロセスク

ラッシュに対してメッセージが送

信されます。

SW_CRASHシステムおよび
CISCO_TAC

5ソフトウェアまたはファイルシ

ステムにおける不整合の検出

SW_SYSTEM_INCONSISTENT

2ユーザが作成したテストの発生TESTテストおよび
CISCO_TAC

メッセージフォーマット

Smart Call Homeでは、次のメッセージフォーマットがサポートされます。

ショートテキストメッセージフォーマット

次の表に、すべてのメッセージタイプのショートテキスト書式設定オプションを示します。

説明データ項目

設定されたデバイス名デバイス ID

起動イベントのタイムスタンプ日時スタンプ

起動イベントの簡単な説明（英語）エラー判別メッセージ

エラーレベル（システムメッセージに適用さ

れるエラーレベルなど）

アラームの緊急度

共通のイベントメッセージフィールド

次の表では、フルテキストまたはXMLメッセージに共通するイベントメッセージフィールドの
最初のセットについて説明します。
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XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/header/timeISO時刻通知でのイベントの日
付/タイムスタンプ

YYYY-MM-DD HH:MM:SS
GMT+HH:MM.

Timestamp

/aml/header/nameメッセージの名前。メッセージ名

/aml/header/typeリアクティブまたはプロアク

ティブなどのメッセージタイ

プの名前

メッセージタイプ

/aml/header/groupSyslogなどのアラートグルー
プの名前

メッセージグループ

/aml/header/levelメッセージの重大度。重大度

/aml/header/sourceルーティング製品タイプ

（Catalyst 6500シリーズスイッ
チなど）

送信元 ID

/aml/ header/deviceIdメッセージを生成したエンド

デバイスの固有デバイス識別情

報（UDI）。メッセージがデバ
イスに対して固有でない場合

は、このフィールドを空にする

必要があります。形式は、

type@Sid@serial。

• typeはバックプレーン
IDPROMから取得した製
品モデル番号です。

•@は区切り文字です。

• Sidは Cで、シリアル ID
をシャーシシリアル番号

として特定します。

• serialは、Sidフィールド
によって識別される番号

です。

例：WS-C6509@C@12345678

デバイス ID
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XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/ header/customerIDサポートサービスによって契

約情報やその他の IDに使用さ
れるオプションのユーザ設定可

能なフィールド。

Customer ID

/aml/ header /contractIdサポートサービスによって契

約情報やその他の IDに使用さ
れるオプションのユーザ設定可

能なフィールド。

契約 ID

/aml/ header/siteIdシスコが提供したサイト IDま
たは別のサポートサービスに

とって意味のあるその他のデー

タに使用されるオプションの

ユーザ設定可能なフィールド。

サイト ID

/aml/header/serverIdデバイスからメッセージが生成

された場合、この IDはデバイ
スの Unique Device Identifier
（UDI）フォーマットです。形
式は、type@Sid@serial。

• typeはバックプレーン
IDPROMから取得した製
品モデル番号です。

•@は区切り文字です。

• Sidは Cで、シリアル ID
をシャーシシリアル番号

として特定します。

• serialは、Sidフィールド
によって識別される番号

です。

例：WS-C6509@C@12345678

Server ID

/aml/body/msgDescエラーを説明するショートテ

キスト

メッセージの説明

/aml/body/sysNameイベントが発生したノード（デ

バイスのホスト名）

デバイス名
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XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/body/sysContactイベントが発生したノード関連

の問題について問い合わせる担

当者名

担当者名

/aml/body/sysContactEmailこのユニットの連絡先として識

別される担当者の電子メールア

ドレス。

Contact email

/aml/body/sysContactPhone
Number

このユニットの連絡先である人

物の電話番号。

Contact phone number

/aml/body/sysStreetAddressこの装置関連の返品許可

（RMA）部品の送付先住所を
保存するオプションフィール

ド

住所

/aml/body/chassis/nameデバイスのモデル名（製品ファ

ミリ名に含まれる具体的なモデ

ル）

モデル名

/aml/body/chassis/serialNoユニットのシャーシのシリアル

番号。

Serial number

/aml/body/chassis/partNoシャーシの最上アセンブリ番

号。

シャーシの部品番号

アラートグループメッセージフィールド

次の表に、フルテキストおよびXMLのアラートグループメッセージに固有のフィールドについ
て説明します。1つのアラートグループに対して複数の CLIコマンドが実行される場合は、これ
らのフィールドが繰り返されることがあります。

XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/attachments/attachment/name実行されたCLIコマンドの正確
な名前

コマンド出力名

/aml/attachments/attachment/type特定のコマンド出力添付タイプ

/aml/attachments/attachment/mimeプレーンテキストまたは符号

化タイプ

MIMEタイプ
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XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/attachments/attachment/atdata自動的に実行されるコマンドの

出力。

コマンド出力テキスト

リアクティブおよびプロアクティブイベントメッセージのフィールド

次の表では、フルテキストまたは XMLメッセージのリアクティブおよびプロアクティブイベン
トメッセージ形式について説明します。

XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/body/chassis/hwVersionシャーシのハードウェアバー

ジョン。

シャーシのハードウェアバー

ジョン

/aml/body/chassis/swVersion最上レベルのソフトウェアバー

ジョン。

スーパーバイザモジュールソ

フトウェアバージョン

/aml/body/fru/nameイベントメッセージを生成す

る関連 FRUの名前
影響のある FRUの名前

/aml/body/fru/serialNo関連 FRUのシリアル番号影響のある FRUのシリアル番
号

/aml/body/fru/partNo関連 FRUの部品番号影響のある FRUの製品番号

/aml/body/fru/slotイベントメッセージを生成す

る FRUのスロット番号
FRUスロット

/aml/body/fru/hwVersion関連 FRUのハードウェアバー
ジョン

FRUハードウェアバージョン

/aml/body/fru/swVersion関連 FRUで稼働しているソフ
トウェアバージョン

FRUソフトウェアバージョン

インベントリイベントメッセージのフィールド

次の表では、フルテキストまたはXMLメッセージのインベントリイベントメッセージ形式につ
いて説明します。
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XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/body/chassis/hwVersionシャーシのハードウェアバー

ジョン

シャーシのハードウェアバー

ジョン

/aml/body/chassis/swVersion最上レベルのソフトウェアバー

ジョン。

スーパーバイザモジュールソ

フトウェアバージョン

/aml/body/fru/nameイベントメッセージを生成す

る関連 FRUの名前
FRU name

/aml/body/fru/serialNoFRUのシリアル番号FRU s/n

/aml/body/fru/partNoFRUの部品番号FRU製品番号

/aml/body/fru/slotFRUのスロット番号FRUスロット

/aml/body/fru/hwVersionFRUのハードウェアバージョ
ン

FRUハードウェアバージョン

/aml/body/fru/swVersionFRUで稼働しているソフトウェ
アバージョン

FRUソフトウェアバージョン

ユーザが作成したテストメッセージのフィールド

次の表に、フルテキストまたは XMLのユーザが作成したテストメッセージ形式について説明し
ます。

XML タグ（XML のみ）説明（プレーンテキストおよ

び XML）
データ項目（プレーンテキス

トおよび XML）

/aml/body/process/id固有のプロセス ID。プロセス ID

/aml/body/process/processStateプロセスの状態（実行中、中止

など）。

Process state

/aml/body/process/exception原因コードの例外。Process exception

フルテキスト形式での syslog アラート通知の例
次の例では、Syslogポートアラートグループ通知のフルテキスト形式を示します。
Severity Level:5
Series:Nexus7000
Switch Priority:0
Device Id:N7K-C7010@C@TXX12345678
Server Id:N7K-C7010@C@TXX12345678
Time of Event:2008-01-17 16:31:33 GMT+0000 Message Name:
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Message Type:syslog
System Name:dc3-test
Contact Name:Jay Tester
Contact Email:contact@example.com
Contact Phone:+91-80-1234-5678
Street Address:#1 Any Street
Event Description:SYSLOG_ALERT 2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error
(0x20) while
communicating with component MTS_SAP_ELTM opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT:
Ethernet3/1)

syslog_facility:ETHPORT
start chassis information:
Affected Chassis:N7K-C7010
Affected Chassis Serial Number:TXX12345678 Affected Chassis Hardware Version:0.405 Affected
Chassis Software
Version:4.1(1) Affected Chassis Part No:73-10900-04 end chassis information:
start attachment
name:show logging logfile | tail -n 200
type:text
data:
2008 Jan 17 10:57:51 dc3-test %SYSLOG-1-SYSTEM_MSG : Logging logfile (messages) cleared by
user
2008 Jan 17 10:57:53 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 10:58:35 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 10:59:00 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: setsockopt IP_TOS 16: Invalid
argument: - sshd[14484]
2008 Jan 17 10:59:05 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 12:11:18 dc3-test %SYSMGR-STANDBY-5-SUBPROC_TERMINATED: "System Manager (gsync
controller)" (PID 12000)
has finished with error code SYSMGR_EXITCODE_GSYNCFAILED_NONFATAL (12).
2008 Jan 17 16:28:03 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 3504) hasn't
caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero.
2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 23210) hasn't
caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero.
2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 23294) hasn't
caught signal 9 (no core).
2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is becoming
active (pre-start phase).
2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: This supervisor is becoming
active.
2008 Jan 17 16:29:26 dc3-test %USER-3-SYSTEM_MSG: crdcfg_get_srvinfo: mts_send failed -
device_test
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %NETSTACK-3-IP_UNK_MSG_MAJOR: netstack [4336] Unrecognized
message from MRIB. Major
type 1807
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 10 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:ipv6 only defined - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:bindv6 only defined - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
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recovery failed (0)
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
recovery failed (0)
2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
2008 Jan 17 16:29:31 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19073]
2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 2 present but all
AC inputs are not
connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 3 present but all
AC inputs are not
connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:38 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SUP_FAILURE
2008 Jan 17 16:29:46 dc3-test vsh[19166]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23810]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23803]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23818]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by
system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 4820) hasn't
caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by
system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24239) hasn't
caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by
system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24401) hasn't
caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SW_CRASH alert for service: eltm
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by
system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24407) hasn't
caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24532]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24548]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24535]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %NETSTACK-3-INTERNAL_ERROR: netstack [4336] (null)
2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error (0x20) while communicating
with component MTS_SAP_ELTM
opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT: Ethernet3/1) end attachment start
attachment
name:show vdc membership
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type:text
data:
vdc_id: 1 vdc_name: dc3-test interfaces:
Ethernet3/1 Ethernet3/2 Ethernet3/3
Ethernet3/4 Ethernet3/5 Ethernet3/6
Ethernet3/7 Ethernet3/8 Ethernet3/9
Ethernet3/10 Ethernet3/11 Ethernet3/12
Ethernet3/13 Ethernet3/14 Ethernet3/15
Ethernet3/16 Ethernet3/17 Ethernet3/18
Ethernet3/19 Ethernet3/20 Ethernet3/21
Ethernet3/22 Ethernet3/23 Ethernet3/24
Ethernet3/25 Ethernet3/26 Ethernet3/27
Ethernet3/28 Ethernet3/29 Ethernet3/30
Ethernet3/31 Ethernet3/32 Ethernet3/33
Ethernet3/34 Ethernet3/35 Ethernet3/36
Ethernet3/37 Ethernet3/38 Ethernet3/39
Ethernet3/40 Ethernet3/41 Ethernet3/42
Ethernet3/43 Ethernet3/44 Ethernet3/45
Ethernet3/46 Ethernet3/47 Ethernet3/48
vdc_id: 2 vdc_name: dc3-aaa interfaces:
vdc_id: 3 vdc_name: dc3-rbac interfaces:
vdc_id: 4 vdc_name: dc3-call interfaces:
end attachment
start attachment
name:show vdc current-vdc
type:text
data:
Current vdc is 1 - dc3-test
end attachment
start attachment
name:show license usage
type:text
data:
Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments
Count
--------------------------------------------------------------------------------
LAN_ADVANCED_SERVICES_PKG Yes - In use Never -
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - Unused Never -
--------------------------------------------------------------------------------
end attachment

XML 形式での syslog アラート通知の例
次の例では、Syslogポートアラートグループ通知の XMLを示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap-env:Header>
<aml-session:Session xmlns:aml-session="http://www.cisco.com/2004/01/aml-session"
soap-env:mustUnderstand="true"
soap-env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
<aml-session:To>http://tools.cisco.com/neddce/services/DDCEService</aml-session:To>
<aml-session:Path>
<aml-session:Via>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:Via>
</aml-session:Path>
<aml-session:From>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:From>
<aml-session:MessageId>1004:TXX12345678:478F82E6</aml-session:MessageId>
</aml-session:Session>
</soap-env:Header>
<soap-env:Body>
<aml-block:Block xmlns:aml-block="http://www.cisco.com/2004/01/aml-block">
<aml-block:Header>
<aml-block:Type>http://www.cisco.com/2005/05/callhome/syslog</aml-block:Type>
<aml-block:CreationDate>2008-01-17 16:31:33 GMT+0000</aml-block:CreationDate>
<aml-block:Builder>
<aml-block:Name>DC3</aml-block:Name>
<aml-block:Version>4.1</aml-block:Version>
</aml-block:Builder>
<aml-block:BlockGroup>
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<aml-block:GroupId>1005:TXX12345678:478F82E6</aml-block:GroupId>
<aml-block:Number>0</aml-block:Number>
<aml-block:IsLast>true</aml-block:IsLast>
<aml-block:IsPrimary>true</aml-block:IsPrimary>
<aml-block:WaitForPrimary>false</aml-block:WaitForPrimary>
</aml-block:BlockGroup>
<aml-block:Severity>5</aml-block:Severity>
</aml-block:Header>
<aml-block:Content>
<ch:CallHome xmlns:ch="http://www.cisco.com/2005/05/callhome" version="1.0">
<ch:EventTime>2008-01-17 16:31:33 GMT+0000</ch:EventTime> <ch:MessageDescription>SYSLOG_ALERT
2008 Jan 17 16:31:33
dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error (0x20) while communicating with component MTS_SAP_ELTM
opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP
(for:RID_PORT: Ethernet3/1) </ch:MessageDescription> <ch:Event> <ch:Type>syslog</ch:Type>
<ch:SubType></ch:SubType>
<ch:Brand>Cisco</ch:Brand> <ch:Series>Nexus7000</ch:Series> </ch:Event> <ch:CustomerData>
<ch:UserData>
<ch:Email>contact@example.com</ch:Email>
</ch:UserData>
<ch:ContractData>
<ch:DeviceId>N7K-C7010@C@TXX12345678</ch:DeviceId>
</ch:ContractData>
<ch:SystemInfo>
<ch:Name>dc3-test</ch:Name>
<ch:Contact>Jay Tester</ch:Contact> <ch:ContactEmail>contact@example.com</ch:ContactEmail>
<ch:ContactPhoneNumber>+91-80-1234-5678</ch:ContactPhoneNumber>
<ch:StreetAddress>#1, Any Street</ch:StreetAddress> </ch:SystemInfo> </ch:CustomerData>
<ch:Device>
<rme:Chassis xmlns:rme="http://www.cisco.com/rme/4.1">
<rme:Model>N7K-C7010</rme:Model>
<rme:HardwareVersion>0.405</rme:HardwareVersion>
<rme:SerialNumber>TXX12345678</rme:SerialNumber>
</rme:Chassis>
</ch:Device>
</ch:CallHome>
</aml-block:Content>
<aml-block:Attachments>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show logging logfile | tail -n 200</aml-block:Name> <aml-block:Data
encoding="plain">
2008 Jan 17 10:57:51 dc3-test %SYSLOG-1-SYSTEM_MSG : Logging logfile (messages) cleared by
user
2008 Jan 17 10:57:53 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 10:58:35 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 10:59:00 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: setsockopt IP_TOS 16: Invalid
argument: - sshd[14484]
2008 Jan 17 10:59:05 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 12:11:18 dc3-test %SYSMGR-STANDBY-5-SUBPROC_TERMINATED: \"System Manager (gsync
controller)\"
(PID 12000) has finished with error code SYSMGR_EXITCODE_GSYNCFAILED_NONFATAL (12).
2008 Jan 17 16:28:03 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 3504)
hasn&apos;t caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 23210)
hasn&apos;t caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 23294)
hasn&apos;t caught signal 9
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(no core).
2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is becoming
active (pre-start phase).
2008 Jan 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: This supervisor is becoming
active.
2008 Jan 17 16:29:26 dc3-test %USER-3-SYSTEM_MSG: crdcfg_get_srvinfo: mts_send failed -
device_test
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %NETSTACK-3-IP_UNK_MSG_MAJOR: netstack [4336] Unrecognized
message from MRIB.
Major type 1807
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 10 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:ipv6 only defined - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:bindv6 only defined - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
recovery failed (0)
2008 Jan 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
recovery failed (0)
2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
2008 Jan 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
2008 Jan 17 16:29:31 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19073]
2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
2008 Jan 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 1
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 2
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 3
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP in vdc 4
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
2008 Jan 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 2 present but all
AC inputs are not
connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 3 present but all
AC inputs are not
connected, ac-redundancy might be affected
2008 Jan 17 16:29:38 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SUP_FAILURE
2008 Jan 17 16:29:46 dc3-test vsh[19166]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23810]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23803]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:24 dc3-test vsh[23818]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 4820)
hasn&apos;t caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24239)
hasn&apos;t caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by system

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
164

Smart Call Home の設定
XML 形式での syslog アラート通知の例



for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24401)
hasn&apos;t caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SW_CRASH alert for service: eltm
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message Core
not generated by system
for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2008 Jan 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24407)
hasn&apos;t caught signal 9
(no core).
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24532]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24548]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:31:24 dc3-test vsh[24535]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
&lt;more&gt; return code &lt;14&gt;
2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %NETSTACK-3-INTERNAL_ERROR: netstack [4336] (null)
2008 Jan 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error (0x20) while communicating
with component
MTS_SAP_ELTM opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT: Ethernet3/1)
</aml-block:Data>
</aml-block:Attachment> <aml-block:Attachment type="inline"> <aml-block:Name>show vdc
membership</aml-block:Name>
<aml-block:Data encoding="plain">
vdc_id: 1 vdc_name: dc3-test interfaces:
Ethernet3/1 Ethernet3/2 Ethernet3/3
Ethernet3/4 Ethernet3/5 Ethernet3/6
Ethernet3/7 Ethernet3/8 Ethernet3/9
Ethernet3/10 Ethernet3/11 Ethernet3/12
Ethernet3/13 Ethernet3/14 Ethernet3/15
Ethernet3/16 Ethernet3/17 Ethernet3/18
Ethernet3/19 Ethernet3/20 Ethernet3/21
Ethernet3/22 Ethernet3/23 Ethernet3/24
Ethernet3/25 Ethernet3/26 Ethernet3/27
Ethernet3/28 Ethernet3/29 Ethernet3/30
Ethernet3/31 Ethernet3/32 Ethernet3/33
Ethernet3/34 Ethernet3/35 Ethernet3/36
Ethernet3/37 Ethernet3/38 Ethernet3/39
Ethernet3/40 Ethernet3/41 Ethernet3/42
Ethernet3/43 Ethernet3/44 Ethernet3/45
Ethernet3/46 Ethernet3/47 Ethernet3/48
vdc_id: 2 vdc_name: dc3-aaa interfaces:
vdc_id: 3 vdc_name: dc3-rbac interfaces:
vdc_id: 4 vdc_name: dc3-call interfaces:

</aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show vdc current-vdc</aml-block:Name> <aml-block:Data encoding="plain">
Current vdc
is 1 - dc3-test </aml-block:Data> </aml-block:Attachment> <aml-block:Attachment
type="inline">
<aml-block:Name>show license usage</aml-block:Name> <aml-block:Data encoding="plain">
Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments
Count
--------------------------------------------------------------------------------
LAN_ADVANCED_SERVICES_PKG Yes - In use Never -
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - Unused Never -
--------------------------------------------------------------------------------

</aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
</aml-block:Attachments>
</aml-block:Block>
</soap-env:Body>
</soap-env:Envelope>
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

Smart Call CLIコマンド

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

VDCおよび VRF

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus7000/
Nexus7000MIBSupportList.html

Smart Call Homeに関連するMIB

Smart Call Home の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 16：Smart Call Home の機能の履歴

機能情報リリース機能名

HTTPプロキシサーバを経由して
HTTPメッセージを送信する機能
が追加されました。

5.2(1)HTTPプロキシサーバ

複数の SMTPサーバを設定する機
能が追加されました。

5.0(2)SMTPサーバコンフィギュレー
ション
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VRFを使用して、HTTP経由で電
子メールおよび他の Smart Call
Homeメッセージを送信できます。

5.0(2)Smart Call Homeメッセージの
HTTP転送に対するVRFサポー
ト

オンラインカードでのプロセスク

ラッシュに対してメッセージが送

信されます。

4.0(1)クラッシュ通知

コマンド destination-profile httpと
destination-profile transport-method
は配信できません。

4.1(3)宛先プロファイルのコンフィ

ギュレーション
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第 9 章

ロールバックの設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスでロールバックを設定する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 169 ページ

• ロールバックについて, 170 ページ

• ロールバックのライセンス要件, 172 ページ

• ロールバックの前提条件, 172 ページ

• ロールバックの注意事項と制約事項, 172 ページ

• ロールバックのデフォルト設定, 174 ページ

• ロールバックの設定, 174 ページ

• ロールバックコンフィギュレーションの確認, 176 ページ

• ロールバックのコンフィギュレーション例, 177 ページ

• その他の参考資料, 177 ページ

• ロールバックの機能の履歴, 177 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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ロールバックについて
ロールバックを使用すると、CiscoNX-OSコンフィギュレーションのスナップショットまたはユー
ザチェックポイントを使用して、デバイスをリロードしなくても、いつでもそのコンフィギュ

レーションをデバイスに再適用できます。権限のある管理者であれば、チェックポイントで設定

されている機能について専門的な知識がなくても、ロールバック機能を使用して、そのチェック

ポイントコンフィギュレーションを適用できます。

Cisco NX-OSは、システムのチェックポイントを自動的に作成します。ユーザまたはシステムの
チェックポイントのいずれかを使用して、ロールバックを実行できます。

いつでも、現在の実行コンフィギュレーションのチェックポイントコピーを作成できます。Cisco
NX-OSはこのチェックポイントをASCIIファイルとして保存するので、将来、そのファイルを使
用して、実行コンフィギュレーションをチェックポイントコンフィギュレーションにロールバッ

クできます。複数のチェックポイントを作成すると、実行コンフィギュレーションのさまざまな

バージョンを保存できます。

実行コンフィギュレーションをロールバックするとき、次のロールバックタイプを発生させるこ

とができます。

• atomic：エラーが発生しなかった場合に限り、ロールバックを実装します。

• best-effort：ロールバックを実装し、エラーがあってもスキップします。

• stop-at-first-failure：エラーが発生した場合は中止されるロールバックを実装します。

デフォルトのロールバックタイプは atomicです。

チェックポイントコンフィギュレーションにロールバック可能になった時点で、現在の実行コン

フィギュレーションに適用される変更を確認してから、ロールバック操作にコミットできます。

ロールバック操作時にエラーが発生した場合は、操作を取り消すか、またはエラーを無視してロー

ルバック操作を続行するかを選択できます。操作を取り消した場合、Cisco NX-OSはエラーが発
生する前に適用した変更のリストを提示します。これらの変更は手動で処理する必要があります。

自動的に生成されるシステムチェックポイント

Cisco NX-OSソフトウェアは、コンフィギュレーション情報が消失しないよう、システムチェッ
クポイントを自動的に生成します。システムチェックポイントは次のイベントによって生成され

ます。

• no featureコマンドで、イネーブルになっている機能をディセーブルにする

• no router bgpコマンドや no ip pim sparse-modeコマンドで、レイヤ 3プロトコルのインスタ
ンスを削除する

•機能のライセンスの有効期限が切れる

これらのイベントのいずれかによってシステムコンフィギュレーションの変更が生じると、この

機能ソフトウェアによって、システムチェックポイントが作成されます。これを使用すると、以
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前のシステムコンフィギュレーションへロールバックできます。システムで生成されたチェック

ポイントファイルの名前は「system-」で始まり、機能名が含まれています。たとえば、EIGRP機
能を最初にディセーブルにすると、システムは、system-fm-__inst_1__eigrpという名前のチェック
ポイントを作成します。

ハイアベイラビリティ

checkpointまたは checkpoint checkpoint_nameコマンドを使用してチェックポイントが作成される
ときは必ず、チェックポイントはスタンバイユニットと同期されます。

ロールバックではチェックポイント操作の状況を記憶しています。このためチェックポイント操

作が中断された場合、およびシステムが不整合の状態になった場合には、ロールバック操作を続

行する前に、ロールバックでチェックポイント操作（スタンバイユニットへのチェックポイント

の同期化）を完了できます。

チェックポイントファイルは、プロセスのリスタート後またはスーパーバイザのスイッチオー

バー後も引き続き使用できます。プロセスの再起動中またはスーパーバイザのスイッチオーバー

中に中断された場合でも、操作を続行する前にチェックポイントが正常に完了します。スーパー

バイザのスイッチオーバーでは、チェックポイントは新しいアクティブユニットで完了します。

ロールバック操作中にプロセスの再起動またはスーパーバイザのスイッチオーバーが生じた場合

は、再起動またはスイッチオーバーが完了した後で、ロールバックが以前の状態から再開し、正

常に終了します。

仮想化のサポート

CiscoNX-OSは、ユーザがログインした仮想デバイスコンテキスト（VDC）で、実行コンフィギュ
レーションのチェックポイントを作成します。VDCごとにさまざまなチェックポイントコピーを
作成できます。ある VDCのチェックポイントを別の VDCに適用することはできません。デフォ
ルトでは、Cisco NX-OSはデフォルト VDCに配置します。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual
Device Context Configuration Guide』を参照してください。

VDCの設定は、VDCの作成、VDCの削除、VDCの停止、VDCのリロード、VDCの名前変更、
VDCのインターフェイス割り当て、共有インターフェイス割り当て、FCoE VLAN割り当て、リ
ソースの割り当て、およびリソーステンプレートをはじめとした操作（ただし、これらに限定さ

れません）に対してチェックポイントをサポートしません。チェックポイントは特定のVDCから
作成する必要があります。
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ロールバックのライセンス要件

ライセンス要件製品

ロールバック機能にはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれて

いない機能はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

ロールバックの前提条件
ロールバックを設定するには、network-adminのユーザ権限が必要です。

VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールしてから、設定する VDCにアクセス
します。設定情報については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』、ライセンス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

ロールバックの注意事項と制約事項
ロールバック設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。

•作成できるチェックポイントコピーの最大数は 10です。

•チェックポイントファイル名の長さは、最大 80文字です。

•チェックポイントコンフィギュレーションと比較した場合に、実行コンフィギュレーション
のグローバルコンフィギュレーション部分に変更がある場合、非デフォルト VDCのチェッ
クポイントコンフィギュレーションは適用できません。

•チェックポイントファイル名の長さは、最大 80文字です。

•チェックポイントのファイル名の先頭を systemにすることはできません。

• Cisco NX-OS Release 4.2(1)以降は、チェックポイントのファイル名の先頭を autoにできま
す。

• CiscoNX-OSRelease4.2(1)以降は、チェックポイントのファイル名を summary、または summary
の何らかの省略形にすることもできます。

•チェックポイント、ロールバック、または実行コンフィギュレーションからスタートアップ
コンフィギュレーションへのコピーを同時に実行できるのは、1ユーザだけです。

•システムでwrite eraseまたは reloadコマンドを実行すると、チェックポイントが削除されま
す。clear checkpoint databaseコマンドを使用すると、すべてのチェックポイントファイル
を削除できます。
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•ロールバック中、ハードウェアでプログラムされているレコードを変更しようとすると、
NetFlowのロールバックは失敗します。

•異なるソフトウェアバージョン間でのチェックポイントのロールバックはサポートされてい
ませんが、ユーザは自己判断でロールバックを実行し、best-effortモードでエラーから回復で
きます。

•ブートフラッシュでチェックポイントを作成した場合、ロールバックの実行前は実行システ
ムコンフィギュレーションとの違いは実行できず、「変更なし」と報告されます。

•チェックポイントは、VDCに対してローカルなものになります。

• checkpointおよび checkpointcheckpoint_nameコマンドを使用して作成されるチェックポイン
トは、スイッチオーバーの直後に出現します。

•デフォルトの VDCで作成されたチェックポイントは、リロードの前に write-eraseコマンド
を発行しない限り、リロードに対して存在します。

• copy running-config startup-configコマンドが、適用可能なVDCおよびデフォルトVDCで発
行された場合に限り、デフォルト以外の VDCで作成されたチェックポイントはリロードに
対して存在します。

• checkpointcheckpoint_nameコマンドを使用して作成されたファイルで、その他の ASCIIタイ
プのファイルではない場合に限り、ブートフラッシュ時のファイルへのロールバックがサ

ポートされます。

•チェックポイントの名前は一意にする必要があります。以前に保存したチェックポイントを
同じ名前で上書きすることはできません。

•ストレージ VDCではロールバックはサポートされていません。

•ロールバックは、管理仮想デバイスコンテキスト（VDC）機能ではサポートされません。

•チェックポイントに対して rollbackコマンドを実行する前に、terminal dont-askコマンドを
設定してください。ロールバックパッチでは、ロールバックプロセスはユーザインタラク

ションで停止せず、インタラクティブコマンドのデフォルト値が使用されます。rollbackコ
マンドを実行する前に terminal dont-askコマンドを設定すると、この問題を解決できます。

•ロールバックは自動設定のコンテキストではサポートされません。チェックポイントは自動
設定を保存しません。したがって、ロールバックを実行した後、対応する自動設定は存在し

ないことになります。

•ロールバックを実行する際に、そのモジュールの設定コマンドとともに対応するモジュール
に対する reloadコマンドがパッチに含まれていると、ロールバックは失敗します。これは、
ロールバックアクションが、モジュールがオンラインになるのを待たず、リロードプロセ

スが進行中であっても、モジュール上で設定コマンドの実行を開始するためです。この問題

を解決するには、モジュールがオンラインになった後に、手動で設定コマンドを実行しま

す。

例：

•ロールバックは、bfd hw-offload-moduleコマンドまたはこのコマンドの no形式を実行
すると失敗します。この場合の失敗は、BFDセッションの一部であるスイッチインター
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フェイスに電源が投入されると、ロールバックはこれらのコマンドを実行できないため

です。この問題を解決するには、bfdhw-offload-moduleコマンドまたはこのコマンドの
no形式を実行する前に、shutdownコマンドを使用して、BFDセッションの一部である
インターフェイスをすべてシャットダウンします。

•ロールバック vPCがインターフェイスに適用される際に FEXが設定されている場合、
FEXが一時的にオフラインになります。これが起こると、ロールバックは、FEXがオ
ンラインになるのを待たずにインターフェイスに対して設定コマンドを実行し、その結

果、対応する FEXがまだプロビジョニングされていないため、失敗します。この問題
を解決するには、FEXがオンラインになった後に、手動で FEX関連の設定コマンドを
実行します。

ロールバックのデフォルト設定
次の表に、ロールバック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

アトミックロールバックタイプ

ロールバックの設定

Cisco NX-OSコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。（注）

チェックポイントの作成

設定には、最大 10個のチェックポイントを作成できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ユーザチェックポイント名またはファイルのいずれかに

対して、実行中のコンフィギュレーションのチェックポイ

[no] checkpoint {[cp-name]
[description descr] |
filefile-name}

ステッ

プ 1   
ントを作成します。チェックポイント名には最大 80文字

例：
switch# checkpoint stable

の任意の英数字を使用できますが、スペースを含めること

はできません。チェックポイント名を指定しなかった場

合、Cisco NX-OSはチェックポイント名を
user-checkpoint-numberに設定します。ここで numberは 1
～ 10の値です。
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目的コマンドまたはアクション

descriptionには、スペースも含めて最大 80文字の英数字
を指定できます。

checkpointコマンドの no形式を使用すると、チェックポ
イント名を削除できます。deleteコマンドを使用して、
チェックポイントファイルを削除できます。

（任意） チェックポイント名の内容を表示します。show checkpoint cp-name
[all]

ステッ

プ 2   

例：
switch# show checkpoint
stable

ロールバックの実装

チェックポイント名またはファイルにロールバックを実装できます。ロールバックを実装する前

に、現在のコンフィギュレーションまたは保存されているコンフィギュレーションを参照してい

るソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示できます。

atomicロールバック中に設定を変更すると、ロールバックは失敗します。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表

示します。

show diff rollback-patch {checkpoint
src-cp-name | running-config |
startup-config | file source-file}

ステッ

プ 1   

{checkpoint dest-cp-name |
running-config | startup-config | file
dest-file}

例：
switch# show diff rollback-patch
checkpoint stable running-config

指定されたチェックポイント名またはファイル

へのロールバックを作成します。次のロール

バックタイプを実装できます。

rollback running-config {checkpoint
cp-name | file cp-file} [atomic | best-effort
| stop-at-first-failure]

例：
switch# rollback running-config
checkpoint stable

ステッ

プ 2   

• atomic：エラーが発生しなかった場合に限
り、ロールバックを実装します。
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目的コマンドまたはアクション

• best-effort：ロールバックを実装し、エラー
があってもスキップします。

• stop-at-first-failure：エラーが発生した場合
は中止されるロールバックを実装します。

デフォルトは atomicです。

次に、ユーザチェックポイント名に対するロー

ルバックを実装する例を示します。

ロールバックコンフィギュレーションの確認
ロールバックの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

チェックポイント名の内容を表示します。show checkpointname [all]

すべてのチェックポイントの内容を表示します。表示

されるチェックポイントを、ユーザまたはシステムで

生成されるチェックポイントに限定できます。

show checkpoint all [user | system]

すべてのチェックポイントの一覧を表示します。表示

されるチェックポイントを、ユーザまたはシステムで

生成されるチェックポイントに限定できます。

show checkpoint summary [user | system]

ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示しま

す。

show diff rollback-patch
{checkpointsrc-cp-name | running-config |
startup-config | filesource-file}
{checkpointdest-cp-name | running-config |
startup-config | filedest-file}

ロールバックログの内容を表示します。show rollback log [exec | verify]

すべてのチェックポイントファイルを削除するには、clear checkpoint databaseコマンドを使用し
ます。

checkpointが作成されたら、show run allコマンドを使用して、デフォルト設定
priority-flow-control mode autoを表示できます。インターフェイスに対して show runコマン
ドを使用して設定 priority-flow-control mode autoを表示することはできません。

（注）
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ロールバックのコンフィギュレーション例
次に、チェックポイントファイルを作成して、ユーザチェックポイント名に対するbest-effortロー
ルバックを実装する例を示します。

checkpoint stable
rollback running-config checkpoint stable best-effort

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

ロールバック CLIコマンド

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

VDC

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

コンフィギュレーションファイル

ロールバックの機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 17：ロールバックの機能の履歴

機能情報リリース機能名

チェックポイントおよびロール

バック動作でハイアベイラビリ

ティをサポートしました。

4.2(1)ハイアベイラビリティ
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チェックポイントファイルの命名

規則が変更されました。

4.2(1)注意事項と制約事項

機能をディセーブルにしたり、ラ

イセンスを失効したりしてコン

フィギュレーション情報を損失す

る可能性がある場合に、ソフト

ウェアがシステムチェックポイン

トを自動的に生成します。

4.2(1)システムチェックポイントの

自動生成

ロールバック中、ハードウェアで

プログラムされているレコードを

変更しようとすると、NetFlowの
ロールバックは失敗します。

異なるソフトウェアバージョン間

でのチェックポイントのロール

バックはサポートされていませ

ん。

4.1(3)注意事項と制約事項
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第 10 章

Session Manager の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスで Session Managerを設定する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 179 ページ

• Session Managerについて, 180 ページ

• Session Managerのライセンス要件, 180 ページ

• Session Managerの前提条件, 181 ページ

• Session Managerの注意事項および制約事項, 181 ページ

• Session Managerの設定, 181 ページ

• Session Manager設定の確認, 184 ページ

• Session Managerのコンフィギュレーション例, 185 ページ

• その他の参考資料, 185 ページ

• Session Managerの機能の履歴, 185 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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Session Manager について
SessionManagerを使用すると、設定変更をバッチモードで実行できます。SessionManagerは次の
フェーズで機能します。

•コンフィギュレーションセッション：SessionManagerモードで実行するコマンドのリストを
作成します。

•検証：設定の基本的なセマンティックチェックを行います。Cisco NX-OSは、設定の一部で
セマンティクス検査が失敗した場合にエラーを返します。

•検証：既存のハードウェア設定、ソフトウェア設定、およびリソースに基づいて、設定全体
を確認します。Cisco NX-OSは、設定がこの確認フェーズで合格しなかった場合にエラーを
返します。

•コミット：Cisco NX-OSはコンフィギュレーション全体を確認して、デバイスに対する変更
を実行します。障害が発生した場合、Cisco NX-OSは元の設定に戻ります。

•打ち切り：設定変更を実行しないで廃棄します。

任意で、変更をコミットしないでコンフィギュレーションセッションを終了できます。また、コ

ンフィギュレーションセッションを保存することもできます。

ハイアベイラビリティ

Session Managerセッションは、スーパーバイザのスイッチオーバー後も引き続き使用できます。
セッションはソフトウェアリロード後までは維持されません。

仮想化のサポート

デフォルトでは、Cisco NX-OSはデフォルト VDCに配置します。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

Session Manager のライセンス要件
ライセンス要件製品

Session Managerにライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていな
い機能はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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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Session Manager の前提条件
使用する予定の Session Managerコマンドをサポートする権限があることを確認してください。

VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールしてから、設定する VDCにアクセス
します。設定情報については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』、ライセンス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

Session Manager の注意事項および制約事項
Session Managerには、次の注意事項および制限事項があります。

• Session Managerは、アクセスコントロールリスト（ACL）および Quality of Service（QoS）
機能だけをサポートします。

•作成できるコンフィギュレーションセッションの最大数は 32です。

•アクティブセッションの進行中にインサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）を実
行することはできません。セッションをコミットして保存するか、または打ち切ってから

ISSUを実行する必要があります。

•すべてのセッションで設定できるコマンドの最大数は 20,000です。

•複数のコンフィギュレーションセッションまたはコンフィギュレーションターミナルモー
ドで、コンフィギュレーションコマンドを同時に実行することはできません。パラレルコ

ンフィギュレーション（1つのコンフィギュレーションセッションと 1つのコンフィギュ
レーションターミナルのようなもの）は、コンフィギュレーションセッションで確認また

は検証が失敗する原因になることがあります。

•コンフィギュレーションセッションであるインターフェイスを設定中に、そのインターフェ
イスをリロードすると、そのときにインターフェイスがデバイス上になくてもSessionManager
コマンドを受け取ることができます。

Session Manager の設定

Cisco NX-OSコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。（注）

セッションの作成

作成できるコンフィギュレーションセッションの最大数は 32です。
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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セッションを作成

し、セッションコンフィギュレーションモー

configure sessionname

例：
switch# configure session myACLs
switch(config-s)#

ステップ 1   

ドを開始します。名前は任意の英数字ストリ

ングです。

セッションの内容を表示します。

（任意）

セッションの内容を表示します。

show configuration session [name]

例：
switch(config-s)# show
configuration session myACLs

ステップ 2   

（任意）

セッションをファイルに保存します。保管場

所には bootflash:、slot0:、または volatile:を指
定できます。

savelocation

例：
switch(config-s)# save
bootflash:sessions/myACLs

ステップ 3   

セッションでの ACL の設定
コンフィギュレーションセッションで ACLを設定できます。

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セッションを作

成し、セッションコンフィギュレーショ

configure sessionname

例：
switch# configure session myacls
switch(config-s)#

ステップ 1   

ンモードを開始します。名前は任意の英

数字ストリングです。

ACLを作成し、そのACLのコンフィギュ
レーションモードを開始します。

ip access-listname

例：
switch(config-s)# ip access-list acl1
switch(config-s-acl)#

ステップ 2   

（任意）

ACLに許可文を追加します。
permitprotocol source destination

例：
switch(config-s-acl)# permit tcp any
any

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interfaceinterface-type number

例：
switch(config-s-acl)# interface e 2/1
switch(config-s-if)#

ステップ 4   

アクセスグループを適用するトラフィッ

クの方向を指定します。

ip access-groupname {in | out}

例：
switch(config-s-acl)# interface e 2/1
switch(config-s-if)#

ステップ 5   

（任意）

セッションの内容を表示します。

show configuration session [name]

例：
switch(config-s)# show configuration
session myacls

ステップ 6   

セッションの確認

セッションモードで次のコマンドを使用して、セッションを確認します。

目的コマンド

既存のハードウェアおよびソフトウェアのコン

フィギュレーションおよびリソースに基づい

て、コンフィギュレーション全体を確認しま

す。Cisco NX-OSは、設定がこの確認で合格し
なかった場合にエラーを返します。

verify [verbose]
例：

switch(config-s)# verify

セッションのコミット

セッションモードで次のコマンドを使用して、セッションをコミットします。

目的コマンド

現在のセッションで行われたコンフィギュレー

ションの変更を検証し、有効な変更をデバイス

に適用します。検証に失敗した場合、Cisco
NX-OSは元の設定に戻ります。

commit [verbose]
例：

switch(config-s)# commit
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セッションの保存

セッションモードで次のコマンドを使用して、セッションを保存します。

目的コマンド

（任意）セッションをファイルに保存します。

保管場所には bootflash:、slot0:、または volatile:
を指定できます。

savelocation
例：

switch(config-s)# save
bootflash:sessions/myACLs

セッションの廃棄

セッションモードで次のコマンドを使用して、セッションを廃棄します。

目的コマンド

コマンドを適用しないで、コンフィギュレー

ションセッションを廃棄します。

abort
例：

switch(config-s)# abort
switch#

Session Manager 設定の確認
SessionManagerのコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

目的コマンド

コンフィギュレーションファイルの内容を表示

します。

show configuration session [name]

コンフィギュレーションセッションのステータ

スを表示します。

show configuration session status [name]

すべてのコンフィギュレーションセッションの

サマリーを表示します。

show configuration session summary
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Session Manager のコンフィギュレーション例
SessionManagerを使用してACLコンフィギュレーションを作成し、コミットする例を示します。
switch# configure session ACL_tcp_in
Config Session started, Session ID is 1
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-s)# ip access-list ACL1
switch(config-s-acl)# permit tcp any any
switch(config)# interface e 7/1
switch(config-if)# ip access-group ACL1 in
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# config session ACL_tcp_in
Config Session started, Session ID is 1
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-s)# verify
Verification Successful
switch(config-s)# commit
Commit Successful
switch#

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

Session Manager CLIコマンド

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

VDC

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

コンフィギュレーションファイル

Session Manager の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。
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表 18：Session Manager の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(1)Session Manager
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第 11 章

スケジューラの設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上でスケジューラを設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 187 ページ

• スケジューラについて, 188 ページ

• スケジューラのライセンス要件, 189 ページ

• スケジューラの前提条件, 189 ページ

• スケジューラの注意事項および制約事項, 190 ページ

• スケジューラのデフォルト設定, 190 ページ

• スケジューラの設定, 190 ページ

• スケジューラの設定確認, 196 ページ

• スケジューラの設定例, 196 ページ

• 関連資料, 198 ページ

• スケジューラの機能の履歴, 198 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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スケジューラについて
スケジューラを使用すると、次のようなメンテナンス作業のタイムテーブルを定義し、設定する

ことができます。

• Quality of Service（QoS）ポリシーの変更

•データのバックアップ

•設定の保存

ジョブは、定期的な作業を定義する単一または複数のコマンドで構成されています。ジョブは、

1回だけ、または定期的な間隔でスケジューリングすることができます。

スケジューラでは、ジョブと、そのタイムテーブルを次のように定義できます。

•ジョブ：コマンドリストとして定義され、特定のスケジュールに従って実行される定期的な
タスク。

•スケジュール：ジョブを実行するタイムテーブル1つのスケジュールに複数のジョブを割り
当てることができます。1つのスケジュールは、定期的、または 1回だけ実行するように定
義されます。

◦定期モード：ジョブを削除するまで、ジョブの実行が定期的な間隔で繰り返されます。
次のタイプの定期的な間隔を設定できます。

◦ Daily：ジョブは 1日 1回実行されます。

◦ Weekly：ジョブは毎週 1回実行されます。

◦ Monthly：ジョブは毎月 1回実行されます。

◦ Delta：ジョブは、指定した時間に開始され、以後、指定した間隔
（days:hours:minutes）で実行されます。

◦ One-time mode：ジョブは、指定した時間に 1回だけ実行されます。

リモートユーザ認証

ジョブの開始前に、スケジューラはジョブを作成したユーザを認証します。リモート認証で得た

ユーザクレデンシャルは短時間しか保有されないため、スケジューリングされたジョブをサポー

トできません。ジョブを作成するユーザの認証パスワードをローカルで設定する必要があります。

これらのパスワードは、スケジューラのコンフィギュレーションに含まれ、ローカル設定のユー

ザとは見なされません。

ジョブを開始する前に、スケジューラはローカルパスワードとリモート認証サーバに保存された

パスワードを照合します。
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ログ

スケジューラはジョブ出力を含むログファイルを管理します。ジョブ出力のサイズがログファイ

ルのサイズより大きい場合、出力内容は切り捨てられます。

ハイアベイラビリティ

スケジューリングされたジョブは、スーパバイザのスイッチオーバーまたはソフトウェアのリロー

ド後も使用可能です。

仮想化のサポート

ジョブは、ログインした仮想デバイスコンテキスト（VirtualDeviceContext）で作成されます。デ
フォルトでは、Cisco NX-OSはデフォルト VDCに配置します。詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

スケジューラのライセンス要件

ライセンス要件製品

スケジューラにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていな

い機能はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

スケジューラの前提条件
スケジューラの前提条件は次のとおりです。

•条件付き機能をイネーブルにしてからでなければ、ジョブでそれらの機能を設定できませ
ん。

•ライセンスの必要な機能をジョブで設定するには、各機能の有効なライセンスをインストー
ルしておく必要があります。

•スケジューリングされたジョブを設定するには、network-adminユーザ特権が必要です。
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スケジューラの注意事項および制約事項
スケジューラに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•ジョブの実行中に次のいずれかの状況が発生した場合、スケジューラは失敗する可能性があ
ります。

◦機能のライセンスが、その機能を使用するジョブがスケジューリングされている時間に
失効している場合。

◦機能が、その機能を使用するジョブがスケジューリングされている時間にディセーブル
になっている場合。

◦スロットからモジュールを取り外したにもかかわらず、そのスロットを対象にしたジョ
ブがスケジューリングされている場合。

•時刻が設定されていることを確認します。スケジューラはデフォルトのタイムテーブルを適
用しません。スケジュールを作成し、ジョブを割り当てても、時刻を設定しなければ、ジョ

ブは開始しません。

•ジョブは開始されると非インタラクティブ方式で実行されるため、ジョブの定義中、インタ
ラクティブなコマンドや中断を伴うコマンド（例：copy bootflash:fileftp:URI、write erase、
その他類似のコマンド）が指定されていないことを確認してください。

スケジューラのデフォルト設定
この表は、スケジューラのデフォルト設定を示します。

デフォルトパラメータ

ディセーブルスケジューラの状態

16 KBログファイルサイズ

スケジューラの設定

スケジューラのイネーブル化またはディセーブル化

ジョブを設定してスケジュールできるようにスケジューラ機能をイネーブルにすることができ、

または、スケジューラをイネーブルにした後にスケジューラ機能をディセーブルにすることもで

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   

スケジューラをイネーブルまたはディセー

ブルにします。

switch(config)# [no] feature
scheduler

ステップ 2   

（任意）

スケジューラ設定を表示します。

switch(config)# show scheduler
config

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 4   

スケジューラログファイルサイズの定義

ジョブ、スケジュール、およびジョブ出力をキャプチャするログファイルのサイズを設定できま

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   

スケジューラログファイルサイズをキロバイト

（KB）で定義します。範囲は 16～ 1024です。デ
フォルトは 16です。

switch(config)# scheduler
logfile sizevalue

ステップ 2   

ジョブ出力のサイズがログファイルのサ

イズより大きい場合、出力内容は切り捨

てられます。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 3   
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リモートユーザ認証の設定

ジョブの設定およびスケジューリングを行うユーザにリモート認証を使用するように、スケジュー

ラを設定できます。

リモートユーザは、ジョブを作成および設定する前に、クリアテキストパスワードを使用し

て認証する必要があります。

（注）

show running-configコマンドの出力では、リモートユーザパスワードは常に暗号化された状
態で表示されます。コマンドの暗号化オプション（7）は、ASCIIデバイス設定をサポートし
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   

現在ログインしているユーザ用のクリア

テキストパスワードを設定します。

switch(config)# scheduler
aaa-authentication password [0 | 7]
password

ステップ 2   

リモートユーザのクリアテキストパス

ワードを設定します。

switch(config)# scheduler
aaa-authentication
usernamenamepassword [0 | 7]
password

ステップ 3   

（任意）

スケジューラのパスワード情報を表示し

ます。

switch(config)# show running-config |
include “scheduler aaa-authentication”

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコピー

します。

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

ステップ 5   

ジョブの定義

ジョブを定義して、ジョブ名とコマンドシーケンスを指定することができます。
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一旦ジョブを定義すると、コマンドの変更、削除はできません。ジョブを変更するには、その

ジョブを削除して新しいジョブを作成する必要があります。

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   

ジョブを作成し、ジョブコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# scheduler job
namestring

ステップ 2   

backup-cfgという名前のスケジューラジョブを作成
する例を示します。

特定のジョブに対応するコマンドシーケンスを定義

します。複数のコマンドは、スペースとセミコロン

（「;」）で区切る必要があります。

switch(config-job)# command1
;[command2 ;command3 ;...]

ステップ 3   

実行コンフィギュレーションを bootflash内のファイ
ルに保存し、ファイルを bootflashから TFTPサーバ
にコピーするスケジューラジョブを作成する例を示

します。ファイル名は現在のタイムスタンプとスイッ

チ名を使用して作成されます。

（任意）

ジョブ情報を表示します。

switch(config-job)# show
scheduler job [namename]

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 5   

ジョブの削除

スケジューラからジョブを削除できます。

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   
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目的コマンドまたはアクション

特定のジョブおよびそこで定義されたすべ

てのコマンドを削除します。

switch(config)# no scheduler job
namestring

ステップ 2   

（任意）

ジョブ情報を表示します。

switch(config-job)# show scheduler
job [namename]

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

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

ステップ 4   

タイムテーブルの定義

1つまたは複数のジョブで使用するタイムテーブルをスケジューラで定義できます。

timeコマンドで時刻を設定しない場合は、スケジューラは現在の時刻を使用します。たとえば、
現在の時刻が 2013年 3月 24日の 22時 00分である場合、ジョブは次のように開始されます。

•スケジューラは、time start 23:00 repeat 4:00:00コマンドの開始時刻が 2013年 3月 24日 23
時 00分であると見なします。

•スケジューラは、timedaily 55コマンドの開始時刻が、毎日22時55分であると見なします。

•スケジューラは、time weekly 23:00コマンドの開始時刻が、毎週金曜日の 23時 00分である
と見なします。

•スケジューラは、time monthly 23:00コマンドの開始時刻が、毎月 24日の 23時 00分である
と見なします。

スケジューラは、1つ前のジョブが完了しない限り、次のジョブを開始しません。たとえば、
1分間隔で実行するジョブを 22時 00分に開始するようジョブをスケジューリングしたが、
ジョブを完了するには2分間必要である場合、ジョブは次のように実行されます。スケジュー
ラは 22時 00分に最初のジョブを開始し、22時 02分に完了します。次に 1分間待機し、22時
03分に次のジョブを開始します。

（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   
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目的コマンドまたはアクション

スケジュールを作成し、スケジュールコンフィギュ

レーションモードを開始します。

switch(config)# scheduler
schedule namestring

ステップ 2   

このスケジュールにジョブを関連付けます。1つの
スケジュールに複数のジョブを追加できます。

switch(config-schedule)# job
namestring

ステップ 3   

ジョブが毎日HH:MMの形式で指定された時刻に開
始することを意味します。

switch(config-schedule)# time
dailytime

ステップ 4   

ジョブが週の指定された曜日に開始することを意味

します。

switch(config-schedule)# time
weekly [[dow:]HH:]MM

ステップ 5   

曜日（dow）は次のいずれかの方法で指定されます。

•曜日を表す整数。たとえば 1 =日曜日、2 =月
曜日。

•曜日の省略形。たとえば Sun = Sunday。

引数全体の最大長は 10です。

ジョブが月の特定の日（dm）に開始することを意
味します。29、30または 31のいずれかを指定した
場合、そのジョブは各月の最終日に開始されます。

switch(config-schedule)# time
monthly [[dm:]HH:]MM

ステップ 6   

ジョブが定期的に開始することを意味します。switch(config-schedule)# time
start {now

ステップ 7   

start-timeの形式は [[[[yyyy:]mmm:]dd:]HH]:MMで
す。

repeatrepeat-interval |
delta-time
[repeatrepeat-interval]} • delta-time：スケジュールの設定後、ジョブの

開始までの待機時間を指定します。

• now：ジョブを今すぐ開始することを指定しま
す。

• repeatrepeat-interval：ジョブを反復する回数を
指定します。

この例では、ただちにジョブが開始され、48時間間
隔で反復されます。

（任意）

スケジューラ設定を表示します。

switch(config)# show scheduler
config

ステップ 8   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 9   
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スケジューラログファイルの消去

スケジューラログファイルを消去できます。

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   

スケジューラログファイルの消去switch(config)# clear scheduler logfileステップ 2   

スケジューラの設定確認
スケジューラの設定情報を表示するには、次のタスクのいずれかを行います。

目的コマンド

スケジューラ設定を表示します。show scheduler config

設定されているジョブを表示します。show scheduler job [name string]

スケジューラログファイルの内容を表示しま

す。

show scheduler logfile

設定されているスケジュールを表示します。show scheduler schedule [name string]

スケジューラの設定例

スケジューラジョブの作成

次に、実行中のコンフィギュレーションを bootflash内のファイルに保存し、ファイルを bootflash
から TFTPサーバにコピーするスケジューラジョブを作成する例を示します（ファイル名は、現
在のタイムスタンプとスイッチ名を使用して作成されます）。

switch# configure terminal
switch(config)# scheduler job name backup-cfg
switch(config-job)# cli var name timestamp $(TIMESTAMP) ;copy running-config
bootflash:/$(SWITCHNAME)-cfg.$(timestamp) ;copy bootflash:/$(SWITCHNAME)-cfg.$(timestamp)
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tftp://1.2.3.4/ vrf management
switch(config-job)# end
switch(config)#

スケジューラジョブのスケジューリング

次に、backup-cfgという名前のスケジューラジョブを、毎日午前 1時に実行するようスケジュー
リングする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# scheduler schedule name daily
switch(config-if)# job name backup-cfg
switch(config-if)# time daily 1:00
switch(config-if)# end
switch(config)#

ジョブスケジュールの表示

次に、ジョブスケジュールを表示する例を示します。

switch# show scheduler schedule
Schedule Name : daily
---------------------------
User Name : admin
Schedule Type : Run every day at 1 Hrs 00 Mins
Last Execution Time : Fri Jan 2 1:00:00 2013
Last Completion Time: Fri Jan 2 1:00:01 2013
Execution count : 2
-----------------------------------------------
Job Name Last Execution Status
-----------------------------------------------
back-cfg Success (0)
switch#

スケジューラジョブの実行結果の表示

次に、スケジューラによって実行されたスケジューラジョブの結果を表示する例を示します。

switch# show scheduler logfile
Job Name : back-cfg Job Status: Failed (1)
Schedule Name : daily User Name : admin
Completion time: Fri Jan 1 1:00:01 2013
--------------------------------- Job Output ---------------------------------
`cli var name timestamp 2013-01-01-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/$(HOSTNAME)-cfg.$(timestamp)`
`copy bootflash:/switch-cfg.2013-01-01-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
copy: cannot access file '/bootflash/switch-cfg.2013-01-01-01.00.00'
==============================================================================
Job Name : back-cfg Job Status: Success (0)
Schedule Name : daily User Name : admin
Completion time: Fri Jan 2 1:00:01 2013
--------------------------------- Job Output ---------------------------------
`cli var name timestamp 2013-01-02-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/switch-cfg.2013-01-02-01.00.00`
`copy bootflash:/switch-cfg.2013--01-02-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
Connection to Server Established.
[ ] 0.50KBTrying to connect to tftp server......
[###### ] 24.50KB
TFTP put operation was successful
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==============================================================================
switch#

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

スケジューラの CLIコマンド

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

VDC

スケジューラの機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 19：スケジューラの機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(1)Scheduler
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第 12 章

SNMP の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上で SNMP機能を設定する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 199 ページ

• SNMPの概要, 200 ページ

• SNMPのライセンス要件, 208 ページ

• SNMPの前提条件, 209 ページ

• SNMPの注意事項および制約事項, 209 ページ

• SNMPのデフォルト設定, 209 ページ

• SNMPの設定, 209 ページ

• SNMPの設定の確認, 239 ページ

• SNMPの設定例, 240 ページ

• その他の参考資料, 242 ページ

• SNMPの機能の履歴, 243 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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SNMP の概要
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は、SNMPマネージャとエージェント間の通信用メッ
セージフォーマットを提供する、アプリケーションレイヤプロトコルです。SNMPでは、ネット
ワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供され

ます。

SNMP 機能の概要
SNMPフレームワークは 3つの部分で構成されます。

• SNMPマネージャ：SNMPを使用してネットワークデバイスのアクティビティを制御し、モ
ニタリングするシステム

• SNMPエージェント：デバイスのデータを維持し、必要に応じてこれらのデータを管理シス
テムに報告する、管理対象デバイス内のソフトウェアコンポーネント。Cisco Nexusデバイ
スはエージェントおよびMIBをサポートします。SNMPエージェントをイネーブルにするに
は、マネージャとエージェントの関係を定義する必要があります。

•管理情報ベース（Management InformationBase）：SNMPエージェントの管理対象オブジェク
トのコレクション

SNMPは、RFC 3411～ 3418で規定されています。

デバイスは、SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3をサポートします。SNMPv1および SNMPv2c
はどちらも、コミュニティベース形式のセキュリティを使用します。

Cisco NX-OSは IPv6による SNMPをサポートしています。

SNMP 通知
SNMPの重要な機能の 1つは、SNMPエージェントから通知を生成できることです。これらの通
知では、要求を SNMPマネージャから送信する必要はありません。通知は、不正なユーザ認証、
再起動、接続の切断、隣接ルータとの接続の切断、その他の重要なイベントを表示します。

CiscoNX-OSは、トラップまたはインフォームとしてSNMP通知を生成します。トラップは、エー
ジェントからホストレシーバテーブルで指定された SNMPマネージャに送信される、非同期の
非確認応答メッセージです。応答要求は、SNMPエージェントから SNMPマネージャに送信され
る非同期メッセージで、マネージャは受信したという確認応答が必要です。

トラップの信頼性はインフォームより低くなります。SNMPマネージャはトラップを受信しても
確認応答（ACK）を送信しないからです。デバイスは、トラップが受信されたかどうかを判断で
きません。インフォーム要求を受信する SNMPマネージャは、SNMP応答プロトコルデータユ
ニット（PDU）でメッセージの受信を確認応答します。デバイスが応答を受信しない場合、イン
フォーム要求を再度送信できます。

複数のホストレシーバーに通知を送信するよう Cisco NX-OSを設定できます。
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次の表は、デフォルトでイネーブルになっている SNMPトラップを示します。

説明トラップタイプ

：coldStartgeneric

：warmStartgeneric

：entity_mib_changeentity

：entity_module_status_changeentity

：entity_power_status_changeentity

：entity_module_insertedentity

：entity_module_removedentity

：entity_unrecognised_moduleentity

：entity_fan_status_changeentity

：entity_power_out_changeentity

：linkDownlink

：linkUplink

：extended-linkDownlink

：extended-linkUplink

：cieLinkDownlink

：cieLinkUplink

：delayed-link-state-changelink

：redundancy_frameworkrf

：notify-license-expirylicense

：notify-no-license-for-featurelicense

：notify-licensefile-missinglicense

：notify-license-expiry-warninglicense

：UpgradeOpNotifyOnCompletionupgrade

：UpgradeJobStatusNotifyupgrade

：risingAlarmrmon

：fallingAlarmrmon

：hcRisingAlarmrmon
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説明トラップタイプ

：hcFallingAlarmrmon

：entity_sensorentity

SNMPv3
SNMPv3は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバイ
スへのセキュアアクセスを実現します。SNMPv3が提供するセキュリティ機能は次のとおりで
す。

•メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされていないことを保証します。

•認証：メッセージのソースが有効かどうかを判別します。

•暗号化：許可されていないソースにより判読されないように、パケットの内容のスクランブ
ルを行います。

SNMPv3では、セキュリティモデルとセキュリティレベルの両方が提供されています。セキュリ
ティモデルは、ユーザおよびユーザが属するロールを設定する認証方式です。セキュリティレベ

ルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティモデルと

セキュリティレベルの組み合わせにより、SNMPパケット処理中に採用されるセキュリティメカ
ニズムが決まります。

SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 のセキュリティモデルおよびセキュリティレベル
セキュリティレベルは、SNMPメッセージを開示から保護する必要があるかどうか、およびメッ
セージを認証するかどうか判断します。セキュリティモデル内のさまざまなセキュリティレベル

は、次のとおりです。

• noAuthNoPriv：認証または暗号化を実行しないセキュリティレベル。

• authNoPriv：認証は実行するが、暗号化を実行しないセキュリティレベル。

• authPriv：認証と暗号化両方を実行するセキュリティレベル。

SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3の 3つのセキュリティモデルを使用できます。セキュリ
ティモデルとセキュリティレベルの組み合わせにより、SNMPメッセージの処理中に適用される
セキュリティメカニズムが決まります。次の表に、セキュリティモデルとレベルの組み合わせの

意味を示します。

noAuthnoPrivは、SNMPv3でサポートされません。（注）
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表 20：SNMP セキュリティモデルおよびセキュリティレベル

結果暗号化認証レベルモデル

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

Noコミュニティスト

リング

noAuthNoPrivv1

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

Noコミュニティスト

リング

noAuthNoPrivv2c

ユーザ名の照合を

使用して認証しま

す。

NoUsernamenoAuthNoPrivv3

Hash-Based
Message
AuthenticationCode
（HMAC）メッ
セージダイジェス

ト 5（MD5）アル
ゴリズムまたは
HMACSecureHash
Algorithm（SHA）
アルゴリズムに基

づいて認証しま

す。

NoHMAC-MD5また
は HMAC-SHA

authNoPrivv3

HMAC-MD5アル
ゴリズムまたは

HMAC-SHAアル
ゴリズムに基づい

て認証します。

データ暗号規格

（DES）の 56
ビット暗号化、お

よび暗号ブロック

連鎖（CBC）DES
（DES-56）標準に
基づいた認証を提

供します。

DESHMAC-MD5また
は HMAC-SHA

authPrivv3
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ユーザベースのセキュリティモデル

SNMPv3ユーザベースセキュリティモデル（USM）は SNMPメッセージレベルセキュリティを
参照し、次のサービスを提供します。

•メッセージの完全性：メッセージが不正な方法で変更または破壊されず、データシーケンス
が悪意なく起こり得る範囲を超えて変更されていないことを保証します。

•メッセージ発信元の認証：受信データを発信したユーザのアイデンティティが確認されたこ
とを保証します。

•メッセージの機密性：情報が使用不可であること、または不正なユーザ、エンティティ、ま
たはプロセスに開示されないことを保証します。

SNMPv3は、設定済みユーザによる管理動作のみを許可し、SNMPメッセージを暗号化します。

Cisco NX-OSは、次の 2つの SNMPv3認証プロトコルを使用します。

• HMAC-MD5-96認証プロトコル

• HMAC-SHA-96認証プロトコル

Cisco NX-OSは、SNMPv3メッセージ暗号化用プライバシープロトコルの 1つとして、Advanced
Encryption Standard（AES）を使用し、RFC 3826に準拠します。

privオプションで、SNMPセキュリティ暗号化方式として、DESまたは 128ビットAES暗号化を
選択できます。privオプションおよび aes-128トークンは、128ビットの AESキーを生成するた
めのプライバシーパスワードであることを示します。AESのプライバシーパスワードは最小で 8
文字です。パスフレーズをクリアテキストで指定する場合は、大文字と小文字を区別して、最大

64文字の英数字を指定できます。ローカライズドキーを使用する場合は、最大 130文字を指定で
きます。

外部の AAAサーバを使用して SNMPv3を使う場合、外部 AAAサーバのユーザ設定でプライ
バシープロトコルに AESを指定する必要があります。

（注）

CLI および SNMP ユーザの同期
SNMPv3ユーザ管理は、Access Authentication and Accounting（AAA）サーバレベルで集中化でき
ます。この中央集中型ユーザ管理により、Cisco NX-OSの SNMPエージェントは AAAサーバの
ユーザ認証サービスを利用できます。ユーザ認証が検証されると、SNMP PDUの処理が進行しま
す。AAAサーバはユーザグループ名の格納にも使用されます。SNMPはグループ名を使用して、
スイッチでローカルに使用できるアクセスポリシーまたはロールポリシーを適用します。

ユーザグループ、ロール、またはパスワードの設定が変更されると、SNMPとAAAの両方のデー
タベースが同期化されます。

Cisco NX-OSは、次のようにユーザ設定を同期化します。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
204

SNMP の設定
SNMPv3



• snmp-server userコマンドで指定された認証パスフレーズが CLIユーザのパスワードになり
ます。

• usernameコマンドで指定されたパスワードが SNMPユーザの認証およびプライバシーパス
フレーズになります。

• SNMPまたは CLIを使用してユーザを作成または削除すると、SNMPと CLIの両方でユーザ
が作成または削除されます。

•ユーザとロールの対応関係の変更は、SNMPと CLIで同期化されます。

• CLIから行ったロール変更（削除または変更）は、SNMPと同期します。

パスフレーズまたはパスワードをローカライズしたキーおよび暗号形式で設定した場合、Cisco
NX-OSはユーザ情報（パスワードやロールなど）を同期させません。

Cisco NX-OSはデフォルトで、同期したユーザ設定を 60分間維持します。

（注）

SNMPv3 サーバの AAA 排他動作
AAAの排他的な動作機能を使用して、ロケーションに基づいてユーザを認証できます。

一意の SNMPv3ユーザが存在し、ユーザがローカルユーザまたはリモート AAAユーザでない場
合、ユーザは検証されません。ユーザがローカルおよびリモートデータベースの両方に存在する

場合、ユーザはAAAの排他的な動作がイネーブルになっているかどうかに基づいて許可または拒
否されます。

表 21：AAA の排他的な動作のシナリオ

User AuthenticationAAA Exclusive BehaviorAAA ServerUser Location

ユーザが認証されます。イネーブルディセーブルLocal User Database

ユーザは認証されません。イネーブルイネーブルLocal User Database

ユーザが認証されます。ディセーブルイネーブルLocal User Database
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リモートユーザは認証さ

れますが、ローカルユー

ザは認証されません。

ユーザクレデン

シャルを自動的

に N7kスイッチ
に同期し、その

結果、想定され

た SNMPウォー
クを出力する、

NMSサーバから
のFM/DMコンセ
プトがある場合

のみ機能しま

す。これがない

場合、ユーザク

レデンシャルは

スイッチに同期

しないため、ス

イッチで非表示

の CLIを使用し
て手動で同期す

る必要がありま

す。

（注）

イネーブルイネーブルリモートおよびロー

カルユーザデータ

ベース（同一ユーザ

名）

ローカルユーザは認証さ

れますが、リモートユー

ザは認証されません。

イネーブルディセーブルリモートおよびロー

カルユーザデータ

ベース（同一ユーザ

名）

ローカルユーザは認証さ

れますが、リモートユー

ザは認証されません。

ディセーブルディセーブルリモートおよびロー

カルユーザデータ

ベース（同一ユーザ

名）

リモートユーザは認証さ

れますが、ローカルユー

ザは認証されません。

ディセーブルイネーブルリモートおよびロー

カルユーザデータ

ベース（同一ユーザ

名）
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AAAサーバが到達不能な場合、ユーザがローカルユーザデータベースに対して検証されるよ
うにフォールバックオプションをサーバで設定することができます。ユーザがローカルデー

タベースにない場合、SNMPv3サーバはエラーを返します。ユーザがリモートユーザのデー
タベースに存在しない場合、SNMPv3サーバはAAAサーバの可用性をチェックせずに「Unknown
user」のメッセージを返します。

（注）

グループベースの SNMP アクセス

グループは業界全体で使用されている標準的なSNMP用語なので、SNMPに関する説明では、
「ロール」ではなく「グループ」を使用します。

（注）

SNMPアクセス権は、グループ別に編成されます。SNMP内の各グループは、CLIを使用する場
合のロールに似ています。各グループは読み取りアクセス権または読み取りと書き込みアクセス

権を指定して定義します。

ユーザ名が作成され、ユーザのロールが管理者によって設定され、ユーザがそのロールに追加さ

れていれば、そのユーザはエージェントとの通信を開始できます。

SNMP および EEM
Embedded Event Manager（EEM）機能は、SNMP MIBオブジェクトを含むイベントをモニタし、
これらのイベントに基づいてアクションを開始します。SNMP通知の送信もアクションの 1つで
す。EEMは SNMP通知として、CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIBの cEventMgrPolicyEvent
を送信します。

マルチインスタンスサポート

デバイスは、プロトコルインスタンスや仮想ルーティングおよびフォワーディング（VRF）イン
スタンスなどの論理ネットワークエンティティの複数のインスタンスをサポートできます。大部

分の既存MIBは、これら複数の論理ネットワークエンティティを識別できません。たとえば、
元々の OSPF-MIBではデバイス上のプロトコルインスタンスが 1つであることが前提になります
が、現在はデバイス上で複数の OSPFインスタンスを設定できます。

SNMPv3ではコンテキストを使用して、複数のインスタンスを識別します。SNMPコンテキスト
は管理情報のコレクションであり、SNMPエージェントを通じてアクセスできます。デバイスは、
さまざまな論理ネットワークエンティティの複数のコンテキストをサポートできます。SNMPコ
ンテキストによって、SNMPマネージャはさまざまな論理ネットワークエンティティに対応する
デバイス上でサポートされる、MIBモジュールの複数のインスタンスの1つにアクセスできます。
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CiscoNX-OSは、SNMPコンテキストと論理ネットワークエンティティ間のマッピングのために、
CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIBをサポートします。SNMPコンテキストはVRF、プロトコルイ
ンスタンス、またはトポロジに関連付けることができます。

SNMPv3は、SNMPv3 PDUの contextNameフィールドでコンテキストをサポートします。この
contextNameフィールドを特定のプロトコルインスタンスまたは VRFにマッピングできます。

SNMPv2cの場合は、SNMP-COMMUNITY-MIBの snmpCommunityContextNameMIBオブジェクト
を使用して、SNMPコミュニティをコンテキストにマッピングできます（RFC 3584）。さらに
CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIBまたは CLIを使用すると、この snmpCommunityContextNameを
特定のプロトコルインスタンスまたは VRFにマッピングできます。

SNMP のハイアベイラビリティ
Cisco NX-OSは、SNMPのステートレスリスタートをサポートします。リブートまたはスーパー
バイザスイッチオーバーの後、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用します。

SNMP の仮想化サポート
Cisco NX-OSは、仮想デバイスコンテキスト（VDC）ごとに SNMPインスタンスを 1つずつサ
ポートします。デフォルトでは、Cisco NX-OSはデフォルト VDCに配置します。詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してくださ
い。

SNMPは複数のMIBモジュールインスタンスをサポートし、それらを論理ネットワークエンティ
ティにマッピングします。詳細については、「マルチインスタンスサポート」の項を参照してく

ださい。

SNMPも VRFを認識します。特定の VRFを使用して、SNMP通知ホストレシーバに接続するよ
うに SNMPを設定できます。通知が発生した VRFに基づいて、SNMPホストレシーバへの通知
をフィルタリングするように SNMPを設定することもできます。詳細については、「VRFを使用
する SNMP通知レシーバの設定」の項を参照してください。

SNMP のライセンス要件
ライセンス要件製品

SNMPにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能
はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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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SNMP の前提条件
VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、所定の VDCを開始する必要があ
ります。設定情報については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』、ライセンス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

SNMP の注意事項および制約事項
SNMPには、次の注意事項および制限事項があります。

•アクセスコントロールリスト（ACL）は、スイッチに設定されたローカル SNMPv3ユーザ
のみに適用できます。ACLは、認証、許可、アカウンティング（AAA）サーバに保存される
リモート SNMPv3ユーザに適用できません。

• Cisco NX-OSは、一部の SNMPMIBへの読み取り専用アクセスをサポートします。詳細につ
いては次のURLにアクセスして、CiscoNX-OSのMIBサポートリストを参照してください。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus7000/Nexus7000MIBSupportList.html

SNMP のデフォルト設定
次の表に、SNMP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

イネーブルライセンス通知

SNMP の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

デバイス上に最大 10の SNMPホストを設定できます。（注）

SNMP ユーザの設定
SNMPユーザを設定できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

認証およびプライバシーパラメータのある

SNMPユーザを設定します。パスフレーズには
snmp-server username [auth {md5 |
sha} passphrase [auto] [priv [aes-128]
passphrase] [engineIDid]
[localizedkey]]

ステップ 2   

最大 64文字の英数字を使用できます。大文字
と小文字が区別されます。localizedkeyキーワー

例：
switch(config)# snmp-server user
Admin auth sha abcd1234 priv
abcdefgh

ドを使用する場合は、パスフレーズに大文字と

小文字を区別した英数字を130文字まで使用で
きます。

engineIDの形式は、12桁のコロンで区切った
10進数字です。

（任意）

1人または複数の SNMPユーザに関する情報を
表示します。

show snmp user

例：
switch(config) # show snmp user

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

SNMP メッセージ暗号化の適用
着信要求に認証または暗号化が必要となるよう SNMPを設定できます。デフォルトでは、SNMP
エージェントは認証および暗号化を行わないでも SNMPv3メッセージを受け付けます。プライバ
シーを適用する場合、Cisco NX-OSは、noAuthNoPrivまたは authNoPrivのいずれかのセキュリ
ティレベルパラメータを使用しているすべての SNMPv3 PDU要求に対して、許可エラーで応答
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   

このユーザに対してSNMPメッセージ暗
号化を適用します。

snmp-server usernameenforcePriv

例：
switch(config)# snmp-server user
Admin enforcePriv

ステップ 2   

すべてのユーザに対してSNMPメッセー
ジ暗号化を適用します。

snmp-server globalEnforcePriv

例：
switch(config)# snmp-server
globalEnforcePriv

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

SNMPv3 ユーザに対する複数のロールの割り当て
SNMPユーザを作成した後で、そのユーザに複数のロールを割り当てることができます。

他のユーザにロールを割り当てることができるのは、network-adminロールに属するユーザだ
けです。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

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

この SNMPユーザと設定されたユーザ
ロールをアソシエートします。

snmp-server usernamegroup

例：
switch(config)# snmp-server user
Admin superuser

ステップ 2   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

SNMP コミュニティの作成
SNMPv1または SNMPv2cの SNMPコミュニティを作成できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SNMPコミュニティストリングを作成
します。

snmp-server communityname {group group
| ro | rw}

例：
switch(config)# snmp-server community
public ro

ステップ 2   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

SNMP 要求のフィルタリング
アクセスコントロールリスト（ACL）を SNMPv3ユーザまたは SNMPv3コミュニティに割り当
てて、着信 SNMP要求にフィルタを適用できます。割り当てた ACLにより着信要求パケットが
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許可される場合、SNMPはその要求を処理します。ACLにより要求が拒否される場合、SNMPは
その要求を廃棄して、システムメッセージを送信します。

ACLは次のパラメータで作成します。

•送信元 IPアドレス

•宛先 IPアドレス

•送信元ポート

•宛先ポート

•プロトコル（UDPまたは TCP）

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   

SNMPv3ユーザに IPv4 ACLまたは IPv6
ACLを割り当てて SNMP要求をフィルタ
します。

snmp-server username [use-ipv4acl
ipv4acl-name] [use-ipv6acl ipv6acl-name]

例：
switch(config)# snmp-server community
public use-ipv4acl myacl

ステップ 2   

AAAサーバは、SNMPv3ユーザ
の作成をサポートする必要があ

ります。

（注）

SNMPv3コミュニティに IPv4 ACLまたは
IPv6 ACLを割り当てて SNMP要求をフィ
ルタします。

snmp-server communityname [use-ipv4acl
ipv4acl-name] [use-ipv6acl ipv6acl-name]

例：
switch(config)# snmp-server community
public use-ipv4acl myacl

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

ロケーションに基づく SNMPv3 ユーザの認証
ロケーションに基づいて、ローカルまたはリモートの SNMPv3ユーザを認証できます。

SNMPv3サーバの AAAの排他的な動作をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレー
ションモードで次のコマンドを使用します。
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目的コマンド

ロケーションに基づいてユーザを認証するため

に SNMPv3サーバの AAA排他的動作をイネー
ブルにします。

ユーザのロケーションおよび AAAサーバがイ
ネーブルかどうかによって、排他的動作は以下

のようになります。

•ユーザがローカルユーザであり、AAA
サーバがイネーブルの場合、ユーザに対す

るクエリは失敗し、「Unknownuser」とい
うメッセージが表示されます。

•ユーザがリモート AAAユーザであり、
AAAサーバがディセーブルの場合、ユー
ザに対するクエリは失敗し、「Unknown
user」というメッセージが表示されます。

•ユーザがローカルユーザおよびリモート
AAAユーザの両方で、

AAAサーバがイネーブルの場合、リモー
トクレデンシャルを持つクエリは成功し、

ローカルクレデンシャルを持つクエリは

失敗し、「Incorrect password」というメッ
セージが表示されます。AAAサーバがディ
セーブルの場合、ローカルリモートクレ

デンシャルを持つクエリは成功し、リモー

トクレデンシャルを持つクエリは失敗し、

「Incorrect password」というメッセージが
表示されます。

snmp-server aaa exclusive-behavior enable

SNMP 通知レシーバの設定
複数のホストレシーバーに対して SNMP通知を生成するよう Cisco NX-OSを設定できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SNMPv1トラップのホストレシーバを設定しま
す。ip-addressは IPv4または IPv6アドレスを使

snmp-server hostip-addresstraps
version 1community
[udp_portnumber]

ステップ 2   

用できます。communityには最大 255の英数字を

例：
switch(config)# snmp-server host
192.0.2.1 traps version 1 public

使用できます。UDPポート番号の範囲は 0～
65535です。

SNMPv2cトラップまたはインフォームのホスト
レシーバを設定します。ip-addressは IPv4または

snmp-server hostip-address {traps |
informs} version 2ccommunity
[udp_portnumber]

ステップ 3   

IPv6アドレスを使用できます。communityには最

例：
switch(config)# snmp-server host
192.0.2.1 informs version 2c
public

大 255の英数字を使用できます。UDPポート番
号の範囲は 0～ 65535です。

SNMPv3トラップまたは応答要求のホストレシー
バを設定します。ip-addressは IPv4または IPv6

snmp-server hostip-address {traps |
informs} version 3 {auth | noauth |
priv} username [udp_portnumber]

ステップ 4   

アドレスを使用できます。usernameには最大255

例：
switch(config)# snmp-server host
192.0.2.1 informs version 3 auth
NMS

の英数字を使用できます。UDPポート番号の範
囲は 0～ 65535です。

SNMPマネージャは、SNMPv3メッ
セージを認証して復号化するために、

Cisco NX-OSデバイスの SNMPエンジ
ン IDに基づいてユーザクレデンシャ
ル（authKey/PrivKey）を調べる必要が
あります。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   
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SNMP 通知用の発信元インターフェイスの設定
通知の送信元 IPアドレスとしてインターフェイスの IPアドレスを使用するよう、SNMPを設定
できます。通知が生成される場合、送信元 IPアドレスは、この設定済みインターフェイスの IP
アドレスに基づいています。

次のように発信元インターフェイスを設定できます。

•すべての通知が、すべての SNMP通知レシーバへ送信される。

•すべての通知が、特定の SNMP通知レシーバへ送信される。このコンフィギュレーション
は、グローバル発信元インターフェイスのコンフィギュレーションよりも優先されます。

発信トラップパケットの送信元インターフェイス IPアドレスを設定すると、デバイスがトラッ
プの送信に同じインターフェイスを使用することが保証されません。送信元インターフェイス

IPアドレスは、SNMPトラップの内部で送信元アドレスを定義し、出力インターフェイスア
ドレスを送信元として接続が開きます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SNMPv2cトラップまたはインフォームのホスト
レシーバを設定します。ip-addressは IPv4また

snmp-server host ip-address
source-interface if-type if-number
[udp_port number]

ステップ 2   

は IPv6アドレスを使用できます。?を使用し

例：
switch(config)# snmp-server host
192.0.2.1 source-interface
ethernet 2/1

て、サポートされているインターフェイスタイ

プを特定します。UDPポート番号の範囲は 0～
65535です。

このコンフィギュレーションは、グローバル発

信元インターフェイスのコンフィギュレーショ

ンよりも優先されます。

SNMPv2cトラップまたは応答要求を送信するよ
う発信元インターフェイスを設定します。?を

snmp-server source-interface {traps
| informs} if-type if-number

例：
switch(config)# snmp-server
source-interface traps ethernet
2/1

ステップ 3   

使用して、サポートされているインターフェイ

スタイプを特定します。
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目的コマンドまたはアクション

設定した発信元インターフェイスの情報を表示

します。

show snmp source-interface

例：
switch(config)# show snmp
source-interface

ステップ 4   

通知対象ユーザの設定

SNMPv3インフォーム通知を通知ホストレシーバに送信するには、デバイスに通知ターゲット
ユーザを設定する必要があります。

Cisco NX-OSは通知ターゲットユーザのクレデンシャルを使用して、設定された通知ホストレ
シーバへの SNMPv3インフォーム通知メッセージを暗号化します。

受信した INFORMPDUを認証して復号化する場合、CiscoNX-OSで設定されているのと同じ、
応答要求を認証して解読するユーザクレデンシャルが通知ホストレシーバに必要です。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

通知ホストレシーバのエンジン IDを指
定して、通知ターゲットユーザを設定し

snmp-server user name [auth {md5 | sha}
passphrase [auto] [priv [aes-128]
passphrase] [engineID id]

ステップ 2   

ます。エンジン IDの形式は、12桁のコ
ロンで区切った 10進数字です。

例：
switch(config)# snmp-server user NMS
auth sha abcd1234 priv abcdefgh
engineID
00:00:00:63:00:01:00:10:20:15:10:03

（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 3   
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VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定
SNMP通知レシーバのVRF到達可能性およびフィルタリングオプションを設定すると、SNMPに
よって CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIBの cExtSnmpTargetVrfTableにエントリが追加されます。

VRF到達可能性またはフィルタリングオプションを設定する前に、ホストを設定する必要が
あります。

（注）

ホストレシーバに到達するように設定した VRFを使用したり、または通知が発生した VRFに基
づいて通知をフィルタするように Cisco NX-OS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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

特定のVRFを使用してホストレシーバと通信するよう
に SNMPを設定します。ip-addressは IPv4または IPv6

[no] snmp-server
hostip-addressuse-vrfvrf-name
[udp_portnumber]

ステッ

プ 2   
アドレスを使用できます。VRF名には最大 255の英数

例：
switch(config)# snmp-server
host 192.0.2.1 use-vrf Blue

字を使用できます。UDPポート番号の範囲は0～65535
です。このコマンドによって、

CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MBの
ExtSnmpTargetVrfTableにエントリが追加されます。

このコマンドのno形式は、設定されたホストのVRF到
達可能性情報を削除し、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB
の ExtSnmpTargetVrfTableからエントリを削除します。

このコマンドによってホスト設定は削除され

ません。

（注）

設定されたVRFに基づいて、通知ホストレシーバへの
通知をフィルタリングします。ip-addressは IPv4または

[no] snmp-server
hostip-addressfilter-vrfvrf-name
[udp_portnumber]

ステッ

プ 3   
IPv6アドレスを使用できます。VRF名には最大 255の

例：
switch(config)# snmp-server
host 192.0.2.1 filter-vrf
Red

英数字を使用できます。UDPポート番号の範囲は 0～
65535です。

このコマンドによって、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB
の ExtSnmpTargetVrfTableにエントリが追加されます。

このコマンドの no形式は、設定されたホストの VRF
フィルタ情報を削除し、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB
の ExtSnmpTargetVrfTableからエントリを削除します。
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドによってホスト設定は削除され

ません。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステッ

プ 4   

帯域内ポートを使用してトラップを送信するための SNMP 設定
帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう SNMPを設定できます。このようにするには、
（グローバルまたはホストレベルで）発信元インターフェイスを設定し、トラップを送信するた

めの VRFを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SNMPトラップを送信するための発信元インターフェ
イスをグローバルに設定します。?を使用して、サ

snmp-server source-interface
traps if-type if-number

例：
switch(config)# snmp-server
source-interface traps
ethernet 1/2

ステップ 2   

ポートされているインターフェイスタイプを特定し

ます。

グローバルレベルまたはホストレベルで発信元イン

ターフェイスを設定できます。発信元インターフェイ

スをグローバルに設定すると、新しいホストコンフィ

ギュレーションはグローバルなコンフィギュレーショ

ンを使用してトラップを送信します。

発信元インターフェイスをホストレベルで

設定するには、snmp-server host ip-address
source-interface if-type if-numberコマンドを
使用します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

設定した発信元インターフェイスの情報を表示しま

す。

show snmp source-interface

例：
switch(config)# show snmp
source-interface

ステップ 3   

特定の VRFを使用してホストレシーバと通信するよ
うに SNMPを設定します。ip-addressは IPv4または

snmp-server host ip-address
use-vrf vrf-name [udp_port
number]

ステップ 4   

IPv6アドレスを使用できます。VRF名には最大 255

例：
switch(config)# snmp-server
host 171.71.48.164 use-vrf
default

の英数字を使用できます。UDPポート番号の範囲は
0～ 65535です。このコマンドによって、
CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MBの
ExtSnmpTargetVrfTableにエントリが追加されます。

デフォルトでは、SNMPは管理VRFを使用
してトラップを送信します。管理VRFを使
用しない場合は、このコマンドを使用して

対象の VRFを指定する必要があります。

（注）

（任意）

設定した SNMPホストの情報を表示します。
show snmp host

例：
switch(config)# show snmp
host

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   

SNMP 通知のイネーブル化
通知をイネーブルまたはディセーブルにできます。通知名を指定しないと、CiscoNX-OSは通知を
すべてイネーブルにします。

snmp-server enable trapsコマンドを使用すると、設定されている通知ホストレシーバに応じ
て、トラップおよび応答要求の両方がイネーブルになります。

（注）

次の表に、Cisco NX-OS MIBの通知をイネーブルにするコマンドを示します。
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表 22： SNMP 通知のイネーブル化

関連コマンドMIB

snmp-server enable trapsすべての通知

snmp-server enable traps aaa

snmp-server enable traps aaa
server-state-change

CISCO-AAA-SERVER-MIB

snmp-server enable traps bgpCISCO-BGP4-MIB

snmp-server enable traps bgp
cbgp2

CISCO-BGP-MIBv2

snmp-server enable traps bridge

snmp-server enable traps bridge
newroot

snmp-server enable traps bridge
topologychange

CISCO-STP-BRIDGE-MIB

snmp-server enable traps
callhome

snmp-server enable traps
callhome event-notify

snmp-server enable traps
callhome smtp-send-fail

CISCO-CALLHOME-MIB

snmp-server enable traps cfs

snmp-server enable traps cfs
merge-failure

snmp-server enable traps cfs
state-change-notif

CISCO-CFS-MIB

snmp-server enable traps config

snmp-server enable traps config
ccmCLIRunningConfigChanged

CISCO-CONFIG-MAN-MIB

snmp-server enable traps
eigrp[tag]

CISCO-EIGRP-MIB
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関連コマンドMIB

snmp-server enable traps entity

snmp-server enable traps entity
entity_fan_status_change

snmp-server enable traps entity
entity_mib_change

snmp-server enable traps entity
entity_module_inserted

snmp-server enable traps entity
entity_module_removed

snmp-server enable traps entity
entity_module_status_change

snmp-server enable traps entity
entity_power_out_change

snmp-server enable traps entity
entity_power_status_change

snmp-server enable traps entity
entity_unrecognised_module

ENTITY-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

snmp-server enable traps
feature-control

snmp-server enable traps
feature-control
FeatureOpStatusChange

CISCO-FEATURE-CONTROL-MIB

snmp-server enable traps hsrp

snmp-server enable traps hsrp
state-change

CISCO-HSRP-MIB

snmp-server enable traps license

snmp-server enable traps license
notify-license-expiry

snmp-server enable traps license
notify-license-expiry-warning

snmp-server enable traps license
notify-licensefile-missing

snmp-server enable traps license
notify-no-license-for-feature

CISCO-LICENSE-MGR-MIB

snmp-server enable traps link
cisco-xcvr-mon-status-chg

CISCO-INTERFACE-XCVR MONITOR-MIB
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関連コマンドMIB

snmp-server enable traps link

snmp-server enable traps link
IETF-extended-linkDown

snmp-server enable traps link
IETF-extended-linkUp

snmp-server enable traps link
cisco-extended-linkDown

snmp-server enable traps link
cisco-extended-linkUp

snmp-server enable traps link
linkDown

snmp-server enable traps linkUp

IF-MIB

snmp-server enable traps
ospf[tag]

snmp-server enable traps ospf
lsa

snmp-server enable traps ospf
rate-limitrate

OSPF-MIB, OSPF-TRAP-MIB

snmp-server enable traps
port-security

snmp-server enable traps
port-security

access-secure-mac-violation

snmp-server enable traps
port-security

trunk-secure-mac-violation

CISCO-PORT-SECURITY-MIB

snmp-server enable traps rf

snmp-server enable traps rf
redundancy_framework

CISCO-RF-MIB

snmp-server enable traps rmon

snmp-server enable traps rmon
fallingAlarm

snmp-server enable traps rmon
hcFallingAlarm

snmp-server enable traps rmon
hcRisingAlarm

snmp-server enable traps rmon
risingAlarm

CISCO-RMON-MIB
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関連コマンドMIB

snmp-server enable traps snmp

snmp-server enable traps snmp
authentication

SNMPv2-MIB

snmp-server enable traps stpx

snmp-server enable traps stpx
inconsistency

snmp-server enable traps stpx
loop-inconsistency

snmp-server enable traps stpx
root-inconsistency

CISCO-STPX-MIB

snmp-server enable traps sysmgr

snmp-server enable traps sysmgr
cseFailSwCoreNotifyExtended

CISCO-SYSTEM-EXT-MIB

snmp-server enable traps
upgrade

snmp-server enable traps
upgrade
UpgradeJobStatusNotify

snmp-server enable traps
upgrade
UpgradeOpNotifyOnCompletion

UPGRADE-MIB

zone

zone
default-zone-behavior-changes

zone merge-failure

zone merge-success

zone request-reject1

zone unsupp-mem

ZONE-MIB

指定した通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマン

ドを使用します。

目的コマンド

すべての SNMP通知をイネー
ブルにします。

snmp-server enable traps
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目的コマンド

AAA SNMP通知をイネーブル
にします。任意で、次の特定の

通知をイネーブルにします。

• server-state-change：AAA
サーバの状態変化通知を

イネーブルにします。

snmp-server enable traps aaa[server-state-change]

CISCO-BGP4-MIBSNMP通知を
イネーブルにします。任意で、

次の特定の通知をイネーブルに

します。

• bgp cbgp2—Enables
CISCO-BGP4-MIBv2SNMP
notifications.

snmp-server enable traps bgp [cbgp2]

STPブリッジ SNMP通知をイ
ネーブルにします。任意で、次

の特定の通知をイネーブルにし

ます。

• newroot：STPの新しい
ルートブリッジ通知をイ

ネーブルにします。

• topologychange：STPブ
リッジのトポロジ変更通

知をイネーブルにします。

snmp-server enable traps bridge[newroot][topologychange]

Call Home通知をイネーブルに
します。任意で、次の特定の通

知をイネーブルにします。

• event-notify：Call Homeの
外部イベント通知をイネー

ブルにします。

• smtp-send-fail：簡易メー
ル転送プロトコル

（SMTP）メッセージの送
信失敗通知をイネーブル

にします。

snmp-server enable traps callhome [event-notify] [smtp-send-fail]
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目的コマンド

Cisco Fabric Services（CFS）の
通知をイネーブルにします。任

意で、次の特定の通知をイネー

ブルにします。

• merge-failure：CFSのマー
ジ失敗通知をイネーブル

にします。

• state-change-notif：CFSの
状態変化通知をイネーブ

ルにします。

snmp-server enable traps cfs [merge-failure] [state-change-notif]

コンフィギュレーションの変更

に対して SNMP通知をイネー
ブルにします。

• ccmCLIRunningConfigChanged：
実行中または起動時のコ

ンフィギュレーションで、

コンフィギュレーション

の変更に対して SNMP通
知をイネーブルにします。

snmp-server enable traps config [ccmCLIRunningConfigChanged]

CISCO-EIGRP-MIB SNMP通知
をイネーブルにします。

snmp-server enable traps eigrp [tag]
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目的コマンド

ENTITY-MIB SNMP通知をイ
ネーブルにします。任意で、次

の特定の通知をイネーブルにし

ます。

• entity_fan_status_change：
エンティティファンの状

態変化通知をイネーブル

にします。

• entity_mib_change：エン
ティティMIB変更通知を
イネーブルにします。

• entity_module_inserted：
エンティティモジュール

挿入通知をイネーブルに

します。

• entity_module_removed：
エンティティモジュール

削除通知をイネーブルに

します。

• entity_module_status_change：
エンティティモジュール

ステータス変更通知をイ

ネーブルにします。

• entity_power_out_change：
エンティティの出力パワー

変更通知をイネーブルに

します。

• entity_power_status_change：
エンティティのパワース

テータス変更通知をイネー

ブルにします。

• entity_unrecognised_module：
エンティティの未確認モ

ジュール通知をイネーブ

ルにします。

snmp-server enable traps entity [entity_fan_status_change]
[entity_mib_change] [entity_module_inserted]
[entity_module_removed] [entity_module_status_change]
[entity_power_out_change] [entity_power_status_change]
[entity_unrecognised_module]
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目的コマンド

機能制御 SNMP通知をイネー
ブルにします。任意で、次の特

定の通知をイネーブルにしま

す。

• FeatureOpStatusChange：
機能操作の状態変化通知

をイネーブルにします。

snmp-server enable traps feature-control[FeatureOpStatusChange]

CISCO-HSRP-MIB SNMP通知
をイネーブルにします。任意

で、次の特定の通知をイネーブ

ルにします。

• state-change：HSRPの状
態変化通知をイネーブル

にします。

snmp-server enable traps hsrp[state-change]

ENTITY-MIB SNMP通知をイ
ネーブルにします。任意で、次

の特定の通知をイネーブルにし

ます。

• notify-license-expiry：ライ
センス失効通知をイネー

ブルにします。

• notify-license-expiry-warning：
ライセンス失効の警告通

知をイネーブルにします。

• notify-licensefile-missing：
ライセンスファイル不明

通知をイネーブルにしま

す。

• notify-no-license-for-feature：
no-license-installed-for-feature
通知をイネーブルにしま

す。

snmp-server enable traps license [notify-license-expiry]
[notify-license-expiry-warning] [notify-licensefile-missing]
[notify-no-license-for-feature]
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目的コマンド

IF-MIBリンク通知をイネーブ
ルにします。任意で、次の特定

の通知をイネーブルにします。

• IETF-extended-linkDown：
インターネット技術特別

調査委員会（IETF）の拡
張リンクステートダウン

通知をイネーブルにしま

す。

• IETF-extended-linkUp：
IETFの拡張リンクステー
トアップ通知をイネーブ

ルにします。

• cisco-extended-linkDown：
Cisco拡張リンクステート
ダウン通知をイネーブル

にします。

• cisco-extended-linkUp：
Cisco拡張リンクステート
アップ通知をイネーブル

にします。

• linkDown：IETFリンクス
テートダウン通知をイ

ネーブルにします。

• linkUp：IETFリンクス
テートアップ通知をイ

ネーブルにします。

snmp-server enable traps link [IETF-extended-linkDown]
[IETF-extended-linkUp] [cisco-extended-linkDown]
[cisco-extended-linkUp] [linkDown] [linkUp]

Open Shortest Path First（OSPF）
通知をイネーブルにします。任

意で、次の特定の通知をイネー

ブルにします。

• lsa：OSPFリンクステー
トアドバタイズメント

（LSA）通知をイネーブル
にします。

snmp-server enable traps ospf[tag] [lsa]
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目的コマンド

ポートセキュリティ SNMP通
知をイネーブルにします。任意

で、次の特定の通知をイネーブ

ルにします。

• access-secure-mac-violation：
セキュアなMachineAccess
Control（MAC）違反通知
をイネーブルにします。

• trunk-secure-mac-violation：
仮想 LAN（VLAN）のセ
キュアMAC違反通知をイ
ネーブルにします。

snmp-server enable traps port-security [access-secure-mac-violation]
[trunk-secure-mac-violation]

冗長フレームワーク（RF）
SNMP通知をイネーブルにしま
す。任意で、次の特定の通知を

イネーブルにします。

• redundancy-framework：
RFスーパーバイザスイッ
チオーバーMIB通知をイ
ネーブルにします。

snmp-server enable traps rf[redundancy-framework]

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
230

SNMP の設定
SNMP 通知のイネーブル化



目的コマンド

リモートモニタリング

（RMON）SNMP通知をイネー
ブルにします。任意で、次の特

定の通知をイネーブルにしま

す。

• fallingAlarm：RMON下限
アラーム通知をイネーブ

ルにします。

• hcFallingAlarm：RMON
high-capacity下限アラーム
通知をイネーブルにしま

す。

• hcRisingAlarm：RMON
high-capacity上限アラーム
通知をイネーブルにしま

す。

• risingAlarm：RMON上限
アラーム通知をイネーブ

ルにします。

snmp-server enable traps rmon [fallingAlarm] [hcFallingAlarm]
[hcRisingAlarm] [risingAlarm]

一般的な SNMP通知をイネー
ブルにします。任意で、次の特

定の通知をイネーブルにしま

す。

• authentication：SNMP認
証通知をイネーブルにし

ます。

snmp-server enable traps snmp [authentication]

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
231

SNMP の設定
SNMP 通知のイネーブル化



目的コマンド

リモートモニタリング

（RMON）SNMP通知をイネー
ブルにします。任意で、次の特

定の通知をイネーブルにしま

す。

• inconsistency：SNMP
STPX MIB不一致アップ
デート通知をイネーブル

にします。

• loop-inconsistency：SNMP
STPX MIBループ不一致
アップデート通知をイネー

ブルにします。

• root-inconsistency：SNMP
STPX MIBルート不一致
アップデート通知をイネー

ブルにします。

snmp-server enable traps stpx [inconsistency] [loop-inconsistency]
[root-inconsistency]

ソフトウェア変更通知をイネー

ブルにします。任意で、次の特

定の通知をイネーブルにしま

す。

• cseFailSwCoreNotifyExtended：
ソフトウェアコア通知を

イネーブルにします。

snmp-server enable traps sysmgr [cseFailSwCoreNotifyExtended]

アップグレード通知をイネーブ

ルにします。任意で、次の特定

の通知をイネーブルにします。

• UpgradeJobStatusNotify：
アップグレードジョブス

テータス通知をイネーブ

ルにします。

• UpgradeOpNotifyOnCompletion：
アップグレードグローバ

ルステータス通知をイ

ネーブルにします。

snmp-server enable traps upgrade [UpgradeJobStatusNotify]
[UpgradeOpNotifyOnCompletion]
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目的コマンド

VTP通知をイネーブルにしま
す。任意で、次の特定の通知を

イネーブルにします。

• notifs：VTP通知をイネー
ブルにします。

• vlancreate：VLAN作成の
通知をイネーブルにしま

す。

• vlandelete：VLAN削除の
通知をイネーブルにしま

す。

snmp-server enable traps vtp [notifs] [vlancreate] [vlandelete]

デフォルトゾーン変更通知を

イネーブルにします。任意で、

次の特定の通知をイネーブルに

します。

• default-zone-behavior-change：
デフォルトゾーン動作変

更通知をイネーブルにし

ます。

• merge-failure：マージ失敗
通知をイネーブルにしま

す。

• merge-success：マージ成
功通知をイネーブルにし

ます。

• request-reject1：要求拒否
通知をイネーブルにしま

す。

• unsupp-mem：未サポート
メンバ通知をイネーブル

にします。

snmp-server enable traps zone [default-zone-behavior-change]
[merge-failure] [merge-success] [request-reject1] [unsupp-mem]

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
233

SNMP の設定
SNMP 通知のイネーブル化



インターフェイスでのリンク通知のディセーブル化

個別のインターフェイスで linkUpおよび linkDown通知をディセーブルにできます。フラッピン
グインターフェイス（UpとDownの間を頻繁に切り替わるインターフェイス）で、この制限通知
を使用できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスの SNMPリンクステートト
ラップをディセーブルにします。このコマン

interface type slot/port

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/2

ステップ 2   

ドは、デフォルトでイネーブルになっていま

す。

インターフェイスの SNMPリンクステートト
ラップをディセーブルにします。このコマン

no snmp trap link-status

例：
switch(config-if)# no snmp trap
link-status

ステップ 3   

ドは、デフォルトでイネーブルになっていま

す。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

インターフェイスの SNMP ifIndex の表示
SNMP ifIndexは、関連するインターフェイス情報をリンクするために複数の SNMPMIBにわたっ
て使用されます。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
234

SNMP の設定
インターフェイスでのリンク通知のディセーブル化



手順

目的コマンドまたはアクション

すべてのインターフェイスについて、IF-MIBか
ら永続的な SNMP ifIndex値を表示します。任意

show interface snmp-ifindex

例：
switch# show interface
snmp-ifindex | grep -i Eth12/1
Eth12/1 441974784 (0x1a580000)

ステップ 1   

で、|キーワードと grepキーワードを使用する
と、出力で特定のインターフェイスを検索でき

ます。

TCP による SNMP のワンタイム認証のイネーブル化
TCPセッション上で SNMPに対するワンタイム認証をイネーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

TCPセッション上で SNMPに対するワンタ
イム認証をイネーブルにします。デフォル

トではディセーブルになっています。

snmp-server tcp-session [auth]

例：
switch(config)# snmp-server
tcp-session

ステップ 2   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

SNMP デバイスの連絡先およびロケーション情報の割り当て
32文字までの長さで（スペースを含まない）デバイスのコンタクト情報とデバイスのロケーショ
ンを指定できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SNMPコンタクト名として sysContactを
設定します。

snmp-server contactname

例：
switch(config)# snmp-server contact
Admin

ステップ 2   

SNMPロケーションとして sysLocationを
設定します。

snmp-server locationname

例：
switch(config)# snmp-server
location Lab-7

ステップ 3   

（任意）

1つまたは複数の宛先プロファイルに関
する情報を表示します。

show snmp

例：
switch(config)# show snmp

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   

コンテキストとネットワークエンティティ間のマッピング設定

プロトコルインスタンス、VRFなどの論理ネットワークエンティティに対する SNMPコンテキ
ストのマッピングを設定できます。

はじめる前に

論理ネットワークエンティティのインスタンスを決定します。VRFおよびプロトコルインスタン
スの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』または
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』を参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

SNMPコンテキストをプロトコルイ
ンスタンス、VRF、またはトポロジ

[no] snmp-server contextcontext-name
[instanceinstance-name] [vrfvrf-name]
[topologytopology-name]

ステッ

プ 2   
にマッピングします。Release 6.2(2)

例：
switch(config)# snmp-server context public1 vrf
red

以前では、名前には最大32の英数字
を使用できます。Release 6.2(2)以降
では、文字列に英数字以外を含める

ことができます。ただし、ベストプ

ラクティスは英数字のみを使用する

ことです。

noオプションは、SNMPコンテキス
トとプロトコルインスタンス、

VRF、またはトポロジ間のマッピン
グを削除します。

コンテキストマッピングを

削除する目的で、インスタ

ンス、VRF、またはトポロ
ジを入力しないでくださ

い。instance、VRF、または
topologyキーワードを使用
すると、コンテキストとゼ

ロ長ストリング間のマッピ

ングが設定されます。

（注）

（任意）

SNMPv2cコミュニティをSNMPコン
テキストにマッピングします。名前

snmp-server mib
community-mapcommunity-namecontextcontext-name

例：
switch(config)# snmp-server mib community-map
public context public1

ステッ

プ 3   

には最大 32の英数字を使用できま
す。

（任意）

1つまたは複数の SNMPコンテキス
トに関する情報を表示します。

show snmp context

例：
switch(config)# show snmp context

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）

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   

SNMP のディセーブル化
デバイスの SNMPをディセーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

SNMPをディセーブルにします。SNMP
はデフォルトでイネーブルになっていま

す。

no snmp-server protocol enable

例：
switch(config)# no snmp-server
protocol enable

ステップ 2   

AAA 同期時間の変更
同期したユーザ設定を Cisco NX-OSに維持させる時間の長さを変更できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure 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

ローカルキャッシュで AAA同期ユーザ設
定を維持する時間を設定します。値の範囲

snmp-server aaa-user cache-timeout
seconds

例：
switch(config)# snmp-server aaa-user
cache-timeout 1200

ステップ 2   

は 1～ 86400秒です。デフォルトは 3600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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

SNMP の設定の確認
SNMP設定情報を表示するには、次の作業を行います。

目的コマンド

すべてのインターフェイスにつ

いて（IF-MIBから）SNMPの
ifIndex値を表示します。

show interface snmp-ifindex

SNMPの実行コンフィギュレー
ションを表示します。

show running-config snmp [all]

SNMPステータスを表示しま
す。

show snmp

SNMPコミュニティストリン
グを表示します。

show snmp community

SNMPコンテキストマッピン
グを表示します。

show snmp context

SNMPengineIDを表示します。show snmp engineID

SNMPロールを表示します。show snmp group

設定した SNMPホストの情報
を表示します。

show snmp host
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目的コマンド

SNMPセッションを表示しま
す。

show snmp session

設定した発信元インターフェイ

スの情報を表示します。

show snmp source-interface

イネーブルまたはディセーブル

である SNMP通知を表示しま
す。

show snmp trap

SNMPv3ユーザを表示します。show snmp user

SNMP の設定例
次に、Blue VRFを使用して、ある通知ホストレシーバに Cisco linkUpまたは Down通知を送信す
るよう Cisco NX-OSを設定し、Adminと NMSという 2つの SNMPユーザを定義する例を示しま
す。

configure terminal
snmp-server contact Admin@company.com
snmp-server user Admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh
snmp-server user NMS auth sha abcd1234 priv abcdefgh engineID
00:00:00:63:00:01:00:22:32:15:10:03
snmp-server host 192.0.2.1 informs version 3 auth NMS
snmp-server host 192.0.2.1 use-vrf Blue
snmp-server enable traps link cisco

次に、ホストレベルで設定された帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう、SNMPを設
定する例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 version 2c public
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 source-interface ethernet 1/2
switch(config)# show snmp host
-------------------------------------------------------------------
Host Port Version Level Type SecName
-------------------------------------------------------------------
171.71.48.164 162 v2c noauth trap public
Source interface: Ethernet 1/2
-------------------------------------------------------------------
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 use-vrf default
switch(config)# show snmp host
-------------------------------------------------------------------
Host Port Version Level Type SecName
-------------------------------------------------------------------
171.71.48.164 162 v2c noauth trap public
Use VRF: default
Source interface: Ethernet 1/2
-------------------------------------------------------------------
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次に、グローバルに設定した帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう SNMPを設定する
例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server source-interface traps ethernet 1/2
switch(config)# show snmp source-interface
-------------------------------------------------------------------
Notification source-interface
-------------------------------------------------------------------
trap Ethernet1/2
inform -
-------------------------------------------------------------------
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 use_vrf default
switch(config)# show snmp host
-------------------------------------------------------------------
Host Port Version Level Type SecName
-------------------------------------------------------------------
171.71.48.164 162 v2c noauth trap public
Use VRF: default
Source interface: Ethernet 1/2
-------------------------------------------------------------------

VRF redを SNMPv2cのパブリックコミュニティストリングにマッピングする例を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# vrf context red
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# snmp-server context public1 vrf red
switch(config)# snmp-server mib community-map public context public1

OSPFインスタンス Enterpriseを同じ SNMPv2cパブリックコミュニティストリングにマッピング
する例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# feature ospf
switch(config)# router ospf Enterprise
switch(config-router)# exit
switch(config)# snmp-server context public1 instance Enterprise
switch(config)# snmp-server mib community-map public context public1

次の例は、SNMPv3「newstring」コミュニティで IPv4と IPv6の両方の ACLを設定する方法を示
しています。

switch# configure terminal
switch(config)# snmp-server community newstring use-ipv4acl myacl use-ipv6acl myacl1
switch(config)# show running-config snmp
version 6.2(2)
snmp-server aaa exclusive-behavior enable
snmp-server user admin network-admin auth md5 0x2f2429f3c9b21f1adbae8acc7783e355
priv 0x2f2429f3c9b21f1adbae8acc7783e355 localizedkey
rmon event 1 log trap public description FATAL(1) owner PMON@FATAL
rmon event 2 log trap public description CRITICAL(2) owner PMON@CRITICAL
rmon event 3 log trap public description ERROR(3) owner PMON@ERROR
rmon event 4 log trap public description WARNING(4) owner PMON@WARNING
rmon event 5 log trap public description INFORMATION(5) owner PMON@INFO
snmp-server community newstring group network-operator
snmp-server community newstring use-ipv4acl myacl use-ipv6acl myacl1
switch# show snmp community
Community Group / Access context acl_filter
newstring network-operator ipv4:myacl ipv6:myacl1
switch#
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

ロールバック CLIコマンド

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

VDC

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

IP ACLおよび AAA

『Cisco Nexus 7000 Series and 9000 Series NX-OS
MIB Quick Reference』

MIB

RFC

タイトルRFC

『User-based Security Model (USM) for Version 3
of the Simple Network Management Protocol
(SNMPv3)』

RFC 3414

『View-based Access Control Model (VACM) for the
Simple Network Management Protocol (SNMP)』

RFC 3415

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus7000/
Nexus7000MIBSupportList.html

SNMPに関連するMIB
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SNMP の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 23：SNMP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

IPv4および IPv6 ACLの両方を同
じ SNMPv3ユーザまたは SNMPv3
コミュニティに適用する機能が追

加されました。

6.2(2)SNMPv3ユーザとコミュニティ

場所に基づいてユーザを認証する

ために SNMPv3サーバの AAA排
他的動作のサポートが追加されま

した。

6.2(2)SNMPv3

snmp-server enable trapsコマンド
が更新されました。

5.0(2)SNMP通知

IPv6 SNMPホストの設定がサポー
トされました。

4.2(1)IPv6サポート

ACLをSNMPコミュニティに割り
当てて SNMP要求をフィルタしま
す。

4.2(1)ACLを使用したコミュニティ
での SNMP要求フィルタ

インターフェイスを SNMP通知用
の発信元インターフェイスとして

機能するよう指定する機能のサ

ポートが追加されました。

4.2(1)SNMP通知レシーバ用インター
フェイスの使用

同期したユーザ設定のタイムアウ

トを変更する機能が追加されまし

た。

4.0(3)SNMP AAA同期

SNMPプロトコルをディセーブル
にする機能が追加されました。

4.0(3)SNMPプロトコル
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第 13 章

RMON の設定

この章では、CiscoNX-OSデバイスでのリモートモニタリング（RMON）機能を設定する方法に
ついて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 245 ページ

• RMONについて, 246 ページ

• RMONのライセンス要件, 247 ページ

• RMONの前提条件, 248 ページ

• RMONの注意事項と制約事項, 248 ページ

• RMONのデフォルト設定, 248 ページ

• RMONの設定, 248 ページ

• RMON設定の確認, 251 ページ

• RMONの設定例, 251 ページ

• その他の参考資料, 252 ページ

• RMONの機能の履歴, 252 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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RMON について
RMONは、各種ネットワークエージェントおよびコンソールシステムがネットワークモニタリ
ングデータを交換できるようにする、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インターネッ
ト技術特別調査委員会（IETF）の標準モニタリング仕様です。Cisco NX-OSでは、Cisco NX-OS
デバイスをモニタするための、RMONアラーム、イベント、およびログをサポートします。

RMONアラームは、指定された期間、特定の管理情報ベース（MIB）オブジェクトをモニタリン
グし、指定されたしきい値でアラームを発生させ、別のしきい値でアラームをリセットします。

アラームと RMONイベントを組み合わせて使用し、RMONアラームが発生したときにログエン
トリまたは SNMP通知を生成できます。

Cisco NX-OSでは、RMONはデフォルトでイネーブルですが、アラームは設定されていません。
RMONアラームを設定するには、CLIまたは SNMP互換ネットワーク管理ステーションを使用し
ます。

RMON アラーム
SNMP INTEGERタイプの解決を行う任意のMIBオブジェクトにアラームを設定できます。指定
するオブジェクトは、標準のドット付き表記で表した既存の SNMPMIBオブジェクトでなければ
なりません（たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.14は ifInOctets.14を表します）。

アラームを作成する場合、次のパラメータを指定します。

•モニタするMIBオブジェクト。

•サンプリング間隔：MIBオブジェクトのサンプル値を収集するのにデバイスが使用する間隔

•サンプルタイプ：絶対サンプルでは、MIBオブジェクト値の現在のスナップショットを使用
します。デルタサンプルは連続した 2つのサンプルを使用し、これらの差を計算します。

•上限しきい値：デバイスが上限アラームを発生させる、または下限アラームをリセットする
場合の値

•下限しきい値：デバイスが下限アラームを発生させる、または上限アラームをリセットする
場合の値

•イベント：アラーム（上限または下限）の発生時にデバイスが実行するアクション

hcalarmsオプションを使用して、アラームを 64ビットの整数のMIBオブジェクトに設定しま
す。

（注）

たとえば、エラーカウンタMIBオブジェクトにデルタタイプ上限アラームを設定できます。エ
ラーカウンタデルタがこの値を超えた場合、SNMP通知を送信し、上限アラームイベントを記
録するイベントを発生させることができます。この上限アラームは、エラーカウンタのデルタサ

ンプルが下限しきい値を下回るまで再度発生しません。
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下限しきい値には、上限しきい値よりも小さな値を指定してください。（注）

RMON イベント
特定のイベントを各 RMONアラームにアソシエートさせることができます。RMONは次のイベ
ントタイプをサポートします。

• SNMP通知：関連したアラームが発生したときに、SNMP risingAlarmまたは fallingAlarm通
知を送信します。

•ログ：関連したアラームが発生した場合、RMONログテーブルにエントリを追加します。

•両方：関連したアラームが発生した場合、SNMP通知を送信し、RMONログテーブルにエン
トリを追加します。

下限アラームおよび上限アラームに異なるイベントを指定できます。

デフォルトの RMONイベントテンプレート設定の使用を選択することも、これらのエントリ
を削除して新しい RMONイベントを作成することもできます。RMONアラーム設定を作成す
るまで、これらの設定によってトリガーされるアラームはありません。

（注）

RMON のハイアベイラビリティ
Cisco NX-OSは、RMONのステートレスリスタートをサポートします。リブートまたはスーパー
バイザスイッチオーバーの後、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用します。

RMON の仮想化サポート
Cisco NX-OSは、RMONのインスタンスを 1つサポートします。

RMONは Virtual Routing and Forwarding（VRF）を認識します。特定の VRFを使用して RMON
SMTPサーバに接続するように RMONを設定できます。

RMON のライセンス要件
ライセンス要件製品

RMONにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能
はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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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RMON の前提条件
VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、所定の VDCを開始する必要があ
ります。設定情報については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』、ライセンス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

RMON の注意事項と制約事項
RMONには、次の注意事項および制限事項があります。

• SNMP通知イベントタイプを使用するには、SNMPユーザおよび通知レシーバを設定する必
要があります。

•整数になるMIBオブジェクトにのみ、RMONアラームを設定できます。

• RMONアラームを設定する場合は、オブジェクト IDがインデックスで 1オブジェクトだけ
を示すようになっている必要があります。たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.14はcpmCPUTotal5minRev
に対応し、.1は cpmCPUTotalIndexインデックスに対応し、オブジェクト IDの 1.3.6.1
.2.1.2.2.1.14.1を作成しす。

RMON のデフォルト設定
次の表に、RMON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

イネーブルRMON

未設定アラーム

RMON の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）
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RMON アラームの設定
任意の整数の SNMP MIBオブジェクトに RMONアラームを設定できます。

次のパラメータを任意で指定することもできます。

•上限および下限しきい値が指定値を超えた場合に発生させるイベント番号。

•アラームのオーナー

SNMPユーザが設定され、SNMP通知がイネーブルであることを確認します。

はじめる前に

SNMPユーザが設定され、SNMP通知がイネーブル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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

RMONアラームを作成します。値
の範囲は -2147483647～

rmon alarmindex mib-object sample-interval {absolute
| delta} rising-thresholdvalue [event-index]
falling-thresholdvalue [event-index] [ownername]

ステッ

プ 2   
2147483647です。オーナー名は任
意の英数字ストリングです。

例：
switch(config)# rmon alarm 20
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 2900 delta
rising-threshold 1500 1 falling-threshold 0
owner test

RMON高容量アラームを作成しま
す。値の範囲は -2147483647～

rmon hcalarmindex mib-object sample-interval
{absolute | delta}
rising-threshold-highvaluerising-threshold-lowvalue

ステッ

プ 3   
2147483647です。オーナー名は任
意の英数字ストリングです。

[event-index]
falling-threshold-highvaluefalling-threshold-lowvalue
[event-index] [ownername] [storagetypetype] ストレージタイプの範囲は 1～ 5

です。

例：
switch(config)# rmon alarm 20
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.16777216 2900 delta
rising-threshold-high 15 rising-threshold-low
151 falling-threshold-high 0
falling-threshold-low 0 owner test
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

RMONアラームまたは高容量ア
ラームに関する情報を表示しま

す。

show rmon {alarms | hcalarms}

例：
switch(config)# show rmon alarms

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   

RMON イベントの設定
RMONアラームとアソシエートするよう RMONイベントを設定できます。複数の RMONアラー
ムで同じイベントを再利用できます。

はじめる前に

SNMPユーザが設定され、SNMP通知がイネーブル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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

RMONイベントを設定します。説明のスト
リング、トラップのストリングおよびオー

rmon eventindex [descriptionstring]
[log] [trap string] [ownername]

例：
switch(config)# rmon event 1 trap
trap1

ステップ 2   

ナー名は、任意の英数字ストリングにする

ことができます。

（任意）

RMONイベントに関する情報を表示しま
す。

show rmon events

例：
switch(config)# show rmon events

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）

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 4   

RMON 設定の確認
RMON設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

RMONアラームに関する情報を表示します。show rmon alarms

RMONイベントに関する情報を表示します。show rmon events

RMON高容量アラームに関する情報を表示しま
す。

show rmon hcalarms

RMONログに関する情報を表示します。show rmon logs

RMON の設定例
ifInOctets.14にデルタ上限アラームを作成し、このアラームに通知イベントを関連付ける方法の例
を示します。

configure terminal
rmon alarm 20 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 2900 delta rising-threshold 1500 1 falling-threshold
0 owner test
rmon event 1 trap trap1
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

RMON CLIコマンド

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

VDCおよび VRF

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus7000/
Nexus7000MIBSupportList.html

RMONに関連するMIB

RMON の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 24：RMON の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(1)RMON
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第 14 章

オンライン診断の設定

この章では、デバイス上で汎用オンライン診断（GOLD）機能を設定する方法について説明しま
す。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 253 ページ

• オンライン診断について, 254 ページ

• オンライン診断機能のライセンス要件, 263 ページ

• オンライン診断の注意事項と制約事項, 263 ページ

• オンライン診断のデフォルト設定, 264 ページ

• オンライン診断の設定, 264 ページ

• オンライン診断設定の確認, 270 ページ

• オンライン診断のコンフィギュレーション例, 272 ページ

• その他の参考資料, 272 ページ

• オンライン診断の「機能の履歴」表, 272 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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オンライン診断について
オンライン診断機能を使用すると、ハードウェアおよび内部データパスが設計どおりに動作して

いるかどうかを確認し、障害を迅速に分離できます。

オンライン診断の概要

オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブネットワークに接続したまま、デバイ

スのハードウェア機能をテストして確認できます。

オンライン診断機能には、さまざまなハードウェアコンポーネントを検査し、データパスと制御

信号を確認するテストが組み込まれています。中断を伴うオンライン診断テスト（破壊モードの

ループバックテストなど）、および中断を伴わないオンライン診断テスト（ASICレジスタ検査
など）は、起動時、ラインモジュールの活性挿抜（OIR）時、およびシステムリセット時に実行
されます。中断を伴わないオンライン診断テストは、バックグラウンドヘルスモニタリングの一

部として実行され、これらのテストはオンデマンドで実行できます。

オンライン診断は、起動、ランタイムまたはヘルスモニタリング診断、およびオンデマンド診断

に分類されます。起動診断は起動時に、ヘルスモニタリングテストはバックグラウンドで、オン

デマンド診断はアクティブネットワークにデバイスが接続されたときに 1回だけ、またはユーザ
が指定した間隔で実行されます。

ブートアップ診断

起動診断は起動中に実行され、Cisco NX-OSがモジュールをオンラインにする前に、障害ハード
ウェアが検出されます。たとえば、デバイスに障害モジュールを搭載した場合、起動診断でモ

ジュールがテストされ、デバイスがそのモジュールをトラフィックの転送に使用しないうちに、

モジュールがオフラインにされます。

起動診断では、スーパーバイザとモジュールハードウェア間、およびすべての ASICのデータパ
スと制御パス間の接続も検査されます。

起動診断テストはエラーを Onboard Failure Logging（OBFL）および syslogに記録し、診断の LED
表示（オン、オフ、合格、失敗）を開始します。

起動診断テストをバイパスするようにデバイスを設定することも、またはすべての起動診断テス

トを実行するように設定することもできます。

オンデマンド方式で起動テストを使用することはできません。（注）

次の表では、モジュールおよびスーパーバイザの起動診断テストについて説明します。
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表 25：モジュールの起動診断テスト

サポートされないモ

ジュール

サポートされているモ

ジュール

説明テスト名

—すべての F1、M1、
M3、F2、F2eおよびF2
モジュール

中断を伴うテストで、

オンデマンド型テスト

ではありません。イー

サネット帯域外

EOBCPortLoopback

—すべての F1、M1、
M3、F2、F2eおよびF2
モジュール

オンボード障害ロギン

グ（OBFL）フラッシュ
の整合性を確認しま

す。

OBFL

N7K-M148GT-11

N7K-M148GT-11L

すべてのF1モジュール

すべてのF2モジュール

N7K-F248XT-25E

すべてのF3モジュール

すべてのM3モジュー
ル

N7K-M148GS-11

N7K-M148GS-11L

N7K-M108X2-12L

N7K-M132XP-12

N7K-M132XP-12L

すべてのM2モジュー
ル

中断を伴うテストで、

FIPSがシステム上でイ
ネーブルの場合にのみ

実行されます。モ

ジュール上のセキュリ

ティデバイスを検証す

るためにモジュール起

動時に実行される内部

テスト。

FIPS

N7K-M148GT-11

N7K-M148GT-11L

すべてのF3モジュール

N7K-M148GS-11

N7K-M148GS-11L

N7K-M108X2-12L

N7K-M132XP-12

N7K-M132XP-12L

すべてのM2モジュー
ル

すべてのF1モジュール

すべてのF2モジュール

すべて F2eモジュール

N77-M348XP-23L

N77-M324FQ-25L

中断を伴うテストで、

オンデマンド型テスト

ではありません。

PortLoopbackテストは
モジュールの起動時に

だけ実行されます。

BootupPortLoopback
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表 26：スーパーバイザの起動診断テスト

サポートされないモ

ジュール

サポートされているモ

ジュール

説明テスト名

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

中断を伴わないテス

ト。モジュールにおけ

るUSBコントローラの
初期化を検査

USB

Sup2および Sup2ESup1中断を伴わないテス

ト。モジュールにおけ

るCisco Trusted Security
（CTS）デバイスの初
期化を検査

CryptoDevice

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

中断を伴うテストで、

オンデマンド型テスト

ではありません。モ

ジュールの管理ポート

でループバックをテス

トします。

ManagementPortLoopback

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

中断を伴うテストで、

オンデマンド型テスト

ではありません。イー

サネット帯域外。

EOBCPortLoopback

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

オンボード障害ロギン

グ（OBFL）フラッシュ
の整合性を確認しま

す。

OBFL

ランタイムまたはヘルスモニタリング診断

ランタイム診断はヘルスモニタリング（HM）診断ともいいます。これらの診断テストによって、
アクティブデバイスの状態に関する情報が得られます。ランタイムハードウェアエラー、メモ

リエラー、ハードウェアモジュールの経時的劣化、ソフトウェア障害、およびリソース不足が検

出されます。

アクティブネットワークトラフィックを処理するデバイスの状態を確認するランタイム診断テス

トは、中断を伴わず、バックグラウンドで実行されます。ランタイムテストをイネーブルまたは

ディセーブルにできます。ランタイムテストのランタイム間隔を変更できます。
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推奨されるベストプラクティス：ランタイム間隔は、デフォルト値から変更しないでくださ

い。

（注）

次の表では、モジュールおよびスーパーバイザのランタイムテストについて説明します。

表 27：モジュールのランタイム診断テスト

サポートされな

いモジュール

サポートされているモ

ジュール

デフォルトのイ

ンターバル

説明テスト名

—すべてのモジュール1分モジュール上の

ASICのレジスタ
をスクラッチす

るための読み取

りと書き込みア

クセス権を確認

します。

ASICRegisterCheck

—すべてのモジュール30分モジュール上の

プライマリブー

トデバイスの完

全性を確認しま

す。

PrimaryBootROM

—すべてのモジュール30分モジュール上の

セカンダリブー

トデバイスの完

全性を確認しま

す。

SecondaryBootROM

N7K-M148GT-11

N7K-M148GT-11L

N7K-M148GS-11 RF

N7K-M148GS-11L

N7K-M108X2-12L

N7K-M132XP-12 RF

N7K-M132XP-12L

N77-F348XP-23

すべてのM2、F1、
F2、F3、および F2eモ
ジュール

N77-M348XP-23L

N77-M324FQ-25L

15分すべての Admin
Downポートで、
ポート単位での

診断をチェック

します。

PortLoopback
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サポートされな

いモジュール

サポートされているモ

ジュール

デフォルトのイ

ンターバル

説明テスト名

すべての F1およ
び F3モジュール

すべてのM1、M2、
F2、および F2eモ
ジュール

N77-M348XP-23L

N77-M324FQ-25L

1分中断のないポー

ト単位のループ

バックテストで

あり、したがっ

て起動中のポー

トでも実行でき

ます。ファブ

リック接続から

LC接続までモニ
タするよう設計

されており、

スーパーバイザ

およびファブ

リックの障害を

検出できます。

RewriteEngineLoopback

すべてのM1、
M2、M3、および
F3モジュール

すべてのF1、F2、およ
び F2eモジュール

20分shut状態ではな
いポートも含め

たすべてのポー

ト上で中断を伴

わないループ

バックを実行し

ます。ポート

は、モジュール

起動中にスネー

クに形成され、

スーパーバイザ

はスネーク接続

性を定期的に

チェックしま

す。

SnakeLoopback

すべてのM1、
F1、およびF3モ
ジュール

すべてのM2、F2、お
よび F2eモジュール

N77-M348XP-23L

N77-M324FQ-25L

5分中断のないポー

ト単位のループ

バックテストで

あり、したがっ

て起動中のポー

トでも実行でき

ます。

InternalPortLoopback
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表 28：スーパーバイザのランタイム診断テスト

サポートされな

いスーパーバイ

ザ

サポートされるスー

パーバイザ

デフォルトのイ

ンターバル

説明テスト名

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

20秒モジュール上の

ASICのレジスタ
をスクラッチす

るための読み取

りと書き込みア

クセス権を確認

します。

ASICRegisterCheck

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

5分スーパーバイザ

の NVRAMブ
ロックの健全性

を確認します。

NVRam

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

5分スーパーバイザ

上のリアルタイ

ムクロックが時

を刻んでいるか

どうかを確認し

ます。

RealTimeClock

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30分モジュール上の

プライマリブー

トデバイスの完

全性を確認しま

す。

PrimaryBootROM

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30分モジュール上の

セカンダリブー

トデバイスの完

全性を確認しま

す。

SecondaryBootROM

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30分内蔵コンパクト

フラッシュデバ

イスにアクセス

できるかどうか

を確認します。

CompactFlash
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サポートされな

いスーパーバイ

ザ

サポートされるスー

パーバイザ

デフォルトのイ

ンターバル

説明テスト名

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30分外部コンパクト

フラッシュデバ

イスにアクセス

できるかどうか

を確認します。

ExternalCompactFlash

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30秒スタンバイの電

源管理制御バス

を確認します。

PwrMgmtBus

Sup2ESup1および Sup230秒スタンバイスパ

インモジュール

制御バスの使用

可能性を確認し

ます。

SpineControlBus

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30秒スタンバイシス

テム管理バスの

使用可能性を確

認します。

SystemMgmtBus

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30秒スーパーバイ

ザ、モジュー

ル、およびファ

ブリックカード

に対するステー

タスバイパスに

よって送信され

るステータスを

確認します。

StatusBus

—Sup1、Sup2、および
Sup2E

30秒スパインカード

のクロスバーに

対するスタンバ

イスーパーバイ

ザの接続を確認

します。

StandbyFabricLoopback

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
260

オンライン診断の設定

ランタイムまたはヘルスモニタリング診断



サポートされな

いスーパーバイ

ザ

サポートされるスー

パーバイザ

デフォルトのイ

ンターバル

説明テスト名

—Sup2および Sup2E30秒スーパーバイザ

からファブリッ

クカード上のク

ロスバー ASIC
へのPCIe接続を
確認します。

PCIeBus

指定のヘルスモニタリング診断のリカバリアクション

CiscoNX-OSRelease 6.2(8)以前では、ランタイムテストでハードウェア障害が検出されたときに、
修正リカバリアクションが実行されませんでした。EEMを通したデフォルトアクションにはア
ラートの生成（callhome、syslog）およびロギング（OBFL、例外ログ）が含まれます。これらの
アクションは、情報は提供しますが、ネットワーク中断、トラフィックブラックホールなどの結

果が生じるデバイス障害をネットワークから除くものではありませんでした。CiscoNX-OSRelease
6.2(8)以前では、ネットワークを回復するには手動でデバイスをシャットダウンする必要がありま
す。

Cisco NX-OS Release 6.2(8)以降では、以下のいずれかのランタイムまたはヘルスモニタリングテ
ストで障害が検出された場合、中断アクションを実行するようにシステムを設定できます。

• PortLoopbackテスト

• RewriteEngineLoopbackテスト

• SnakeLoopbackテスト

• StandbyFabricLoopbackテスト

リカバリアクション機能は、デフォルトではディセーブルになっています。この機能を使用する

と、ヘルスモニタリングまたはランタイムテストでの繰り返しエラーが起きた場合、中断アク

ションを実行するようにシステムを設定できます。この機能はすべての 4つのテスト上の修正お
よび保守アクションをイネーブルまたはディセーブルにします。修正アクションはテストによっ

て異なります。テストに対する連続エラー数の最大値を超えた場合、システムは修正アクション

を実行します。

リカバリアクション機能がイネーブルの場合、各テストでの修正アクションは次のとおりです。

• PortLoopbackテスト：システムは、障害を登録しているポートを error-disabledステートに移
動します。

• RewriteEngineLoopbackテスト：システムは障害がスーパーバイザ、ファブリック、または
ポートのどこで発生しているかに応じて以下のような異なる修正アクションを実行します。
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スタンバイスーパーバイザを持つシャーシで、システムがスーパーバイザに障害を検出

すると、システムはスタンバイスーパーバイザに切り替えます。シャーシにスタンバイ

スーパーバイザがない場合、システムはアクションを実行しません。

•

•ファブリックに障害が発生すると、システムはファブリックを3回リロードします。失
敗が続行する場合、システム電力がファブリックでダウンになっています。

•ポートに障害が発生すると、システムは障害ポートを error-disabledステートに移動しま
す。

• SnakeLoopbackテスト：テストがモジュール上のいずれかのポートでエラーを 10回連続で検
出した場合、システムは障害ポートを error-disabledステートに移動します。

• StandbyFabricLoopbackテスト：このテストでエラーを検出した後、システムはスタンバイ
スーパーバイザのリロードを 3回試行します。システムがスタンバイスーパーバイザをリ
ロードできない場合、システムはスーパーバイザの電源をオフにします。

最後に、システムは、各アクションの詳細、テストのタイプ、および重大度を含むリカバリアク

ションの履歴を保持します。これらのカウンタは表示可能です。

オンデマンド診断

オンデマンドテストは、障害の場所を特定するのに役立ちます。通常は、次のような状況で必要

です。

•障害の分離など、発生したイベントに対処する場合。

•リソース使用限度の超過などのイベントの発生が予測される場合。

すべてのヘルスモニタリングテストをオンデマンドで実行できます。即時実行するオンデマンド

診断テストをスケジューリングできます。

ヘルスモニタリングテストのデフォルトインターバルも変更可能です。

ハイアベイラビリティ

ハイアベイラビリティの重要な要素は、アクティブネットワークでデバイスが動作しているとき

に、ハードウェア障害を検出して対策を取ることです。ハイアベイラビリティのオンライン診断

では、ハードウェア障害を検出して、スイッチオーバーを判断するためにハイアベイラビリティ

ソフトウェアにフィードバックします。

Cisco NX-OSは、オンライン診断のステートレスリスタートをサポートします。リブートまたは
スーパーバイザスイッチオーバーの後、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用しま
す。
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仮想化のサポート

Cisco NX-OSは、デフォルトの仮想デバイスコンテキスト（VDC）、または Cisco NX-OS Release
6.1からは管理 VDCでのオンライン診断をサポートします。デフォルトでは、Cisco NX-OSはデ
フォルト VDCに配置します。

オンライン診断機能はVirtual Routing and Forwarding（VRF）を認識します。特定のVRFを使用し
てオンライン診断 SMTPサーバに接続するようにオンライン診断機能を設定できます。

オンライン診断機能のライセンス要件

ライセンス要件製品

オンライン診断機能にライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれて

いない機能はCiscoNX-OSイメージにバンドルされており、無料で提供されます。
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

オンライン診断の注意事項と制約事項
オンライン診断には、次の注意事項と制限事項があります。

•中断を伴うオンライン診断テストをオンデマンド方式で実行することはできません。

• F1シリーズモジュールは、ASICRegisterCheck、PrimaryBootROM、SecondaryBootROM、
EOBCPortLoopback、PortLoopbackおよび BootupPortLoopbackのテストをサポートします。

• F1シリーズモジュール上の RewriteEngineLoopbackおよび SnakeLoopbackテストのサポート
は Cisco NX-OS Release 5.2で非推奨になりました。

• Cisco NX-OS Release 6.1以降では、F2シリーズモジュールが RewriteEngineLoopbackおよび
SnakeLoopbackテストをサポートします。

• Cisco NX-OS Release 7.3(0)DX(1)以降では、M3シリーズモジュールが汎用オンライン診断を
サポートします。

M3シリーズでは、次の汎用オンライン診断がサポートされます。

表 29：M3 シリーズでサポートされる汎用オンライン診断

ヘルスモニタリング/オンデマンドASICRegisterCheck

ヘルスモニタリング/オンデマンドPrimaryBootROM
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ヘルスモニタリング/オンデマンドSecondaryBootROM

ブートアップテストのみEOBCPortLoopback

ブートアップテストのみOBFL

port adminがダウンした場合のヘルスモニタリ
ング/オンデマンドのみ

PortLoopback

ヘルスモニタリング/オンデマンドRewriteEngineLoopback

ヘルスモニタリング/オンデマンドIntPortLoopback

ブートアップテストのみBootupPortLoopback

オンライン診断のデフォルト設定
次の表に、オンライン診断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

complete起動時診断レベル

active中断を伴わないテスト

オンライン診断の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

起動診断レベルの設定

一連のすべてのテストを実行するように起動診断機能を設定することも、またはモジュールが短

時間で起動するように、すべての起動診断テストをバイパスするように設定することもできます。

起動時オンライン診断レベルをcompleteに設定することを推奨します。起動時オンライン診断
をバイパスすることは推奨しません。

（注）
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はじめる前に

正しい VDC内にいることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイスの起動に続いて診断テストが開始される

ように、起動診断レベルを設定します。

switch(config)# diagnostic
bootup level {complete | bypass}

ステップ 2   

• complete：すべての起動診断テストを実行し
ます。completeがデフォルトです。

• bypass：起動診断テストを実行しません。

（任意）

現在、デバイスで実行されている起動診断レベル

（bypassまたは complete）を表示します。

switch(config)# show diagnostic
bootup level

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

診断テストのアクティブ化

診断テストをアクティブに設定し、任意でテストの実行間隔（時間、分、秒単位）を変更できま

す。

推奨されるベストプラクティス：ランタイム間隔は、デフォルト値から変更しないでくださ

い。

（注）

はじめる前に

正しい VDC内にいることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用します。
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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）

指定されたテストを実行するインターバルを設定し

ます。インターバルを設定しなかった場合は、過去

switch(config)# diagnostic
monitor interval moduleslottest
[test-id | name | all]
hourhourminminutesecondsecond

ステップ 2   

に設定されたインターバルまたはデフォルトのイン

ターバルでテストが実行されます。

引数の範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1～ 10です。

• test-id：範囲は 1～ 14です。

• name：最大32の英数字を使用できます。大文字
と小文字は区別されます。

• hour：範囲は 0～ 23時間です。

• minute：範囲は 0～ 59分です。

• second：範囲は 0～ 59秒です。

指定されたテストをアクティブにします。switch(config)# [no] diagnostic
monitor moduleslottest [test-id |
name | all]

ステップ 3   

引数の範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1～ 10です。

• test-id：範囲は 1～ 14です。

• name：最大32の英数字を使用できます。大文字
と小文字は区別されます。

このコマンドの [no]形式は、指定されたテストを非
アクティブにします。非アクティブにしたテストで

は、現在の設定が維持されますが、スケジュール上

のインターバルではテストは実行されません。

（任意）

診断テストおよび対応する属性の情報を表示します。

switch(config)# show diagnostic
content module {slot | all}

ステップ 4   
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診断テストを非アクティブとして設定する場合

診断テストを非アクティブとして設定できます。非アクティブにしたテストでは、現在の設定が

維持されますが、スケジュール上のインターバルではテストは実行されません。

グローバルコンフィギュレーションモードで診断テストを非アクティブとして設定するには、次

のコマンドを使用します。

目的コマンド

指定されたテストを非アクティブにします。

各キーワードで次の範囲が有効です。

• slot：範囲は 1～ 10です。

• test-id：範囲は 1～ 14です。

• name：最大 32の英数字を使用できます。
大文字と小文字は区別されます。

no diagnostic monitor module slot test
[test-id|name | all]

修正アクションの設定

以下のランタイム診断テストで障害が検出された場合に修正アクションを実行するようにデバイ

スを設定できます。

• PortLoopback

• RewriteEngineLoopback

• SnakeLoopback

• StandbyFabricLoopback

この機能はすべての4つのテスト上の修正および保守アクションをイネーブルまたはディセー
ブルにします。修正アクションはテストによって異なります。

（注）

はじめる前に

正しいVDC内にいることを確認します。VDCを変更するには、switchto vdcコマンドを使用しま
す。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステッ

プ 1   

PortLoopback、RewriteEngineLoopback、
SnakeLoopback、InternalPortLoopbackおよび

switch(config)# [no] diagnostic
eem action conservative

ステッ

プ 2   
StandbyFabricLoopbackテストでシステムが障害を検出
した場合に、修正アクションをイネーブルまたはディ

セーブルにします。

これらの修正アクションをディセーブルに

するには、コマンドの no形式を使用しま
す。

（注）

名前で指定されたオンライン診断テストが、設定され

た回数だけ連続して、設定された重大度で失敗した場

合に、イベントを発生させます。

switch# event gold [failure-type
{sup | fabric | lc | port}]module
{module | all} test {test-name |
test-id} [severity {major |minor

ステッ

プ 3   

moduleは、モニタする必要があるモジュールの番号を
指定します。

|moderate}] testing-type
{bootup |monitoring | ondemand
| scheduled}
consecutive-failurecount test-nameは設定されたオンライン診断テストの名前で

す。test-idは、イベント条件のテスト IDを指定しま
す。値の範囲は 1～ 30です。

countの範囲は 1～ 1000です。

この CLIコマンドを使用して、GOLDシス
テムのデフォルトポリシーの連続エラー数

も変更できます。

（注）

オンデマンド診断テストの開始または中止

オンデマンド診断テストを開始または中止できます。任意で、このテストを繰り返す回数の変更

や、テストが失敗した場合のアクションの変更を行えます。

スケジューリングされたネットワークメンテナンス期間内に、破壊モードの診断テストを開始す

る場合は、手動での開始に限定することを推奨します。

はじめる前に

正しいVDC内にいることを確認します。VDCを変更するには、switchto vdcコマンドを使用しま
す。
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手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

オンデマンドテストの実行回数を設定します。範

囲は 1～ 999です。デフォルトは 1です。

switch# diagnostic ondemand
iterationnumber

ステップ 1   

（任意）

オンデマンドテストが失敗した場合のアクション

を設定します。num-failsの範囲は 1～ 999です。
デフォルトは 1です。

switch# diagnostic ondemand
action-on-failure {continue
failure-countnum-fails | stop}

ステップ 2   

モジュール上で 1つまたは複数の診断テストを開
始します。モジュールスロットの範囲は 1～ 10

switch# diagnostic start
moduleslottest [test-id | name | all
| non-disruptive]
[portport-number | all]

ステップ 3   

です。test-idの範囲は 1～ 14です。テスト名は大
文字と小文字を区別し、最大32の英数字を使用で
きます。ポート範囲は 1～ 48です。

モジュール上で 1つまたは複数の診断テストを中
止します。モジュールスロットの範囲は 1～ 10

switch# diagnostic stop
moduleslottest [test-id | name | all]

ステップ 4   

です。test-idの範囲は 1～ 14です。テスト名は大
文字と小文字を区別し、最大32の英数字を使用で
きます。

（任意）

診断テストがスケジューリングされていることを

確認します。

switch# show diagnostic status
moduleslot

ステップ 5   

診断結果の消去

診断テスト結果を消去できます。

診断テストの結果を消去するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

指定されたテストのテスト結果を消去します。

有効な範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1～ 10です。

• test-id：範囲は 1～ 14です。

diagnostic clear result module [slot | all] test {test-id
| all}
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診断結果のシミュレーション

診断テスト結果をシミュレートできます。

次のコマンドをいずれかのモードで使用して、診断テスト結果をシミュレートするか、またはシ

ミュレーションテスト結果をクリアします。

目的コマンド

指定されたテストのテスト結果をシミュレート

します。

有効な範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1～ 10です。

• test-id：範囲は 1～ 14です。

• portnumber：範囲は 1～ 48です。

diagnostic test simulationmoduleslottesttest-id {fail
| random-fail | success} [portnumber | all]

指定されたテストのシミュレーション結果を消

去します。

有効な範囲は次のとおりです。

• slot：範囲は 1～ 10です。

• test-id：範囲は 1～ 14です。

diagnostic test simulationmoduleslottesttest-idclear

オンライン診断設定の確認
オンライン診断設定情報を表示するには、次の作業を行います。

目的コマンド

起動診断に関する情報を表示し

ます。

show diagnostic bootup level

モジュールの診断テスト内容に

関する情報を表示します。

show diagnostic content module {slot | all}

診断テストの説明を表示しま

す。

show diagnostic description moduleslottest [test-name | all]
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目的コマンド

レベルに設定されている
Embedded Event Manager
（EEM）アクションレベルと
EEMポリシーを表示します。

show diagnostic eem [action [description] | policy module {module
number | all}]

診断イベントをエラーおよび情

報イベントタイプ別に表示し

ます。

show diagnostic events [error | info]

オンデマンド診断に関する情報

を表示します。

show diagnostic ondemand setting

診断結果に関する情報を表示し

ます。

show diagnostic result moduleslot [test [test-name | all]] [detail]

シミュレーションした診断テス

トに関する情報を表示します。

show diagnostic simulation moduleslot

モジュールのすべてのテストに

ついて、テスト状況を表示しま

す。

show diagnostic status moduleslot

スイッチオーバー、リロード、

電源切断の数、およびタイムス

タンプ、障害理由、モジュール

ID、ポートリスト、テスト名、
テストタイプ、および重大度

を含む、指定の障害のリカバリ

アクション履歴を表示します。

このデータは異常リロード時も

保持されます。

show event manager events action-log event-type [gold |
gold_sup_failure | gold_fabric_failure | gold_module_failure |
gold_port_failure]

ハードウェアの機能、およびシ

ステムによる現在のハードウェ

ア使用率の情報を表示します。

show hardware capacity [eobc | forwarding | interface |module |
power]

オンライン診断テストの状況を

含むモジュール情報を表示しま

す。

show module

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
271

オンライン診断の設定

オンライン診断設定の確認



オンライン診断のコンフィギュレーション例
この例は、モジュール 6ですべてのオンデマンドテストを開始する方法を示しています。
diagnostic start module 6 test all

この例は、モジュール 6でテストテスト 2をアクティブにして、テストインターバルを設定する
方法を示しています。

configure terminal
diagnostic monitor module 6 test 2
diagnostic monitor interval module 6 test 2 hour 3 min 30 sec 0

その他の参考資料
オンライン診断の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

関連資料

マニュアルタイトル内容

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

オンライン診断 CLIコマンド

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

VDCおよび VRF

オンライン診断の「機能の履歴」表
次の表に、この機能のリリース履歴を示します。

機能情報リリー

ス

機能名

M3シリーズモジュールでの次の診断テストのサポートが追加され
ました。ASICRegisterCheck、PrimaryBootROM、SecondaryBootROM、
EOBCPortLoopback、OBFL、PortLoopback、RewriteEngineLoopback、
IntPortLoopback、および IntPortLoopback。

7.3(0)DX(1)オンライン診断

（GOLD）

この機能が導入されました。7.2(0)D1(1)オンライン診断

（GOLD）

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
272

オンライン診断の設定

オンライン診断のコンフィギュレーション例



機能情報リリー

ス

機能名

• PortLoopbackテストに、N77-F348XP-23モジュールのサポート
が追加されました。

•すべてのM2、F2、および F2eモジュールでの
InternalPortLoopbackテストのサポートが追加されました。

6.2(10)オンライン診断

（GOLD）

次のランタイム診断テストでリカバリアクションを設定できます。

PortLoopback、RewriteEngineLoopback、SnakeLoopback、および
StandbyFabricLoopback。

6.2(8)指定のヘルスモ

ニタリング診断で

のリカバリアク

ション。

N77-F348XP-23を除くすべての F3モジュールのサポートが追加さ
れました。

6.2(6)オンライン診断

（GOLD）

•スーパーバイザ 2およびM2シリーズモジュールのサポートが
追加されました。

• F2シリーズモジュールでの RewriteEngineLoopbackおよび
SnakeLoopbackテストのサポートが追加されました。

•管理 VDCでオンライン診断設定に対するサポートを追加しま
した。

6.1(1)オンライン診断

（GOLD）

•スタンバイスーパーバイザの SpineControlBusテストがイネー
ブルになりました。

• F1シリーズモジュールの SnakeLoopbackテストが非推奨にな
りました。

5.2(1)オンライン診断

（GOLD）

F1シリーズモジュールでの SnakeLoopbackテストのサポートが追
加されました。

5.1(2)オンライン診断

（GOLD）

FIPSおよび BootupPortLoopbackテストのサポートが追加されまし
た。

5.1(1)オンライン診断

（GOLD）

PortLoopback、StatusBus、および StandbyFabricLoopbackテストのサ
ポートが追加されました。

4.2(1)オンライン診断

（GOLD）

この機能が導入されました。4.0(1)オンライン診断

（GOLD）
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第 15 章

Embedded Event Manager の設定

この章では、Embedded Event Manager（EEM）を設定して Cisco NX-OSデバイス上のクリティカ
ルイベントを検出し、対処する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 275 ページ

• EEMについて, 276 ページ

• EEMのライセンス要件, 280 ページ

• EEMの前提条件, 280 ページ

• EEMの注意事項と制約事項, 281 ページ

• EEMのデフォルト設定, 281 ページ

• EEMの設定, 282 ページ

• EEM設定の確認, 307 ページ

• EEMのコンフィギュレーション例, 308 ページ

• 関連資料, 309 ページ

• EEMの機能の履歴, 309 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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EEM について

EEMはデバイス上で発生するイベントをモニタし、設定に基づいて各イベントの回復またはトラ
ブルシューティングのためのアクションを実行します。

EEMは次の 3種類の主要コンポーネントからなります。

•イベント文：別の Cisco NX-OSコンポーネントからモニタし、アクション、回避策、または
通知が必要になる可能性のあるイベント。

•アクション文：電子メールの送信、インターフェイスのディセーブル化など、イベントから
回復するために EEMが実行できるアクション。

•ポリシー：イベントのトラブルシューティングまたはイベントからの回復を目的とした 1つ
または複数のアクションとペアになったイベント。

ポリシー

EEMポリシーは、イベント文および 1つまたは複数のアクション文からなります。イベント文で
は、探すイベントとともに、イベントのフィルタリング特性を定義します。アクション文では、

イベントの発生時に EEMが実行するアクションを定義します。

この図は、EEMポリシーの基本的な 2種類の文を示します。

図 2：EEM ポリシー文

コマンドラインインターフェイス（CLI）または VSHスクリプトを使用して EEMポリシーを設
定できます。

EEMからデバイス全体のポリシー管理ビューが得られます。スーパーバイザ上で EEMポリシー
を設定すると、EEMがイベントタイプに基づいて、正しいモジュールにポリシーをプッシュしま
す。EEMはモジュール上でローカルに、またはスーパーバイザ上で（デフォルトのオプション）、
発生したイベントに対応するアクションを実行します。

EEMはスーパーバイザ上でイベントログを維持します。

Cisco NX-OSには、設定済みのさまざまなシステムポリシーがあります。これらのシステムポリ
シーでは、デバイスに関連する多数の一般的なイベントおよびアクションが定義されています。

システムポリシー名は、2個の下線記号（__）から始まります。
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使用するネットワークに合わせてユーザポリシーを作成できます。ユーザポリシーを作成する

と、そのポリシーと同じイベントに関連するシステムポリシーアクションが EEMによって発生
したあと、ユーザポリシーで指定したアクションが行われます。

一部のシステムポリシーは上書きすることもできます。設定した上書き変更がシステムポリシー

の代わりになります。イベントまたはアクションの上書きが可能です。

設定済みのシステムポリシーを表示して、上書き可能なポリシーを判断するには、show event
manager system-policyコマンドを使用します。

showrunning-config eemコマンドを使用して、各ポリシーのコンフィギュレーションを確認し
てください。イベント文が指定されていて、アクション文が指定されていない上書きポリシー

を設定した場合、アクションは開始されません。また、障害も通知されません。

（注）

上書きポリシーには、必ずイベント文を指定します。上書きポリシーにイベント文が含まれて

いないと、システムポリシーで可能性のあるイベントがすべて上書きされます。

（注）

イベント文

イベントは、回避、通知など、何らかのアクションが必要なデバイスアクティビティです。これ

らのイベントは通常、インターフェイスやファンの誤動作といったデバイスの障害に関連します。

EEMではイベントフィルタを定義して、クリティカルイベントまたは指定された時間内で繰り
返し発生したイベントだけが関連付けられたアクションのトリガーになるようにします。
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この図は、EEMによって処理されたイベントを示します。

図 3：EEM の概要

イベント文では、ポリシー実行のトリガーになるイベントを指定します。複数イベントトリガー

を設定できます。

EEMはイベント文に基づいてポリシーをスケジューリングし、実行します。EEMはイベントお
よびアクションコマンドを検証し、定義に従ってコマンドを実行します。

発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、event-defaultア
クション文を許可して EEMポリシーを設定する必要があります。

（注）

アクションステートメント

アクション文では、ポリシーによって実行されるアクションを記述します。各ポリシーに複数の

アクション文を設定できます。ポリシーにアクションを関連付けなかった場合、EEMはイベント
観察を続けますが、アクションは実行されません。

EEMがアクション文でサポートするアクションは、次のとおりです。

• CLIコマンドの実行。

•カウンタのアップデート。
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•例外の記録。

•モジュールの強制的シャットダウン

•デバイスのリロード。

•電力のバジェット超過による特定モジュールのシャットダウン。

• Syslogメッセージの生成。

• Call Homeイベントの生成。

• SNMP通知の生成。

•システムポリシー用デフォルトアクションの使用。

発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのア

クションを許可する EEMポリシーを設定する必要があります。たとえば、match文で CLIコ
マンドを照合する場合、EEMポリシーに event-defaultアクション文を追加する必要がありま
す。この文がないと、EEMでは CLIコマンドを実行できません。

（注）

ユーザポリシーまたは上書きポリシーの中に、相互に否定したり、関連付けられたシステム

ポリシーに悪影響を与えたりするようなアクション文がないかどうかを確認してください。

（注）

VSH スクリプトポリシー
テキストエディタを使用し、VSHスクリプトでポリシーを作成することもできます。このような
ポリシーにも、他のポリシーと同様、イベント文およびアクション文（複数可）を使用します。

また、これらのポリシーでシステムポリシーを補うことも上書きすることもできます。VSHスク
リプトポリシーを書き込んだ後、デバイスにコピーしてアクティブにします。

環境変数

すべてのポリシーに使用できる、EEMの環境変数を定義できます。環境変数は、複数のポリシー
で使用できる共通の値を設定する場合に便利です。たとえば、外部電子メールサーバの IPアドレ
スに対応する環境変数を作成できます。

パラメータ置換フォーマットを使用することによって、アクション文で環境変数を使用できます。

この例では、「EEM action」というリセット理由を指定し、モジュール 1を強制的にシャットダ
ウンするアクション文の例を示します。

switch (config-eem-policy)# action 1.0 forceshut module 1 reset-reason “EEM action.”
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シャットダウンの理由に default-reasonという環境変数を定義すると、次の例のように、リセット
理由を環境変数に置き換えることができます。

switch (config-eem-policy)# action 1.0 foreshut module 1 reset-reason $default-reason

この環境変数は、任意のポリシーで再利用できます。

EEM イベント相関
イベントの組み合わせに基づいて EEMポリシーをトリガーできます。まず、tagキーワードを使
用してEEMポリシーに複数のイベントを作成し区別します。次に、一連のブール演算子（AND、
OR、ANDNOT）を使用して、回数および時間をもとに、カスタム処理をトリガーするこれらの
イベントの組み合わせを定義できます。

ハイアベイラビリティ

Cisco NX-OSは、EEMのステートレスリスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバ
イザスイッチオーバーの後、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用します。

仮想化のサポート

ログインした仮想デバイスコンテキスト（VDC）で、EEMを設定します。デフォルトでは、Cisco
NX-OSはデフォルト VDCに配置します。モジュールベースのイベントに対応するポリシーを設
定する場合は、この VDCを使用する必要があります。

すべてのVDCですべてのアクションまたはイベントを確認できるわけではありません。ポリシー
を設定するには、network-adminまたは vdc-adminの権限が必要です。

VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context ConfigurationGuide』
を参照してください。

EEM のライセンス要件
ライセンス要件製品

EEMにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能は
nx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

EEM の前提条件
EEMの前提条件は、次のとおりです。
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•非デフォルト VDCで EEMを設定するには、adminのユーザ名（network-adminまたは vdc
adminユーザ権限を所有）が必要です。

EEM の注意事項と制約事項
EEMに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•設定可能な EEMポリシーの最大数は 500です。

•ユーザポリシーまたは上書きポリシー内のアクション文が、相互に否定したり、関連付けら
れたシステムポリシーに悪影響を与えたりするようなことがないようにする必要がありま

す。

•発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトの
アクションを許可する EEMポリシーを設定する必要があります。たとえば、match文で CLI
コマンドを照合する場合、EEMポリシーに event-defaultアクション文を追加する必要があり
ます。この文がないと、EEMでは CLIコマンドを実行できません。

•イベント文が指定されていて、アクション文が指定されていない上書きポリシーを設定した
場合、アクションは開始されません。また、障害も通知されません。

•上書きポリシーにイベント文が含まれていないと、システムポリシーで可能性のあるイベン
トがすべて上書きされます。

•通常のコマンド式に適用できるルールは、すべてのキーワードを拡張する必要があること、
そして *記号のみが引数の置換に使用できることです。

• EEMイベント相関はスーパーバイザモジュールだけでサポートされます。

• EEMイベント相関は、単一ポリシー内の別のモジュール間ではサポートされません。

• EEMイベント相関は 1つのポリシーに最大 4つのイベント文をサポートします。イベント
タイプは同じでも別でもかまいませんが、サポートされるイベントタイプは、cli、カウン
タ、モジュール、モジュール障害、oir、snmp、syslogだけです。

•複数のイベント文がEEMポリシーに存在する場合は、各イベント文に tagキーワードと一意
な tag引数が必要です。

• EEMイベント相関はシステムのデフォルトポリシーを上書きしません。

•デフォルトアクション実行は、タグ付きのイベントで設定されているポリシーではサポート
されません。

• Pythonから EEMを呼び出すことができます。Pythonの詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Programmability Guide』を参照してください。

EEM のデフォルト設定
次の表に、EEMパラメータのデフォルト設定を示します。
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デフォルトパラメータ

Activeシステムポリシー

EEM の設定
システムポリシーに基づいて実行されるアクションを含むポリシーを作成できます。システムポ

リシーに関する情報を表示するには、show event manager system-policyコマンドを使用します。

環境変数の定義

EEMポリシーでパラメータとして機能する変数を定義できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

EEM用の環境変数を作成します。
variable-nameは大文字と小文字を区別し、

event manager
environmentvariable-name variable-value

例：
switch(config)# event manager
environment emailto
“admin@anyplace.com”

ステップ 2   

最大 29文字の英数字を使用できます。
variable-valueには最大 39文字の英数字を
引用符で囲んで使用できます。

（任意）

設定した環境変数に関する情報を表示しま

す。

show event manager environment
{variable-name | all}

例：
switch(config)# show event manager
environment all

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   
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CLI によるユーザポリシーの定義
CLIを使用して、デバイスにユーザポリシーを定義できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

EEMにアプレットを登録し、アプレットコン
フィギュレーションモードを開始します。

event manager appletapplet-name

例：
switch(config)# event manager
applet monitorShutdown
switch(config-applet)#

ステップ 2   

applet-nameは大文字と小文字を区別し、最大
29文字の英数字を使用できます。

（任意）

ポリシーの説明になるストリングを設定しま

す。stringには最大 80文字の英数字を使用で
きます。ストリングは引用符で囲みます。

descriptionpolicy-description

例：
switch(config-applet)# description
“Monitors interface shutdown.”

ステップ 3   

ポリシーのイベント文を設定します。イベン

ト文が複数ある場合、このステップを繰り返

eventevent-statement

例：
switch(config-applet)# event cli
match “shutdown”

ステップ 4   

します。イベント文の設定,（284ページ）を
参照してください。

（任意）

ポリシー内の複数のイベントを相互に関連付

けます。

tagtag {and | andnot | or} tag [and |
andnot | or {tag}] {happensoccurs in
seconds}

例：
switch(config-applet)# tag one or
two happens 1 in 10000

ステップ 5   

occurs引数の範囲は 1～ 4294967295です。
seconds引数の範囲は0～4294967295秒です。

ポリシーのアクション文を設定します。アク

ション文が複数ある場合、このステップを繰

actionlabelaction-statement

例：
switch(config-applet)# action 1.0
cli show interface e 3/1

ステップ 6   

り返します。アクション文の設定,（291ペー
ジ）を参照してください。

（任意）

設定したポリシーの状態に関する情報を表示

します。

show event manager policy-statename
[modulemodule-id]

例：
switch(config-applet)# show event
manager policy-state
monitorShutdown

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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 8   

イベント文の設定

イベント文を設定するには、アプレットコンフィギュレーションモードで次のいずれかのコマン

ドを使用します。

目的コマンド

イベントの指定がサブシステム IDお
よびアプリケーションイベントタイ

プに一致する場合に、イベントを発生

させます。

sub-system-idと event-typeの範囲は 1
～ 4294967295です。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

このコマンドを使用するに

は、まず feature evmedコマ
ンドをイネーブルにするこ

とで一般的なイベントディ

テクタをイネーブルにする

必要があります。

（注）

event application [tagtag]
sub-systemsub-system-idtypeevent-type
例：

switch(config-applet)# event application
sub-system 798 type 1

正規表現と一致するコマンドが入力さ

れた場合に、イベントを発生させま

す。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

repeatsの範囲は 1～ 65000です。time
の範囲は 0～ 4294967295秒です。0
は無制限を示します。

event cli [tagtag]matchexpression [countrepeats | timeseconds]
例：

switch(config-applet)# event cli match
“shutdown”
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目的コマンド

カウンタが、開始演算子に基づいて開

始のしきい値を超えた場合にイベント

を発生させます。イベントはただちに

リセットされます。任意で、カウンタ

が終了のしきい値を超えたあとでリ

セットされるように、イベントを設定

できます。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

counter nameは大文字と小文字を区別
し、最大 28の英数字を使用できま
す。entryおよび exitの値の範囲は 0
～ 2147483647です。

event counter [tagtag] namecounterentry-valentryentry-op
{eq | ge | gt | le | lt | ne} [exit-valexitexit-op {eq | ge | gt | le | lt
| ne}]
例：

switch(config-applet)# event counter name
mycounter entry-val 20 gt

秒数で設定された時間を超えて、ファ

ンがデバイスから取り外されている場

合に、イベントを発生させます。

numberの範囲はモジュールに依存し
ます。repeatsの範囲は 10～ 64000で
す。

event fanabsent [fannumber] timeseconds
例：

switch(config-applet)# event fanabsent time
300

秒数で設定された時間を超えて、ファ

ンが故障状態の場合に、イベントを発

生させます。numberの範囲はモジュー
ルに依存します。repeatsの範囲は 10
～ 64000です。

event fanbad [fannumber] timeseconds
例：

switch(config-applet)# event fanbad time
3000

次のいずれかに対するイベントを発生

させます。

• adjacency extra：ユニキャスト
FIBに追加のルートがある場合。

• resource tcamusage：TCAM使用
率がいずれかの方向で 5の倍数
になるごとに。

• route {extra | inconsistent |
missing}：ユニキャスト FIBで
ルートが追加、変更、または削

除される場合。

event fib {adjacency extra | resource tcam usage | route
{extra | inconsistent |missing}}
例：

switch(config-applet)# event fib adjacency
extra
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目的コマンド

名前で指定されたオンライン診断テス

トが、設定された回数だけ連続して、

設定された重大度で失敗した場合に、

イベントを発生させます。

moduleは、モニタする必要があるモ
ジュールの番号を指定します。

test-nameは設定されたオンライン診
断テストの名前です。test-idは、イベ
ント条件のテスト IDを指定します。
値の範囲は 1～ 30です。

countの範囲は 1～ 1000です。

event gold [failure-type {sup | fabric | lc | port}]module
{module | all} test {test-name | test-id} [severity {major |minor
|moderate}] testing-type {bootup |monitoring | ondemand
| scheduled} consecutive-failurecount
例：

switch(config-applet)# event gold failure-type module
2
test 7 ASICRegisterCheck testing-type
ondemand consecutive-failure 2

カウンタが指定のインターフェイスに

対して超えた場合に、イベントを発生

させます。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

このコマンドを使用するに

は、まず feature evmedコマ
ンドをイネーブルにするこ

とで一般的なイベントディ

テクタをイネーブルにする

必要があります。

（注）

event interface [tagtag] {nameinterface slot/portparameter}
例：

switch(config-applet)# event interface
ethernet 2/2 parameter

メモリのしきい値を超えた場合にイベ

ントを発生させます。メモリのしきい

値の設定, （304ページ）も参照して
ください。

event memory {critical |minor | severe}
例：

switch(config-applet)# event memory
critical

指定したモジュールが選択された状態

になったときにイベントを発生させま

す。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

event module [tagtag] status {online | offline | any}module
{all | module-num}
例：

switch(config-applet)# event module status
offline module all
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目的コマンド

モジュールが設定された障害タイプに

なった場合に、イベントを発生させま

す。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

repeatsの範囲は 0～ 4294967295で
す。secondsの範囲は 0～ 4294967295
秒です。0は無制限を示します。

event module-failure [tagtag] typefailure-typemodule {slot |
all} countrepeats [timeseconds]
例：

switch(config-applet)# event module-failure
type lc-failed module 3 count 1

手動で指定されたイベントがないポリ

シーイベントを実行します。

このコマンドを使用するに

は、まず feature evmedコマ
ンドをイネーブルにするこ

とで一般的なイベントディ

テクタをイネーブルにする

必要があります。

（注）

event none
例：

switch(config-applet)# event none

設定されたデバイス構成要素（ファ

ン、モジュール、または電源モジュー

ル）がデバイスに取り付けられた場

合、またはデバイスから取り外された

場合に、イベントを発生させます。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

任意で、ファン、モジュール、または

電源モジュールの具体的な番号を設定

できます。numberの範囲は次のとお
りです。

•ファン番号：モジュール依存

•モジュール番号：デバイス依存

•電源モジュール番号：範囲は 1
～

3です。

event oir [tagtag] {fan |module | powersupply} {anyoir |
insert | remove} [number]
例：

switch(config-applet)# event oir fan remove
4
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目的コマンド

システムポリシーで設定されている

イベントを使用します。このオプショ

ンは、ポリシーを上書きする場合に使

用します。

repeatsの範囲は 1～ 65000です。
secondsの範囲は 0～ 4294967295秒で
す。0は無制限を示します。

event policy-default countrepeats [timeseconds]
例：

switch(config-applet)# event policy-default
count 3

電力バジェットが設定された電源モ

ジュールの容量を超えた場合に、イベ

ントを発生させます。

event poweroverbudget
例：

switch(config-applet)# event
poweroverbudget

SNMPOIDが、開始演算子に基づいて
開始のしきい値を超えた場合にイベン

トを発生させます。イベントはただち

にリセットされます。または任意で、

カウンタが終了のしきい値を超えたあ

とでリセットされるように、イベント

を設定できます。OIDはドット付き10
進表記です。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

entryおよび exitの値の範囲は 0～
18446744073709551615です。timeの
範囲は 0～ 2147483647秒です。
intervalの範囲は 1～ 2147483647秒で
す。

event snmp [tagtag] oidoidget-type {exact | next} entry-op
{eq | ge | gt | le | lt | ne}entry-valentry [exit-comb {and | or}]
exit-op {eq | ge | gt | le | lt | ne}
exit-valexitexit-timetimepolling-intervalinterval
例：

switch(config-applet)# event snmp oid
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 get-type next
entry-op lt 300 entry-val 0 exit-op eq 400
exit-time 30 polling-interval 300

ポート上のトラフィックが設定された

ストーム制御しきい値を超えた場合

に、イベントを発生させます。

event storm-control
例：

switch(config-applet)# event storm-control
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目的コマンド

指定した syslogのしきい値を超えた場
合にイベントを発生させます。カウン

トの範囲は 1～ 65000で、時間の範囲
は 1～ 4294967295です。プライオリ
ティの範囲は 0～ 7です。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

event syslog [occurscount] {patternstring | periodtime |
prioritylevel | tagtag}
例：

switch(config-applet)# event syslog period
500

指定したシステムマネージャのメモ

リのしきい値を超えた場合にイベント

を発生させます。パーセンテージの範

囲は 1～ 99です。

event sysmgr memory [modulemodule-num]
majormajor-percentminorminor-percentclearclear-percent
例：

switch(config-applet)# event sysmgr memory
minor 80

指定した switchover countが、指定し
た time intervalを超えた場合にイベン
トを発生させます。switchover countの
範囲は 1～ 65000です。time interval
の範囲は 0～ 2147483647です。

event sysmgr switchover countcounttimeinterval
例：

switch(config-applet)# event sysmgr
switchover count 10 time 1000

温度センサーが設定されたしきい値を

超えた場合に、イベントを発生させま

す。sensorの範囲は 1～ 18です。

event temperature [moduleslot] [sensor-number] threshold
{any |major |minor}
例：

switch(config-applet)# event temperature
module 2 threshold any
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目的コマンド

指定した時間に到達した場合に、イベ

ントを発生させます。時間の範囲は1
～ 4294967295です。

• absolute time：指定された絶対時
刻が発生した場合に、イベント

を発生させます。

• countdowntime：指定された時間
がゼロにカウントダウンされた

ときに、イベントを発生させま

す。タイマーはリセットされま

せん。

• cron cronentry：CRON文字列の
指定が現在時刻に一致する場合

に、イベントを発生させます。

• watchdog time：指定された時間
がゼロにカウントダウンされた

ときに、イベントを発生させま

す。タイマーは、初期値に自動

的にリセットされ、カウントダ

ウンが続行されます。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

このコマンドを使用するに

は、まず feature evmedコマ
ンドをイネーブルにするこ

とで一般的なイベントディ

テクタをイネーブルにする

必要があります。

（注）

event timer {absolute timetimenamename | countdown
timetimenamename | cron cronentrystring | tagtag |watchdog
timetimenamename}
例：

switch(config-applet)# event timer absolute
time 100 name abtimer
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目的コマンド

トラッキング対象オブジェクトが設定

された状態になった場合に、イベント

を発生させます。

tagtagキーワードと引数のペアは、複
数のイベントがポリシーに含まれてい

る場合、この特定のイベントを識別し

ます。

指定できる object-numberの範囲は 1
～ 500です。

event track [tagtag] object-numberstate {any | down | up}
例：

switch(config-applet)# event track 1 state
down

アクション文の設定

アクション文を設定するには、アプレットコンフィギュレーション（config-applet）モードで次の
いずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

設定された CLIコマンドを実行しま
す。任意で、イベントが発生したモ

ジュール上でコマンドを実行できま

す。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelclicommand1 [command2...][local]
例：

switch(config-applet)# action 1.0 cli
“show interface e 3/1“

設定された値および操作でカウンタを

変更します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

counter nameは大文字と小文字を区別
し、最大28の英数字を使用できます。
valには 0～ 2147483647の整数または
置換パラメータを指定できます。

actionlabelcounter namecountervaluevalop {dec | inc | nop
| set}
例：

switch(config-applet)# action 2.0 counter
name mycounter value 20 op inc
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目的コマンド

関連付けられたイベントのデフォルト

アクションを実行します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelevent-default
例：

switch(config-applet)# action 1.0 event-default

モジュール、クロスバー、またはシス

テム全体を強制的にシャットダウンし

ます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

リセット理由は、引用符で囲んだ最大

80文字の英数字ストリングです。

actionlabelforceshut [moduleslot | xbarxbar-number]
reset-reasonseconds
例：

switch(config-applet)# action 1.0 forceshut
module 2 reset-reason “flapping links”

電力バジェット超過の問題により、1
つまたは複数のモジュールまたはシス

テム全体を強制的にシャットダウンし

ます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabeloverbudgetshut [moduleslot[-slot]]
例：

switch(config-applet)# action 1.0
overbudgetshut module 3-5

上書きしているポリシーのデフォルト

アクションを実行します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelpolicy-default
例：

switch(config-applet)# action 1.0 policy-default

アプリケーション固有のイベントの発

行を強制します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelpublish-event
例：

switch(config-applet)# action 1.0 publish-event
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目的コマンド

1つまたは複数のモジュールまたはシ
ステム全体を強制的にリロードしま

す。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelreload [moduleslot[-slot]]
例：

switch(config-applet)# action 1.0 reload
module 3-5

設定されたデータを使用してSNMPト
ラップを送信します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2で、number1は 16桁
までの任意の数値にできます。number2
の範囲は 0～ 9です。

data引数には、最大80桁の任意の数を
指定できます。stringには最大 80文字
の英数字を使用できます。

actionlabelsnmp-trap {[intdata1data [intdata2data]]
[strdatastring]}
例：

switch(config-applet)# action 1.0 snmp-trap
strdata “temperature problem”

設定されたプライオリティで、カスタ

マイズした syslogメッセージを送信し
ます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

error-messageには最大 80文字の英数
字を引用符で囲んで使用できます。

actionlabelsyslog [priorityprio-val] msgerror-message
例：

switch(config-applet)# action 1.0 syslog
priority notifications msg “cpu high”

if/elseおよびwhileなどの条件付きアク
ションブロックの終了を識別します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelend

例：

switch(config-applet)# action 1.0 end

現在実行中のアプレットコンフィギュ

レーションモードを終了します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。numberは 16桁
までの任意の数値にできます。number2
の範囲は 0～ 9です。

actionlabelexit [result ]

例：

switch(config-applet)# action 1.0 exit 25
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目的コマンド

if/elseアクションブロックの else条件
付きアクションブロックの開始を識別

します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelelse

例：

switch(config-applet)# action 1.0 else

else/ifアクションブロックの elseif条件
付きアクションブロックの開始を識別

します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelelseifstring-1 {eq | gt | ge | lt | le | ne} string-2
switch(config-applet)# action 1.0 elseif $x ge 10

if条件付きアクションブロックの開始
を識別します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelifstring-1 {eq | gt | ge | lt | le | ne} string-2
switch(config-applet)# action 1.0 if $x lt 10

指定された条件が Trueであればアプ
レットが与えられたラベルにジャンプ

するよう指示します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelifstring-1 {eq | gt | ge | lt | le | ne} string-2gotolabel
switch(config-applet)# action 2.0 if $x lt 10 goto
1.0

データを直接端末に印刷するアクショ

ンを有効にします。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelputsstring

例：

switch(config-applet)# action 2.0 puts "Hello world"
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目的コマンド

2つの変数を追加するアクションを指
定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabeladd {long-integer | variable-name} {long-integer
| variable-name}

例：

switch(config-applet)# action 2.0 add $var1 10

変数の値をデクリメントするアクショ

ンを指定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabeldecrementvariable-namelong-integer

例：

switch(config-applet)# action 1.0 decrement $varname
12

変数の値を増分するアクションを指定

します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelincrementvariable-namelong-integer

例：

switch(config-applet)# action 2.0 increment $varname
12

変数の値に長整数値を掛けるアクショ

ンを指定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelmultiply {long-integer1 | variable-name1}
{long-integer2 | variable-name2}
switch(config-applet)# action 2.0 multiply 12 35

変数の値を別の変数から引くアクショ

ンを指定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelsubtract {long-integer1 | variable-name1}
{long-integer2 | variable-name2}

例：

switch(config-applet)# action 2.0 subtract $var1
$var2

アプレットにコメントを追加します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelcommentstring

例：

switch(config-applet)# action 2.0 comment keyvalue
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目的コマンド

アクションがアクションのループを終

了するよう指定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelbreak

例：

switch(config-applet)# action 2.0 break

アクションがアクションのループを継

続するよう指定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelcontinue

例：

switch(config-applet)# action 2.0 continue

デリミタをトークン化パターンとして

使用し、入力文字列の反復を指定しま

す。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelforeachstring-iteratorstring-input [string-delimiter]

例：

switch(config-applet)# action 3.1 foreach _iterator
"orange blue green"

ループアクションブロックの開始を識

別します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16
桁までの任意の数値にできます。

number2の範囲は 0～ 9です。

operatorの有効な値は、ge、gt、eq、
ne、lt、leです。

actionlabelwhilestring-op-1operatorstring-op-2

例：

switch(config-applet)# action 3.2 while $i lt 10

文字列操作をイネーブルにするには、アプレットコンフィギュレーション（config-applet）モード
で次のいずれかのアクションコマンドを使用します。
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目的コマンド

文字列の値を現在の変数の値に追加するアク

ションを指定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。変数が存在しない場合、作成されて特
定の値に設定されます。

actionlabelappendvar-name [var-value]
switch(config-applet)# action 4.2 append $var
12

string-inputの string-patternに正規表現を一致さ
せます。string-matchおよび string-submatchは、
一致する結果を格納します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。

number1は16桁までの任意の数値にできます。
number2の範囲は 0～ 9です。

actionlabelregexpstring-patternstring-input
[string-match [string-submatch1] [string-submatch2]
[string-submatch3]]
switch(config-applet)# action 4.3 regexp
"(.*) (.*) (.*)" "one two three" _match _sub1

2つの等しくない文字列を比較します。結果は、
組み込み変数 $_string_resultに格納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。numberは 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring compare [nocase] [lengthinteger]
string1string2
switch(config-applet)# action 4.5 string
compare nocase length 3

2つの文字列を比較し、2つの文字列が等しけ
れば 1を返します。結果は、組み込み変数
$_string_resultに格納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring equal [nocase] [lengthinteger]
string1string2
switch(config-applet)# action 4.5 string
equal "contains" "data"

string2内に string1が最初に出現したインデッ
クスを返します。index-valueはオプションで、
最初のテストを開始する位置を示します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring firststring1string2 [index-value]
switch(config-applet)# action 4.6 string
first "contains" $str
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目的コマンド

特定のインデックス値で指定された文字を返し

ます。endは、文字列の最後の文字を示します。
文字は、組み込み変数 $_string_resultに格納さ
れます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring indexstring [value | end]
switch(config-applet)# action 4.7 string
index "this is a test" 6

string2内に string1が最後に出現したインデッ
クスを返します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring laststring1string2 [index-value]
switch(config-applet)# action 4.9 string last
"contains" $str

文字列の文字数を返します。結果は、組み込み

変数 $_string_resultに格納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring lengthstring
switch(config-applet)# action 5.0 string
length "contains"

指定されたパターン、string-patternに stringを
一致させます。両者が一致すると、結果 1が組
み込み変数 $_string_resultに格納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstringmatch [nocase] string-patternstring
switch(config-applet)# action 5.2 string
match "*Bl*" $str

start-indexで開始し、end-indexで終了する文字
列の文字の範囲を格納します。結果の文字は、

組み込み変数 $_string_resultに格納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring rangestringstart-indexend-index
switch(config-applet)# action 5.2 string
range "$data" 4 9
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目的コマンド

指定した文字列の文字を置き換えることによ

り、新しい文字列を作成します。new-stringを
指定しない場合、文字は空白に置き換えられま

す。新しく作成された文字列は、組み込み変数

$_string_resultに格納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。numberは 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring replacestringstart-indexend-index
[new-string]
switch(config-applet)# action 5.4 string
replace $str 1 4 "test"

文字列の指定の範囲の文字を小文字で保存しま

す。文字は、組み込み変数 $_string_resultに格
納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring tolowerstring [start-index]
[end-index]
switch(config-applet)# action 5.5 string
tolower "$string" 11 16

文字列の指定の範囲の文字を大文字で保存しま

す。文字は、組み込み変数 $_string_resultに格
納されます。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。numberは 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring toupperstring [start-index]
[end-index]
switch(config-applet)# action 5.6 string
toupper "$string" 0 7

string2の文字を、string1の両端からトリムしま
す。デフォルトで、string2は空白に相当しま
す。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring trimstring1 [string2]
switch(config-applet)# action 5.7 string trim
"$string"

string2の文字を、string1の左端からトリムしま
す。デフォルトで、string2は空白に相当しま
す。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring trimleftstring1 [string2]
switch(config-applet)# action 5.7 string
trimleft "$string" "Hello"
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目的コマンド

string2の文字を、string1の右端からトリムしま
す。デフォルトで、string2は空白に相当しま
す。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelstring trimrightstring1 [string2]
switch(config-applet)# action 5.7 string
trimright "this is a testtest" "test"

変数の値を設定します。

アクションラベルのフォーマットは

number1.number2です。number1は 16桁までの
任意の数値にできます。number2の範囲は 0～
9です。

actionlabelsetvariable-namevariable-value
switch(config-applet)# action 6.0 set $string
"Container"

発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのア

クションを許可する EEMポリシーを設定する必要があります。たとえば、match文で CLIコ
マンドを照合する場合、EEMポリシーに event-defaultアクション文を追加する必要がありま
す。この文がないと、EEMではCLIコマンドを実行できません。terminal event-managerbypass
コマンドを使用すると、CLIが一致するすべての EEMポリシーで、CLIコマンドを実行でき
ます。

（注）

VSH スクリプトによるポリシーの定義
VSHスクリプトを使用してポリシーを定義できます。

はじめる前に

管理者の権限でログインしていることを確認します。

スクリプト名がスクリプトファイル名と同じ名前であることを確認します。

手順

ステップ 1 テキストエディタで、ポリシーを定義するコマンドリストを指定します。

ステップ 2 テキストファイルに名前をつけて保存します。

ステップ 3 次のシステムディレクトリにファイルをコピーします。bootflash://eem/user_script_policies
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VSH スクリプトポリシーの登録およびアクティブ化
VSHスクリプトで定義したポリシーを登録してアクティブにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

EEMスクリプトポリシーを登録してアク
ティブにします。policy-scriptは大文字と

event manager policypolicy-script

例：
switch(config)# event manager policy
moduleScript

ステップ 2   

小文字を区別し、最大 29の英数字を使用
できます。

（任意）設定したポリシーに関する情報を

表示します。

show eventmanager policy internalname

例：
switch(config)# show event manager
policy internal moduleScript

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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

EEM ポリシーのスケジューリング
登録済みの EEMポリシーをスケジューリングし、ポリシーのスケジューリングオプションを設
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。

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

EEMポリシーをスケジューリ
ングし、ポリシーのスケジュー

event manager scheduler applet thread
classclass-optionsnumberthread-number

例：
switch(config)# event manager scheduler applet
thread class default number 2

ステップ 2   

リングオプション（classなど）
および実行のスレッド番号を設

定します。

EEMポリシーをスケジューリ
ングし、スクリプトのスケ

event manager scheduler script thread
classclass-optionsrangeclass-rangenumberthread-number

例：
switch(config)# event manager scheduler script
thread class A B range D-E number 1

ステップ 3   

ジュールオプションを設定しま

す。

現在実行中または実行保留中の

EEMポリシーをクリアします。
event manager scheduler clear {all | policyjob-id |
queue-type applet [classclass-options]} [processor
{rp_primary | rp_standby}]

ステップ 4   

例：
switch# event manager scheduler clear policy 2

EEMスケジューラで、スケ
ジュールされた EEMポリシー

event manager scheduler hold {all | policyjob-id |
queue-type applet [classclass-options]}

例：
switch# event manager scheduler hold policy 2

ステップ 5   

イベントまたはイベントキュー

をホールドします。

EEMポリシーのスケジューリ
ングパラメータを変更します。

event manager scheduler modify {all | policyjob-id |
queue-type applet} {classclass-options [queue-priority
{high | last | low | normal}] | queue-priority {high | last
| low | normal} [classclass-options]}

ステップ 6   

例：
switch# event manager scheduler modify all class
A

event manger scheduler holdコマ
ンドによってホールドされてい

event manager scheduler release {all | policypolicy-id |
queue-type applet [classclass-options]}

例：
switch# event manager scheduler release all

ステップ 7   

た EEMポリシーを解放しま
す。

ポリシーの上書き

システムポリシーは上書き可能です。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）

上書きするシステムポリシーの情報をしきい

値を含めて表示します。システムポリシー名

show event manager
policy-statesystem-policy

例：
switch(config-applet)# show event
manager policy-state

ステップ 2   

を突き止めるには、show event manager
system-policyコマンドを使用します。システ
ムポリシーについては、Embedded Event__ethpm_link_flap

Policy __ethpm_link_flap
ManagerシステムイベントおよびコンフィCfg count : 5

Cfg time interval : 10.000000
ギュレーション例,（531ページ）を参照して
ください。

(seconds)
Hash default, Count 0

システムポリシーを上書きし、アプレット

コンフィギュレーションモードを開始しま

event manager
appletapplet-nameoverridesystem-policy

例：
switch(config)# event manager
applet ethport override

ステップ 3   

す。applet-nameは大文字と小文字を区別し、
最大 29の英数字を使用できます。
system-policyは、既存のシステムポリシーの
1つにする必要があります。__ethpm_link_flap

switch(config-applet)#

（任意）

ポリシーの説明になるストリングを設定しま

す。stringには最大 80文字の英数字を使用で
きます。ストリングは引用符で囲みます。

descriptionpolicy-description

例：
description “Overrides link flap
policy.”

ステップ 4   

ポリシーのイベント文を設定します。eventevent-statement

例：
switch(config-applet)# event
policy-default count 2 time 1000

ステップ 5   

ポリシーのアクション文を設定します。actionnumber action-statement

例：
switch(config-applet)# action 1.0
syslog priority warnings msg “Link
is flapping.”

ステップ 6   

アクション文が複数ある場合、このステップ

を繰り返します。

（任意）

設定したポリシーに関する情報を表示しま

す。

show event manager policy-statename

例：
switch(config-applet)# show event
manager policy-state ethport

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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 8   

メモリのしきい値の設定

イベントを発生させるメモリしきい値を設定し、オペレーティングシステムがメモリを割り当て

られない場合にプロセスを終了させるかどうかを設定できます。

はじめる前に

管理者の権限でログイン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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

EEMメモリイベントを生成するシステムメモリ
しきい値を設定します。デフォルト値は次のとお

りです。

system memory-thresholds
minorminorsevereseverecriticalcritical

例：
switch(config)# system
memory-thresholds minor 60 severe
70 critical 80

ステッ

プ 2   

• Minor-85

• Severe-90

• Critical-95

これらのメモリのしきい値を超えた場合、システ

ムは次の syslogを生成します。

• 2013 May 7 17:06:30 switch %$
%PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory
Status Alert : MINOR

• 2013 May 7 17:06:30 switch %$
%PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory
Status Alert : SEVERE
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目的コマンドまたはアクション

• 2013 May 7 17:06:30 switch %$
%PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory
Status Alert : CRITICAL

• 2013 May 7 17:06:35 switch %$
%PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory
Status Alert : MINOR ALERT RECOVERED

• 2013 May 7 17:06:35 switch %$
%PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory
Status Alert : SEVERE ALERT RECOVERED

• 2013 May 7 17:06:35 switch %$
%PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory
Status Alert : CRITICALALERTRECOVERED

（任意）

メモリを割り当てることができない場合にプロセ

スを停止しないようにシステムを設定します。デ

system memory-thresholds threshold
critical no-process-kill

例：
switch(config)# system
memory-thresholds threshold
critical no-process-kill

ステッ

プ 3   

フォルト値では、最もメモリを消費するプロセス

から終了できます。

（任意）

システムメモリ設定に関する情報を表示します。

show running-config | include "system
memory"

例：
switch(config-applet)# show
running-config | include “system
memory”

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   

EEM パブリッシャとしての syslog の設定
スイッチからの syslogメッセージをモニタできます。

syslogメッセージをモニタする検索文字列の最大数は 10です。（注）

はじめる前に

EEMは、Syslogによる登録に使用可能である必要があります。
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Syslogデーモンが設定され、実行される必要があります。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

EEMにアプレットを登録し、アプレットコンフィギュ
レーションモードを開始します。

event manager
appletapplet-name

例：
switch(config)# event
manager applet abc
switch(config-applet)#

ステッ

プ 2   

syslogメッセージを監視し、ポリシーの検索文字列に
基づいてポリシーを呼び出します。

event syslog [tagtag]
{occursnumber | periodseconds
| patternmsg-text |
prioritypriority}

ステッ

プ 3   

• tagtagキーワードと引数のペアは、複数のイベン
トがポリシーに含まれている場合、この特定のイ

ベントを識別します。例：
switch(config-applet)# event
syslog occurs 10 • occursnumberのキーワードと引数のペアは、発生

回数を指定します。指定できる範囲は 1～ 65000
です。

• periodsecondsのキーワードと引数のペアは、イベ
ントの発生間隔を指定します。範囲は 1～
4294967295です。

• patternmsg-textのキーワードと引数のペアは、一
致する正規表現を指定します。パターンには、文

字テキスト、環境変数、またはこの 2つの組み合
わせを含めることができます。文字列に空白が含

まれる場合は引用符で囲みます。

• prioritypriorityのキーワードと引数のペアは、
syslogメッセージのプライオリティを指定します。
このキーワードを指定しないと、すべての Syslog
メッセージのプライオリティレベルが「情報レベ

ル」に設定されます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステッ

プ 4   

EEM 設定の確認
EEMの設定情報を表示するには、次のコマンドのいずれかを入力します。

目的コマンド

イベントマネージャの環境変数に関する情報を

表示します。

show event manager environment [variable-name
| all]

イベントマネージャのイベントタイプに関す

る情報を表示します。

show event manager event-types [event | all |
moduleslot]

すべてのポリシーについて、イベント履歴を表

示します。

show event manager history events [detail]
[maximumnum-events] [severity {catastrophic |
minor |moderate | severe}]

設定したポリシーに関する情報を表示します。show event manager policy internal [policy-name]
[inactive]

しきい値を含め、ポリシーの状態に関する情報

を表示します。

show event manager policy-statepolicy-name

スクリプトポリシーに関する情報を表示しま

す。

show event manager script system [policy-name |
all]

定義済みシステムポリシーに関する情報を表示

します。

show event manager system-policy [all]

EEMの実行コンフィギュレーションに関する情
報を表示します。

show running-config eem

EEMのスタートアップコンフィギュレーショ
ンに関する情報を表示します。

show startup-config eem
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目的コマンド

実行されている EEMポリシーを表示します。show event manager policy active
[classclass-options | [detailed] [queue-type [applet]
]

実行保留中ののポリシーを表示します。show event manager policy pending
[classclass-options | [detailed] [queue-typeapplet
[detailed] ]

EEMポリシーのスケジューリングされたアク
ティビティを表示します。

show event manager scheduler thread detailed

EEM のコンフィギュレーション例
モジュール 3の中断のないアップグレードエラーのしきい値だけを変更することによって、
__lcm_module_failureシステムポリシーを上書きする方法の例を示します。この例では、syslog
メッセージも送信されます。その他のすべての場合、システムポリシー __lcm_module_failureの
設定値が適用されます。

event manager applet example2 override __lcm_module_failure
event module-failure type hitless-upgrade-failure module 3 count 2
action 1 syslog priority errors msg module 3 “upgrade is not a hitless upgrade!”
action 2 policy-default

__ethpm_link_flapシステムポリシーを上書きし、インターフェイスをシャットダウンする方法の
例を示します。

event manager applet ethport override __ethpm_link_flap
event policy-default count 2 time 1000
action 1 cli conf t
action 2 cli int et1/1
action 3 cli no shut

CLIコマンドの実行を許可し、ユーザがデバイスでコンフィギュレーションモードを開始すると
SNMP通知を送る EEMポリシーを作成する例を示します。
event manager applet TEST
event cli match "conf t"
action 1.0 snmp-trap strdata "Configuration change"
action 2.0 event-default

EEMポリシーにevent-defaultアクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM
では CLIコマンドを実行できません。

（注）

次に、EEMポリシーの複数イベントを関連付け、イベントトリガーの組み合わせに基づいてポリ
シーを実行する例を示します。この例では、EEMポリシーは、指定された syslogパターンのいず
れかが 120秒以内に発生したときにトリガーされます。
event manager applet eem-correlate
event syslog tag one pattern "copy bootflash:.* running-config.*”
event syslog tag two pattern “copy run start”
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event syslog tag three pattern “hello”
tag one or two or three happens 1 in 120
action 1.0 reload module 1

追加の EEMの設定例については、Embedded Event Managerシステムイベントおよびコンフィ
ギュレーション例, （531ページ）を参照してください。

（注）

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

EEMコマンド

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

VDC

EEM の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 30：EEM の機能の履歴

機能情報リリース機能名

単一のEEMポリシーで複数のイベ
ントトリガーのサポートが追加さ

れました。

5.2(1)EEMイベント相関

スイッチからの syslogメッセージ
のモニタのサポートが追加されま

した。

5.1(1)EEMパブリッシャとしての
syslog

メモリしきい値に関して設定の項

を追加

4.1(3)メモリしきい値の設定
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第 16 章

オンボード障害ロギングの設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスで Onboard Failure Logging（OBFL）機能を設定する方法につ
いて説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 311 ページ

• OBFLの概要, 312 ページ

• 仮想化のサポート, 312 ページ

• OBFLのライセンス要件, 312 ページ

• OBFLの前提条件, 313 ページ

• OBFLの注意事項と制約事項, 313 ページ

• OBFLのデフォルト設定, 313 ページ

• OBFLの設定, 313 ページ

• OBFLコンフィギュレーションの確認, 315 ページ

• OBFLのコンフィギュレーション例, 317 ページ

• その他の参考資料, 317 ページ

• OBFLの機能の履歴, 317 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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OBFL の概要
Cisco NX-OSには永続ストレージに障害データを記録する機能があるので、あとから記録された
データを取得して表示し、分析できます。この OBFL機能は、障害および環境情報をモジュール
の不揮発性メモリに保管します。この情報は、障害モジュールの分析に役立ちます。

OBFLは次のタイプのデータを保存します。

•最初の電源投入時刻

•モジュールのシャーシスロット番号

•モジュールの初期温度

•ファームウェア、BIOS、FPGA、および ASICのバージョン

•モジュールのシリアル番号

•クラッシュのスタックトレース

• CPU hog情報

•メモリリーク情報

•ソフトウェアエラーメッセージ

•ハードウェア例外ログ

•環境履歴

• OBFL固有の履歴情報

• ASIC割り込みおよびエラー統計の履歴

• ASICレジスタダンプ

仮想化のサポート
OBFL情報を設定して表示するには、デフォルト仮想デバイスコンテキスト（VDC）を使用する
必要があります。VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』を参照してください。

OBFL のライセンス要件
ライセンス要件製品

OBFLにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能
はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
312

オンボード障害ロギングの設定

OBFL の概要



OBFL の前提条件
VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、所定の VDCを開始する必要があ
ります。設定情報については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』、ライセンス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

network-adminユーザ権限で、デフォルト VDCにログインする必要があります。

OBFL の注意事項と制約事項
OBFLに関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• OBFLはデフォルトでイネーブルになっています。

• OBFLフラッシュがサポートする書き込みおよび消去の回数には制限があります。イネーブ
ルにするロギング数が多いほど、この書き込みおよび消去回数に早く達してしまいます。

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

OBFL のデフォルト設定
次の表に、OBFL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

すべての機能がイネーブルOBFL

OBFL の設定
Cisco NX-OSデバイス上で OBFL機能を設定できます。

はじめる前に

グローバルコンフィギュレーションモード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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのOBFL機能をイネーブ
ルにします。

hw-module logging onboard

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
Module: 7 Enabling ... was successful.

ステップ 2   

Module: 10 Enabling ... was successful.
Module: 12 Enabling ... was successful.

OBFLカウンタ統計情報をイ
ネーブルにします。

hw-module logging onboard counter-stats

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
counter-stats

ステップ 3   

Module: 7 Enabling counter-stats ... was
successful.
Module: 10 Enabling counter-stats ... was
successful.
Module: 12 Enabling counter-stats ... was
successful.

OBFL CPU hogイベントをイ
ネーブルにします。

hw-module logging onboard cpuhog

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
cpuhog

ステップ 4   

Module: 7 Enabling cpu-hog ... was successful.
Module: 10 Enabling cpu-hog ... was successful.
Module: 12 Enabling cpu-hog ... was successful.

OBFL環境履歴をイネーブルに
します。

hw-module logging onboard environmental-history

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
environmental-history

ステップ 5   

Module: 7 Enabling environmental-history ...
was successful.
Module: 10 Enabling environmental-history ...
was successful.
Module: 12 Enabling environmental-history ...
was successful.

OBFLエラー統計をイネーブル
にします。

hw-module logging onboard error-stats

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
error-stats

ステップ 6   

Module: 7 Enabling error-stats ... was
successful.
Module: 10 Enabling error-stats ... was
successful.
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目的コマンドまたはアクション

Module: 12 Enabling error-stats ... was
successful.

OBFL割り込み統計をイネーブ
ルにします。

hw-module logging onboard interrupt-stats

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
interrupt-stats

ステップ 7   

Module: 7 Enabling interrupt-stats ... was
successful.
Module: 10 Enabling interrupt-stats ... was
successful.
Module: 12 Enabling interrupt-stats ... was
successful.

モジュールの OBFL情報をイ
ネーブルにします。

hw-module logging onboard moduleslot

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
module 7
Module: 7 Enabling ... was successful.

ステップ 8   

ブート動作時間、デバイスバー

ジョン、およびOBFL履歴をイ
ネーブルにします。

hw-module logging onboard obfl-logs

例：
switch(config)# hw-module logging onboard
obfl-logs

ステップ 9   

Module: 7 Enabling obfl-log ... was successful.
Module: 10 Enabling obfl-log ... was
successful.
Module: 12 Enabling obfl-log ... was
successful.

（任意）

OBFLに関する情報を表示しま
す。

show logging onboard

例：
switch(config)# show logging onboard

ステップ 10   

（任意）

実行コンフィギュレーション

を、スタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

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

ステップ 11   

ギュレーションにコピーしま

す。

OBFL コンフィギュレーションの確認
モジュールのフラッシュに保存されている OBFL情報を表示するには、次のいずれかの作業を行
います。
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目的コマンド

ブートおよび動作時間の情報を表示します。show logging onboard boot-uptime

すべての ASICカウンタについて、統計情報を
表示します。

show logging onboard counter-stats

OBFLクレジット損失のログを表示します。show logging onboard credit-loss

デバイスバージョン情報を表示します。show logging onboard device-version

指定した終了時刻までのOBFLログを表示しま
す。

show logging onboard endtime

環境履歴を表示します。show logging onboard environmental-history

エラー統計情報を表示します。show logging onboard error-stats

例外ログ情報を表示します。show logging onboard exception-log

割り込み統計情報を表示します。show logging onboard interrupt-stats

指定したモジュールの OBFL情報を表示しま
す。

show logging onboard moduleslot

履歴情報を表示します。show logging onboard obfl-history

ログ情報を表示します。show logging onboard obfl-logs

カーネルスタックトレース情報を表示します。show logging onboard stack-trace

指定した開始時刻からのOBFLログを表示しま
す。

show logging onboard starttime

OBFLステータス情報を表示します。show logging onboard status

OBFLの設定ステータスを表示するには、show logging onboard statusコマンドを使用します。
switch# show logging onboard status
----------------------------
OBFL Status
----------------------------
Switch OBFL Log: Enabled

Module: 4 OBFL Log: Enabled
cpu-hog Enabled
credit-loss Enabled
environmental-history Enabled
error-stats Enabled
exception-log Enabled
interrupt-stats Enabled
mem-leak Enabled
miscellaneous-error Enabled
obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history) Enabled
register-log Enabled
request-timeout Enabled
stack-trace Enabled
system-health Enabled
timeout-drops Enabled
stack-trace Enabled
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Module: 22 OBFL Log: Enabled
cpu-hog Enabled
credit-loss Enabled
environmental-history Enabled
error-stats Enabled
exception-log Enabled
interrupt-stats Enabled
mem-leak Enabled
miscellaneous-error Enabled
obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history) Enabled
register-log Enabled
request-timeout Enabled
stack-trace Enabled
system-health Enabled
timeout-drops Enabled
stack-trace Enabled

上記の各 showコマンドオプションのOBFL情報を消去するには、clear logging onboardコマンド
を使用します。

OBFL のコンフィギュレーション例
モジュール 2で環境情報について OBFLをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hw-module logging onboard module 2 environmental-history

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

OBFL CLIコマンド

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

コンフィギュレーションファイル

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

VDC

OBFL の機能の履歴
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/
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bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 31：OBFL の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(1)OBFL
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第 17 章

SPAN の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上のポート間のトラフィックを分析するようにイーサネット
スイッチドポートアナライザ（SPAN）を設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 319 ページ

• SPANの概要, 320 ページ

• SPANのライセンス要件, 326 ページ

• SPANの前提条件, 326 ページ

• SPANの注意事項および制約事項, 326 ページ

• SPANのデフォルト設定, 335 ページ

• SPANの設定, 335 ページ

• SPANの設定確認, 368 ページ

• SPANのコンフィギュレーション例, 368 ページ

• 関連資料, 373 ページ

• SPANの機能の履歴, 373 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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SPAN の概要
SPANは、外付けアナライザが接続された宛先ポートに SPANセッショントラフィックを送るこ
とで、送信元ポート間のすべてのトラフィックを分析します。

ローカルデバイス上で、SPANセッションでモニタする送信元と宛先を定義できます。

SPAN ソース
トラフィックを監視できる監視元インターフェイスのことを SPAN送信元と呼びます。送信元で
は、監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックをコピー

するかどうかを指定します。SPAN送信元には次のものが含まれます。

•イーサネットポート

•ポートチャネル

•コントロールプレーン CPUへの帯域内インターフェイス。

• VLAN（入力のみ）：VLANがSPAN送信元として指定されている場合は、VLAN内でサポー
トされているすべてのインターフェイスが SPAN送信元になります。

•リモート SPAN（RSPAN）VLAN

• Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender（FEX）に接続されたファブリックポートチャネル

• Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender上のサテライトポートおよびホストインターフェイス
ポートチャネル：これらのインターフェイスは、レイヤ 2アクセスモード、レイヤ 2トラ
ンクモード、およびレイヤ 3モードでサポートされます。

レイヤ 3サブインターフェイスはサポートされません。（注）

1つの SPANセッションに、上述の送信元を組み合わせて使用できます。（注）

送信元ポートの特性

SPAN送信元ポートには、次の特性があります。

•送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。

• RSPAN VLANは、SPAN送信元として使用できません。

•スーパーバイザ帯域内インターフェイスを SPAN送信元として使用する場合、次のパケット
がモニタされます。
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◦スーパーバイザハードウェアに着信するすべてのパケット（入力）

◦スーパーバイザハードウェアによって生成されるすべてのパケット（出力）

SPAN 宛先
SPAN宛先とは、送信元ポートを監視するインターフェイスを指します。宛先ポートは SPAN送
信元からコピーされたトラフィックを受信します。

宛先ポートの特性

SPAN宛先元ポートには、次の特性があります。

• SPANセッションの宛先には、アクセスモードまたはトランクモードのイーサネットポー
トまたはポートチャネルインターフェイスが含まれます。

•宛先ポートとして設定されたポートを送信元ポートとしても設定することはできません。

•宛先ポートは、一度に 1つの SPANセッションだけで設定できます。

•宛先ポートはスパニングツリーインスタンスに関与しません。SPAN出力にはブリッジプロ
トコルデータユニット（BPDU）スパニングツリープロトコルhelloパケットが含まれます。

•指定のセッション用に設定されたすべての SPAN宛先は、すべてのスパンされたトラフィッ
クを受信します。

• RSPAN VLANは、SPAN宛先として使用できません。

•侵入検知システム（IDS）のサポートとして、パケットを挿入して特定のTCPパケットスト
リームを中断するように SPAN宛先を設定できます。

•転送エンジンが IDSのMACアドレスを学習できるように SPAN宛先を設定できます。

• Fシリーズモジュールの FabricPathコアポート、Fabric Extenderホストインターフェイス
（HIF）ポート、HIFポートチャネル、およびファブリックポートチャネルポートは SPAN
宛先ポートとしてサポートされていません。

•共有インターフェイスを SPAN宛先として使用することはできません。

• SPAN宛先ポートへの VLAN ACLリダイレクトはサポートされません。

•指定のセッション用に設定されたすべての SPAN宛先は、すべてのスパンされたトラフィッ
クを受信します。

SPAN セッション
モニタする送信元と宛先を指定する SPANセッションを作成できます。
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サポートされる SPANセッション数に関する情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Verified Scalability Guide』を参照してください。

この図では、SPANの設定を示します。3つのイーサネットポート上のパケットが宛先ポートの
イーサネット2/5にコピーされます。コピーされるのは、指定した方向のトラフィックだけです。

図 4：SPAN の設定

拡張 SPAN セッション
Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降のリリースでは、前のリリースでサポートされた 2つの従来の
SPANセッションに加えて拡張SPANセッションもサポートされます。拡張SPANセッションは、
従来の方式または単方向が可能です。セッションの方向はセッション作成時に指定されます。12
の独立したセッションリソースのプールを使用できます。単方向セッションは 1つのリソースを
使用し、従来のセッションは2つのリソースを使用します。これら12のリソースがすべてのVDC
にわたってローカルおよび SPAN送信元セッションで共有されます。

Cisco Nexus 7710スイッチまたは Cisco Nexus 7718スイッチで拡張 SPANセッションを設定してい
る場合、以下が適用されます。

• mode extendedコマンドは、3つ目のコンフィギュレーションセッションとともに使用する
必要があります。

•必要に応じて 16のセッションを単方向または双方向として設定できます。

• 2つの従来のセッションを維持する必要はありません。

•リソースマネージャを使用して 2つの従来のセッションを予約する必要はありません。

SPAN セッションあたり 4K の VLAN
Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降では、SPANセッションあたり 4Kの VLANがサポートされ
ます。source interface allコマンドを使用してスイッチでのモニタセッションをイネーブルにする
と、物理ポート、ポートチャネル、FEXポート、および FEXポートチャネルなど、VDC内のす
べての VLANとポートをモニタできます。さらに、SPANセッションあたり 4Kの VLAN機能で
は、filter vlanコマンドと source interface allコマンドを使用して無関係の VLANをフィルタする
ことにより、モニタセッションで現在サポートされているVLAN送信元制限よりも多くの、指定
の VLAN送信元をモニタできます。

SPANセッションあたり 4Kの VLAN機能には、次の特性があります。
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• M3シリーズモジュールではサポートされません。

• M3シリーズモジュールでは、source interface allコマンドを設定しても、トラフィックを
キャプチャできません。

• source interface allコマンドは、同じ VDC内の複数のセッションに使用できます。

• MTU切り捨て、サンプリング、レート制限など、すべてのセッションパラメータをサポー
トします。

• source interface allコマンドは、単純および複雑ルールベースの SPANをサポートします。
これにより、VDC全体で一連のフィルタルールを使用してトラフィックフローベースのモ
ニタリングをすることができます。

•スーパーバイザが生成するトラフィックはスパンされません。

• Cisco Nexus 7000シリーズスイッチのイーサネット VDCにおいてのみサポートされます。

•拡張 SPANセッションでのみサポートされます。

ルールベース SPAN
ルールベースの SPANは、一連のルールに基づいて入力または出力 SPANトラフィックをフィル
タします。6.2(2)より前のCiscoNX-OSリリースでは、VLAN、宛先インデックス、および送信元
インデックスをフィルタできました。Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、レイヤ 2、レイヤ 3、
またはレイヤ 4ヘッダーパケットのフィールドの組み合わせに基づいて SPANトラフィックを
フィルタできます。

すべてのSPANセッション（従来および拡張）には関連するフィルタがあります。すべてのSPAN
セッションには 1つのフィルタリソースがあります。単純なフィルタには 1つのみのルールがあ
り、このルールに複数のフィールドまたは組み合わせを追加できます。パケットは、すべての条

件が満たされた場合にのみ複製されます。

表 32：サポートされるフィルタフィールド

FCoEARP/RARPIPv6IPv4イーサネット
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フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

FCD_ID

FCS_ID

SOF

R_CTL

TYPE

Cmd_Code

フレームタイ

プ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネ

ルレーン

フローハッ

シュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

ARP

Request

Sender IP

Target IP

フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

ToS

L4 Protocol

IPv6 SA

IPv6 DA

フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

ToS

L4 Protocol

IPv4 SA

IPv4 DA

フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

例外 SPAN
例外 SPANを使用して、例外パケットをスパンできます。侵入検知システム（IDS）、レイヤ 3 IP
識別、および FabricPathで失敗したパケットは例外パケットとして扱われます。

Cisco NX-OS Release 6.2(10)以降では、SPANパケットから FabricPathおよび VLANタグヘッ
ダーを削除できます。systemdefault switchportmonitor exclude headerおよび switchportmonitor
exclude headerコマンドを使用します。これらのコマンドの詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Security Command Reference』を参照してください。

（注）

例外 SPANセッションは、2つの従来の双方向性 SPANセッションのいずれかまたは拡張 SPAN
セッションのいずれかでサポートされます。レートリミッタ、MTUトランケーション、および
サンプリングは例外 SPANセッションでサポートされます。ドロップ宛先インターフェイスに送
信された例外パケットのみがSPAN送信元としてサポートされます。スーパーバイザ、ACLQoS、
またはレイヤ2にプッシュされた例外パケットはスパンされません。各VDCは、1つの例外SPAN
セッションのみサポートします。

拡張 SPANは出力方向でのみサポートされます。拡張 SPAN Rxセッションの場合、例外送信元設
定は拒否されます。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
324

SPAN の設定
例外 SPAN



仮想 SPAN セッション
仮想 SPANセッションを作成して、複数のVLAN送信元をモニタし、対象のVLANのみを選択し
て

複数の宛先ポートに送信することができます。たとえば、トランクポート上で SPANを設定し
て、異なる複数のVLANからのトラフィックを異なる複数の宛先ポート上でモニタしたりできま
す。

次の図に、仮想 SPANの設定を示します。仮想 SPANセッションでは、3つの VLANから指定し
た 3つの宛先ポートへトラフィックがコピーされます。各宛先ポートで許可する VLANを選択す
ることによって、そのポートでデバイスが送信するトラフィックを制限できます。次の図では、

デバイスは各宛先ポートの 1つの VLANからパケットを送信します。

仮想 SPANセッションでは、パケットが宛先で必要かどうかに関係なく、すべての送信元パ
ケットがすべての宛先にコピーされます。VLANトラフィックのフィルタリングは、出力側の
宛先ポートレベルで行われます。

（注）

図 5：仮想 SPAN の設定

仮想 SPANセッションの設定については、「仮想 SPANセッションの設定」の項を参照してくだ
さい。

Network Analysis Module; ネットワーク解析モジュール
Cisco Network Analysis Module（NAM）を使用して、アプリケーションパフォーマンス、トラ
フィック分析、およびパケットヘッダー分析に関して SPANデータソースをモニタできます。

Cisco Nexus 7000 SPANデータソースのモニタリングにNAMを使用する詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series Network analysis Module (NAM-NX1) Quick Start Guide』を参照してください。
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ハイアベイラビリティ

SPAN機能はステートレスリスタートおよびステートフルリスタートをサポートします。リブー
トまたはスーパーバイザスイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。ハ

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

仮想化のサポート

仮想デバイスコンテキスト（VDC）は、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。
SPANが適用されるのは、コマンドが入力された VDCだけです。

VDCの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

SPAN のライセンス要件
ライセンス要件製品

SPANにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能
はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

SPAN の前提条件
SPANの前提条件は、次のとおりです。

•各デバイス上で、まず所定の SPAN設定をサポートするポートを設定する必要があります。
詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照して
ください。

SPAN の注意事項および制約事項

SPAN の一般的な注意事項と制限事項
• SPANセッションの制限については、『CiscoNexus 7000 Series NX-OSVerified ScalabilityGuide』
を参照してください。
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• SPANは、管理ポートではサポートされません。

•すべてのスパンのレプリケーションはハードウェアで行われます。スーパーバイザCPUは関
与しません。

•宛先ポートは、一度に 1つの SPANセッションだけで設定できます。

•ポートをソースポートと宛先ポートの両方として設定することはできません。

•帯域内インターフェイスの送信元となっている VDC内にモジュールがない場合、スーパー
バイザに送信予定のパケットはキャプチャできません。

• 6.1より前の Cisco NX-OSリリースでは、帯域内インターフェイスはデフォルトのVDCから
のみモニタできます。すべての VDCからの帯域内トラフィックがモニタされます。Cisco
NX-OS Release 6.1以降、帯域内インターフェイスのモニタリングはデフォルトの VDCにの
み制限されなくなりました。

◦ネットワーク管理者権限を持つユーザのみが帯域内インターフェイスをSPANソースと
して追加できます。

◦帯域内インターフェイスは、管理VDC以外の任意のVDCから送信元として追加できま
すが、帯域内インターフェイスを送信元として持つことができる VDCは常に 1つだけ
です。

•帯域内スパンは、共有リソースとして扱われます。特定の VDCに割り当てられたリソース
がない場合はインバンドポートソースは拒否されます。同様に、帯域内スーパーバイザリ

ソースが割り当てられた VDCが帯域内ポートをすべてのモニタセッションのソースリスト
から削除した場合、帯域内リソースはその VDCからリリースされます。

•スーパーバイザ帯域内インターフェイスの場合、SPANは帯域内インターフェイスの送信元
となっている VDCでだけサポートされます。モジュールが帯域内インターフェイスの送信
元でないVDCの一部である場合、このモジュールからスーパーバイザ帯域内パケットをキャ
プチャするには、モジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが帯域内インターフェイ
スの送信元である VDC内に存在する必要があります。

• 1つの SPANセッションに、次の送信元を組み合わせて使用できます。

◦サブインターフェイスではないイーサネットポート。

◦ VLAN。ポートチャネルサブインターフェイスに割り当て可能です。

◦コントロールプレーン CPUへの帯域内インターフェイス。

• SPANセッションに送信元インターフェイスと送信元 VLAN句の両方が含まれている場合、
他の VLANがもスパンされる可能性があります。

•宛先ポートはスパニングツリーインスタンスに関与しません。SPAN出力にはブリッジプロ
トコルデータユニット（BPDU）スパニングツリープロトコルhelloパケットが含まれます。

• SPANセッションに、送信方向または送信および受信方向でモニタされている送信元ポート
またはVLAN送信元が含まれている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信され
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なくても、これらのポートが受け取るパケットが SPANの宛先ポートに複製される可能性が
あります。ソースポート上でのこの動作の例を、次に示します。

◦フラッディングから発生するトラフィック

◦ブロードキャストおよびマルチキャストトラフィック

•送信元ポートで SPANをイネーブルにしてから、動作上アクティブになることができます。
したがって、レイヤ2ポートに対して、これらのポートを含むVLANに入ってくるトラフィッ
クはリンクがポートに接続されていなくてもキャプチャされます。

•入力と出力の両方が設定されているVLAN SPANセッションでは、パケットが同じVLAN上
でスイッチングされる場合に、宛先ポートから 2つのパケット（入力側から 1つ、出力側か
ら 1つ）が転送されます。

• Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、帯域内インターフェイスのスパニングは次のとおりで
す。

◦スーパーバイザ 1システムでは、2つの双方向性の従来のセッションは帯域内 SPAN
ソースをサポートできます。

◦スーパーバイザ 2およびスーパーバイザ 2eのシステムでは、すべての SPANセッショ
ンが帯域内 SPAN送信元をサポートできます。

◦ 1度に帯域内 SPANをサポートできる VDCは 1つだけです。

• RSPANVLANを設定できるのは、SPANセッションの送信元として使用する場合に限られま
す。

• SPANセッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。

•インター VLANルーティングがレイヤ 2マルチパス（L2MP）を通してイネーブルになって
いる場合にFabricPathコアインターフェイスをスパンすると、コアインターフェイスから出
力されるトラフィックをキャプチャすることはできません。

• SPANはレイヤ2アクセスモード、レイヤ2トランクモード、およびレイヤ3モードのFabric
Extenderインターフェイスでサポートされます。レイヤ 3サブインターフェイスはサポート
されません。

• Cisco NX-OSは、ソースインターフェイスが Fabric Extender HIF（ダウンリンク）ポートま
たは HIFポートチャネルである場合、Link Layer Discovery Protocol（LLDP）または Link
Aggregation Control Protocol（LACP）パケットはスパンしません。

• SPANセッションは、セッションの送信元がスーパーバイザのイーサネットインバンドイン
ターフェイスの場合、ARP要求および Open Shortest Path First（OSPF）プロトコル helloパ
ケットのようなスーパーバイザに到達するブロードキャストまたはマルチキャストMACア
ドレスを持つパケットをキャプチャできません。これらのパケットをキャプチャするには、

SPANセッションの送信元として物理インターフェイスを使用する必要があります。

• SPANセッションのレート制限の割合は、それぞれのモジュールに対して 10G、40G、およ
び 100Gに基づいており（つまり、1パーセントはそれぞれ 0.1G、0.4Gまたは 1Gに対応）、
各転送エンジンインスタンスに値が適用されます。
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• Cisco NX-OS Release 6.1以降では、スーパーバイザ 2で SPANがサポートされます。

• SPANは、FibreChannel over Ethernet（FCoE）ネットワーク内のポーズフレームをキャプチャ
しません。仮想拡張（VE）ポートから送信されるポーズフレームは、最も外側のMACレイ
ヤで生成および終端が行われるためです。FCoEの詳細については、『Cisco NX-OS FCoE
Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』を参照してください。

•スーパーバイザ 1およびスーパーバイザ 2の両方で、FCoE帯域内トラフィックをモニタす
ることはできません。

•共有インターフェイス、または VLANを含むイーサネットインターフェイスを通したロー
カル SPANセッションで入力および出力の両方の FCoEトラフィックをモニタできます。共
有インターフェイスでは、ストレージ VDCでのみ FCoEトラフィックを監視できます。

• SPANコピー内のMAC-in-MAC（MiM）ヘッダーは、次の SPAN宛先では保持されます。

• Release 6.2以降のリリースでの F2eモジュール。

•任意の Cisco NX-OS Releaseでの F3シリーズモジュール。

• Release 6.2.(6a)、6.2.(6b)、または 6.2(8)での F3シリーズモジュールでは、FabricPath
（FP）ヘッダーは無条件で保持されます。Release 6.2.10では、FPヘッダーはデフォル
トで保持されますが、switchport monitor exclude headerコマンドを使用して VDC内の
指定の SPAN宛先に対する FPまたはVLANタグヘッダーを削除するか、または system
default switchport monitor exclude headerコマンドを使用して VDC内のすべての宛先
ポートに対する FPまたはVLANタグヘッダーを削除することにより、この動作を変更
できます。Release 6.2.12では、SPAN宛先で switchport monitor exclude headerコマン
ドを使用して、FabricPathおよび VLANタグヘッダーを削除できます。

• SPANコピー内のMiMヘッダーは、次の SPAN宛先では保持されません。

•任意の Cisco NX-OS Releaseでの F1および F2シリーズモジュール。

• Release 6.1(x)での F2eモジュール。

• Release 6.2.6での F3シリーズモジュールでは、FabricPath（FP）ヘッダーは保持されま
せん。

F1 シリーズモジュールの注意事項と制約事項
•複数の SPAN宛先は、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合はサポートされませ
ん。複数の SPAN宛先が SPANセッション内で設定されている場合、セッションは Fシリー
ズモジュールの電源が切断されるか、別の VDCに移動されるか、または複数の SPAN宛先
が単一の宛先に削減されるまでディセーブルになります。

• FabricPathコアポートは、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合は SPAN宛先と
してサポートされません。ただし、FabricPathコアポートは、SPAN送信元インターフェイ
スとして設定できます。
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• F1シリーズモジュールは、レイヤ 2ドメインモジュールです。レイヤ 3送信元のパケット
は、F1シリーズモジュール SPAN宛先にスパンおよび送信できます。F1シリーズモジュー
ルインターフェイスはレイヤ 3として設定することはできませんが、SPAN宛先モードでレ
イヤ 3トラフィックを受信することができます。

• F1シリーズまたは F2シリーズモジュールで SPANセッションを使用する場合、特定のセッ
ション内の送信元トラフィックの合計量が SPAN宛先インターフェイスまたはそのセッショ
ンのポートチャネルの容量以下であることを確認してください。SPAN送信元トラフィック
が SPAN宛先の容量を超えると、SPAN送信元インターフェイスでパケットドロップが発生
する場合があります。このガイドラインは、F2eシリーズ銅線およびファイバーモジュール
には適用されません。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、FシリーズおよびM2シリーズモジュールおよび
スーパーバイザ 2でサポートされます。

F1シリーズモジュール上の同じ SPANセッションに対してMTU切り捨てお
よび SPANレート制限をイネーブルにすることはできません。1セッションで
両方を設定した場合、レート制限の設定をディセーブルにするまで、レート

制限だけが F1シリーズモジュールで許可され、MTU切り捨てがディセーブ
ルになります。この制限は、F2およびM2シリーズモジュールまたはスーパー
バイザ 2には適用されません。

（注）

• F1シリーズモジュールでは、SPAN宛先がコアヘッダーを削除するため、出力スパン
FabricPath（コア）パケット上のMTU切り捨ては設定値より 16バイト少なくなります。ま
た、トランクポートが SPAN宛先として使用される場合、スパンされる入力パケットは、設
定されたMTU切り捨てサイズよりも 4バイト多くなります。

• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• F1シリーズモジュールはルールベースの SPANを制限付きでサポートします。IPv6送信元
IPおよび IPv6宛先 IPフィルタをサポートしません。これらは 0～ 3.までの値で IPv4および
IPv6ToSフィルタのみサポートします。ポートチャネルメンバーレーン、FCoE送信元 ID、
および FCoE宛先 IDはサポートされていません。
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F2/F2e シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

•スーパーバイザ帯域内インターフェイスが F2シリーズモジュールの送信方向でモニタされ
る場合、12バイトの SHIMヘッダーが SPANパケットの SMACの後に追加されます。

•複数の SPAN宛先は、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合はサポートされませ
ん。複数の SPAN宛先が SPANセッション内で設定されている場合、セッションは Fシリー
ズモジュールの電源が切断されるか、別の VDCに移動されるか、または複数の SPAN宛先
が単一の宛先に削減されるまでディセーブルになります。

• FabricPathコアポートは、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合は SPAN宛先と
してサポートされません。ただし、FabricPathコアポートは、SPAN送信元インターフェイ
スとして設定できます。

•サテライトポートおよびホストインターフェイスポートチャネル上の SPAN送信元機能は
FEXが F2または F2eシリーズモジュールに接続されている場合はサポートされません。

• F1シリーズまたは F2シリーズモジュールで SPANセッションを使用する場合、特定のセッ
ション内の送信元トラフィックの合計量が SPAN宛先インターフェイスまたはそのセッショ
ンのポートチャネルの容量以下であることを確認してください。SPAN送信元トラフィック
が SPAN宛先の容量を超えると、SPAN送信元インターフェイスでパケットドロップが発生
する場合があります。このガイドラインは、F2eシリーズ銅線およびファイバーモジュール
には適用されません。

• FEXインターフェイスを含む VLANを SPAN送信元にすることができますが、F2シリーズ
のモジュールベースの FEXポートからの入力トラフィックはキャプチャできません。

• F2シリーズモジュールは、FEXをサポートしますが、FEX SPANはサポートしません。し
たがって、F2シリーズを通して接続された FEXインターフェイスは SPAN送信元にするこ
とはできません。

• F2シリーズモジュール上で Fabricポートチャネルをスパンすることができます。

•レイヤ 3マルチキャスト出力パケットは F2シリーズモジュール上でスパンすることはでき
ません。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、FシリーズおよびM2シリーズモジュールおよび
スーパーバイザ 2でサポートされます。これらの機能はM1シリーズモジュールではサポー
トされていません。
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• F2シリーズモジュールでは、VNTagヘッダーが SPAN宛先で削除されるため、Fabricポー
トチャネルでスパンされた入力 FEXパケットは設定されたMTUサイズよりも 6バイト少な
くなります。

• F2シリーズモジュールでは、MAC-in-MACヘッダーが内部的に追加され、SPAN宛先で削
除されるため、レイヤ 2ポートに入ってくるすべてのトラフィック（エッジツーエッジトラ
フィックを含む）の出力 SPANパケットは設定されたMTUサイズよりも 16バイト少なくな
ります。

• SPANの宛先ポートチャネルを使用した F2シリーズモジュールでは、SPANトラフィック
はメンバーポートで分散されます。ただし、分散パターンは正規（SPANでない宛先）の
ポートチャネルのものとは異なる場合があります。たとえば、正規のポートチャネルでは

均等な負荷分散でも SPAN宛先ポートチャネルでは不均等な負荷分散（または負荷均衡な
し）となる場合があります。

• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。Mシリーズモジュー
ルではサポートされません。

• Cisco NX-OS Release 6.1以降では、F2シリーズモジュールの FCoEスパンがストレージVDC
でサポートされます。

•ハードウェアセッション 15は F2および F2eシリーズモジュールの NetFlowで使用されま
す。このハードウェア IDを使用する拡張セッションはF2およびF2eポートの着信トラフィッ
クをスパンしません。

• F2および F2eシリーズモジュールはルールベースの SPANを制限付きでサポートします。
これらのモジュールは IPv6送信元 IPフィルタと IPv6宛先 IPフィルタでワイルドカードは
サポートしません。これらのモジュールは宛先MACアドレスおよび送信元MACアドレス
に対する出力 SPANフィルタリングをサポートしません。

F3 シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

•レイヤ 3マルチキャスト出力パケットは F3シリーズモジュール上でスパンすることはでき
ません。
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•複数の SPAN宛先は、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合はサポートされませ
ん。複数の SPAN宛先が SPANセッション内で設定されている場合、セッションは Fシリー
ズモジュールの電源が切断されるか、別の VDCに移動されるか、または複数の SPAN宛先
が単一の宛先に削減されるまでディセーブルになります。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、FシリーズおよびM2シリーズモジュールおよび
スーパーバイザ 2でサポートされます。

• FabricPathコアポートは、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合は SPAN宛先と
してサポートされません。ただし、FabricPathコアポートは、SPAN送信元インターフェイ
スとして設定できます。

• F3シリーズモジュールは IPv6送信元 IPフィルタと IPv6宛先 IPフィルタでワイルドカード
はサポートしません。

M1/M1XL シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• SPANサンプリングはMシリーズモジュールではサポートされません。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• Cisco NX-OS Release 5.2以降では、Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderに接続されてい
る Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender（FEX）インターフェイスおよびファブリック
ポートチャネルを SPAN送信元として設定できます。ただし、SPAN宛先としては設定でき
ません。

Fabric Extenderインターフェイスおよびファブリックポートチャネル上の
SPANはM1シリーズおよびM2シリーズモジュールでサポートされます。
SPANは、Fabric Extender上ではなく、Cisco Nexus 7000シリーズデバイス上
で動作します。

（注）

•ポートチャネルが Cisco Nexus 7000 M1シリーズモジュールが送信元となっている SPANト
ラフィックの宛先インターフェイスの場合、インターフェイスの 1つのメンバーだけがソー
スパケットのコピーを受信します。この制限は、Cisco Nexus 7000M1-XLシリーズモジュー
ルを含むその他すべての Cisco Nexusシリーズモジュールからの SPANトラフィックには適
用されません。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、M1シリーズモジュールではサポートされませ
ん。

• SPANサンプリングはMシリーズモジュールではサポートされません。

•マルチキャストのベストエフォートモードはM1シリーズモジュールだけに適用されます。
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•拡張 SPANセッションは入力または出力のいずれの方向でもM1シリーズモジュールの着信
トラフィックの送信元となることはできません。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• M1シリーズモジュールおよびスーパーバイザ 1はルールベースの SPANをサポートしませ
ん。VLANのフィルタリングだけをサポートします。

• M1およびM2シリーズのモジュールは、非管理 VDCでのみ例外 SPANをサポートし、モ
ジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが VDCに存在する必要があります。

M2/M2XL シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Cisco NX-OS Release 5.2以降では、Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderに接続されてい
る Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender（FEX）インターフェイスおよびファブリック
ポートチャネルを SPAN送信元として設定できます。ただし、SPAN宛先としては設定でき
ません。

Fabric Extenderインターフェイスおよびファブリックポートチャネル上の
SPANはM1シリーズおよびM2シリーズモジュールでサポートされます。
SPANは、Fabric Extender上ではなく、Cisco Nexus 7000シリーズデバイス上
で動作します。

（注）

• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングはMシリーズモジュールではサポートされません。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• M1およびM2シリーズのモジュールは、非管理 VDCでのみ例外 SPANをサポートし、モ
ジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが VDCに存在する必要があります。

• M2シリーズモジュールのMTU切り捨てでは、切り捨てられた SPANパケットの長さは最
も近い16バイトの乗数に丸められます。たとえば、65から79のMTUの設定値では、パケッ
トは 64バイトに丸められます。

• M2シリーズモジュールでレート制限をサポートするのは 8つのセッションだけです。追加
のハードウェアセッションは、M2シリーズモジュールで設定されたレートリミッタを適用
しません。
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• M1およびM2シリーズのモジュールは、非管理 VDCでのみ例外 SPANをサポートし、モ
ジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが VDCに存在する必要があります。

M3 シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Cisco NX-OS Release 7.3(1)DX(1)以降では、SPANは、M3シリーズモジュールでサポートさ
れます。

• SPANサンプリングはMシリーズモジュールおよびスーパーバイザ 2でサポートされます。

•拡張 SPANセッションはM3シリーズモジュールからのトラフィックをサポートします。F
シリーズモジュールが VDC内に存在する場合、複数の SPAN宛先がサポートされます。Fx
モジュールからの SPANパケットを送信するには、プライマリ宛先が使用されます。

SPAN のデフォルト設定
次の表に、SPAN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

シャットステートで作成されます。SPANセッション

ディセーブルMTU切り捨て

ディセーブルマルチキャストベストエフォートモード

ディセーブル従来の SPANセッションの SPANレート制限

イネーブル拡張 SPANセッションの SPANレート制限

ディセーブルSPANサンプリング

SPAN の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドと異なる場合があります。（注）
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SPAN セッションの設定
SPANセッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。デフォルトでは、SPANセッ
ションはシャットステートで作成されます。

送信元にはイーサネットポート、ポートチャネル、スーパーバイザ帯域内インターフェイス、お

よび VLAN（入力のみ）を指定できます。

1つの SPANセッションに、イーサネットポート、VLAN、コントロールプレーン CPUへの帯域
内インターフェイスを組み合わせた送信元を使用できます。イーサネットポートのサブインター

フェイスを、SPANセッションの送信元として指定することはできません。

（注） •モニタセッションで、レイヤ 3ポートチャネルサブインターフェイスを SPAN送信元と
して使用するには、フィルタ VLANとしてサブインターフェイスに IEEE 802.1Q VLAN
カプセル化を設定するときに入力したVLAN IDを指定する必要があります。メインイン
ターフェイスと SPAN VLANフィルタを使用して、サブインターフェイス上の 802.1Q
VLANをフィルタする場合、SPANには、SPANの宛先ポート上のすべてのサブインター
フェイスに対するトラフィックが示されます。

•トランクのメンバを含む VLANが SPAN送信元として設定され、他の一連の VLANが
SPAN VLANフィルタとして設定されている場合、これらのフィルタ VLANによる不要
なトラフィックをキャプチャすることができます。

SPAN送信元としてスーパーバイザインバンドインターフェイスを指定すると、デバイスはスー
パーバイザハードウェアに到達したすべてのパケット（入力）をモニタします。

宛先ポートには、アクセスモードまたはトランクモードのイーサネットポートまたはポートチャ

ネルを指定できます。すべての宛先ポートでモニタモードをイネーブルにする必要があります。

双方向性の従来のセッションでは、トラフィックの方向を指定せずにセッションを設定できます。

拡張 SPANセッションの場合、以下のいずれかの方法でセッションを設定できます。

•セッション作成時に方向を指定せず、mode extendedコマンドを入力してモードを extended
に変更することで双方向セッションを設定します。

•セッション作成時にトラフィック方向を指定することで単方向セッションを設定します。

はじめる前に

正しい VDC内にいることを確認します。VDCを切り替えるには、switchto vdcコマンドを使用し
ます。

アクセスモードまたはトランクモードで宛先ポートが設定されている必要があります。詳細につ

いては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

選択したスロットおよびポート上でインターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始します。

interface ethernetinterface
slot/port]

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/5
switch(config-if)#

ステップ 2   

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲で

スイッチポートパラメータを設定します。

switchport

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

ステップ 3   

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲で

スイッチポートパラメータを設定します。

switchport mode
[access|trunk|private-vlan]

例：
switch(config-if)# switchport
mode trunk
switch(config-if)#

ステップ 4   

•アクセス

•トランク

• private-vlan

SPAN宛先としてスイッチポートインターフェイス
を設定します。

switchport monitor [ingress
[learning]]

例：
switch(config-if)# switchport
monitor

ステップ 5   

• ingress：
（任意）SPAN宛先ポートが、特定の TCPパ
ケットストリームを中断するパケットを注入で

きるようにします。たとえば、ネットワークで

は IDSを使用します。

• ingress learning：
SPAN宛先ポートがパケットを注入できるよう
にし、MACアドレス学習を可能にします。た
とえば、IDS MACアドレスです。

（任意）
—

ステップ 2および 3を繰り返し
て、追加のSPAN宛先でモニタ
リングを設定します。

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

指定した SPANセッションのコンフィギュレーショ
ンを消去します。新しいセッションコンフィギュ

nomonitor sessionsession-number

例：
switch(config)# no monitor
session 3

ステップ 7   

レーションは、既存のセッションコンフィギュレー

ションに追加されます。

指定した SPANセッションのコンフィギュレーショ
ンを消去します。新しいセッションコンフィギュ

monitor sessionsession-number
[shut]

例：
switch(config)# monitor
session 3 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 8   

レーションは、既存のセッションコンフィギュレー

ションに追加されます。

モニタコンフィギュレーションモードを開始しま

す。新しいセッションコンフィギュレーションは、

例：
switch(config)# monitor
session 3 tx
switch(config-monitor)#

既存のセッションコンフィギュレーションに追加さ

れます。デフォルトでは、セッションが shutステー
トで作成されます。このセッションは、ローカル

SPANセッションです。オプションのキーワードは
次のとおりです。例：

switch(config)# monitor
session 3 shut
switch(config-monitor)#

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を
指定します。

（任意）SPANセッションを拡張双方向セッション
として設定します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステップ 9   

単方向のSPANセッションではこのコマン
ドは使用できません。

（注）

セッションの説明を設定します。デフォルトでは、

説明は定義されません。説明には最大32の英数字を
使用できます。

descriptiondescription

例：
switch(config-monitor)#
description my_span_session_3

ステッ

プ 10   

送信元およびパケットをコピーするトラフィックの

方向を設定します。イーサネットポートの範囲、

source {interface {all | type} |
vlan {number | range}} [rx | tx |
both]

ステッ

プ 11   
ポートチャネル、帯域内インターフェイス、VLAN

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 2/1-3,
ethernet 3/1 rx

の範囲、Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderイン
ターフェイス、または Cisco Nexus 2000 Series Fabric
Extenderに接続されたファブリックポートチャネル
を入力できます。

例：
switch(config-monitor)# source
interface port-channel 2

送信元は1つ設定することも、またはカンマで区切っ
た一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。最大 128のインター
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-monitor)# source
interface sup-eth 0 both

フェイスを指定できます。VLANの範囲は 1～ 3967
です。4048～ 4093の VLANの範囲は、6.1以前の
Cisco NX-OSリリースでもサポートされます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出力
（tx）、または両方向（both）として指定できます。例：

switch(config-monitor)# source
vlan 3, 6-8 rx

デフォルトは bothです。単一方向のセッションに
は、送信元の方向はセッションで指定された方向に

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 101/1/1-3

一致する必要があります。Cisco NX-OS Release
7.3(0)D1(1)以降では、allキーワードを使用してモニ
タリングセッションをイネーブルにし、物理ポー

ト、ポートチャネル、FEXポート、およびFEXポー

例：
switch(config-monitor)# source
interface all rx

トチャネルなど、VDC内のすべての VLANとポー
トをモニタできます。allキーワードは、拡張 SPAN
セッションでのみサポートされます。

（任意）
—

ステップ 11を繰り返して、す
べてのSPAN送信元を設定しま
す。

ステッ

プ 12   

（任意）

（任意）設定された送信元から選択する VLANを設
定します。VLANは 1つ設定することも、またはカ

filter vlan {number | range}
[include-untagged]

例：
switch(config-monitor)# filter
vlan 3-5, 7

ステッ

プ 13   

ンマで区切った一連のエントリとして、または番号

の範囲として、複数設定することもできます。VLAN
の範囲は 1～ 3967です。4048～ 4093のVLANの範
囲は、6.1以前のCiscoNX-OSリリースでもサポート
されます。

include-untaggedキーワードは、VLANアクセスマッ
プを 1つ以上の VLANに適用し、さらに、レイヤ 3
サブインターフェイスのポート上にタグなしフレー

ムを含めます。

filter vlanコマンドと source interface allコマンドを
使用して無関係の VLANをフィルタすることによ
り、拡張 SPANモニタセッションで現在サポートさ
れている VLAN送信元制限よりも多くの、指定の
VLAN送信元をモニタできます。

（任意）
—

ステップ 13を繰り返して、す
べての送信元 VLANのフィル
タリングを設定します。

ステッ

プ 14   
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目的コマンドまたはアクション

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛

先は 1つ設定することも、またはカンマで区切った
destination interfacetype {number
| range}

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7

ステッ

プ 15   
一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。最大 128のインター
フェイスを指定できます。

SPAN宛先ポートは、アクセスポートまた
はトランクポートのどちらかにする必要が

あります。

（注）

Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender
インターフェイスおよび Cisco Nexus 2000
シリーズ Fabric Extenderに接続されたファ
ブリックポートチャネルは、SPAN宛先
として設定できません。

（注）

（任意）
—

ステップ 15を繰り返して、す
べてのSPAN宛先ポートを設定
します。

ステッ

プ 16   

SPANセッションをイネーブルにします。デフォル
トでは、セッションはシャットステートで作成され

ます。

no shut

例：
switch(config-monitor)# no
shut

ステッ

プ 17   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number |
rangesession-range} [brief]

ステッ

プ 18   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 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。

copy running-config
startup-config

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

ステッ

プ 19   

F2 シリーズモジュールでの複数宛先 SPAN の設定
Cisco Nexus 7000スイッチで SPANセッションの複数宛先ポートを設定する手順は次のとおりで
す。
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•複数の SPAN宛先ポートを設定する際に,モジュールタイプ制限を削除して、SPANセッショ
ンを許可します。

• Fxモジュールのいずれか、またはスーパーバイザを含む VDCでプライマリ宛先ポートを指
定し、SPANセッションをアクティブ化します。

プライマリ宛先の設定は、Mシリーズモジュールから発信される SPANパケットの転送には
影響しません。SPANセッションをアクティブ化するにはプライマリ宛先をアクティブ化する
必要があります。

（注）

送信元には、ポート、VLANまたは RSPAN VLANを指定できます。

はじめる前に

Fシリーズモジュール（F1/F2/F2E/F3）を含む VDCでは、複数宛先 SPANセッションはサポート
されていませんでした。そのため、そのようなセッションは、設定されていても、VDCで有効に
なりませんでした。Cisco NX-OS Release 7.2以降では、複数宛先 SPANセッションがサポートさ
れます。Fxモジュールからの SPANパケットを送信するには、プライマリ宛先が使用されます。

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定した SPANセッションのコンフィギュレー
ションを消去します。新しいセッションコンフィ

no monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# no monitor
session 3

ステップ 2   

ギュレーションは、既存のセッションコンフィ

ギュレーションに追加されます。

モニタコンフィギュレーションモードを開始し

ます。既存のセッション設定に新しいセッション

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
4 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 3   

設定が追加され、これにより、送信元レート制限

が設定される SPANセッションが指定されます。
デフォルトでは、セッションが shutステートで作

例：
switch(config)# monitor session
3 tx
switch(config-monitor)#

成されます。このセッションは、ローカル SPAN
セッションです。
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目的コマンドまたはアクション

送信元およびパケットをコピーするトラフィック

の方向を設定します。イーサネットポート範囲、

source {interfacetype | vlan {number
| range}} [rx | tx | both]

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 2/1-3,
ethernet 3/1 rx

ステップ 4   

ポートチャネル、帯域内インターフェイス、また

は VLAN範囲を入力できます。

送信元は 1つ設定することも、またはカンマで区
切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。最大 128
のインターフェイスを指定できます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出
力（tx）、または両方向（both）として指定でき
ます。デフォルトは bothです。

送信元 VLANは、入力（rx）方向に限
りサポートされます。

（注）

（任意）
—

ステップ4を繰り返して、すべて
の仮想SPANVLAN送信元を設定
します。

ステップ 5   

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。

宛先は 1つ設定することも、またはカンマで区
destination interfacetype {number |
range} [primary]

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7 primary

ステップ 6   

切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。ただし、

このようなプライマリポートは、1つのセッショ
ンに 1つしか設定できません。最大 128のイン
ターフェイスを指定できます。

SPAN宛先ポートは、アクセスポート
またはトランクポートのどちらかにす

る必要があります。

（注）

SPANトラフィックのレート制限を設定します。no rate-limit

例：
switch(config-monitor)# no rate
limit

ステップ 7   

宛先ポートにプライマリ属性が設定されていない

ことを確認します。複数のポートが設定されてい

る場合、エラーメッセージを表示します。

no destination interfacetype
{number | range} [primary]

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7 primary

ステップ 8   

ERROR：1つのセッションに複数の「プ
ライマリ」宛先ポートは設定できませ

ん。

（注）

（任意）
—

ステップ 12を繰り返して、すべ
ての送信元 VLANのフィルタリ
ングを設定します。

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

SPANセッションをイネーブルにします。デフォ
ルトでは、セッションはシャットステートで作成

されます。

no shut

例：
switch(config-monitor)# no shut

ステップ 10   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number |
rangesession-range} [brief]

ステップ 11   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 12   

SPAN 宛先ポートでの複数 SPAN セッションの設定
はじめる前に

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

はじめる前に

複数の SPANセッションを導入する場合、複数の SPANセッションで宛先インターフェイスを共
有することが重要です。これにより、SPANセッションとトラフィックをモニタする N7Kのハー
ドウェアコストを削減できるだけでなく、全体的なネットワーク接続を簡素化できます。

• SPAN宛先ポートを共有している SPANセッションでは、レートリミッタの autoモードは使
用できません。

•個々の SPANセッションにレート制限が必要な場合、manualモードが推奨されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure 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

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

SPANセッションを指定します。
monitor
sessionsession-number[session-type]

例：
switch(config)# monitor session
3 span
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

（任意）宛先ポートを追加するオプションを指定

します。

destination interface {ethernet x/y
| port-channel z}

例：
switch(config-monitor)#
destination interface
ethernet1/2

ステップ 3   

レート制限の autoは、複数のセッション
でSPAN宛先ポートを共有するため、ディ
セーブルにする必要があります。ただし、

レート制限の autoが宛先ポートでイネー
ブルの場合に、宛先ポートがすでに他の

いずれかの SPANセッションで使用され
ている場合、autoモードをディセーブル
にするよう要求されます。

（注）

（任意）レート制限をイネーブルにします。no rate-limit {auto | rate-value}

例：
switch(config-monitor-local)#
no rate-limit auto

ステップ 4   

レート制限のautoは、複数のセッション
で SPAN宛先ポートを共有するため、
ディセーブルにする必要があります。

SPANセッションで共有宛先ポートを設
定すると、共有宛先ポートを削除するま

で、CLIは拒否されるようになります。

（注）

仮想 SPAN セッションの設定
仮想 SPANセッションを設定すると、送信元ポート、VLAN、および RSPANVLANからローカル
デバイス上の宛先ポートへのパケットをコピーできます。デフォルトでは、SPANセッションは
シャットステートで作成されます。

送信元には、ポート、VLANまたは RSPAN VLANを指定できます。

はじめる前に

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

トランクモードで宛先ポートが設定されています。詳細については、『Cisco

Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

switchport monitorコマンドを使用して、SPANセッションをモニタする宛先ポートが設定されて
います。
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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   

指定した SPANセッションのコンフィギュレー
ションを消去します。新しいセッションコンフィ

no monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# no monitor
session 3

ステップ 2   

ギュレーションは、既存のセッションコンフィ

ギュレーションに追加されます。

モニタコンフィギュレーションモードを開始し

ます。新しいセッションコンフィギュレーショ

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 3   

ンは、既存のセッションコンフィギュレーショ

ンに追加されます。デフォルトでは、セッション

が shutステートで作成されます。このセッショ

例：
switch(config)# monitor session
3 tx
switch(config-monitor)#

ンは、ローカルSPANセッションです。オプショ
ンの shutキーワードは、選択したセッションに
対して shutステートを指定します。

例：
switch(config)# monitor session
3 shut
switch(config-monitor)#

送信元およびパケットをコピーするトラフィック

の方向を設定します。イーサネットポート範囲、

source {interfacetype | vlan {number
| range}} [rx | tx | both]

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 2/1-3,
ethernet 3/1 rx

ステップ 4   

ポートチャネル、帯域内インターフェイス、ま

たは VLAN範囲を入力できます。

送信元は1つ設定することも、またはカンマで区
切った一連のエントリとして、または番号の範囲

例：
switch(config-monitor)# source
interface port-channel 2

として、複数設定することもできます。最大128
のインターフェイスを指定できます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出
力（tx）、または両方向（both）として指定でき
ます。デフォルトは bothです。

例：
switch(config-monitor)# source
interface sup-eth 0 both

送信元 VLANは、入力（rx）方向に限
りサポートされます。

（注）

単一方向のセッションには、送信元の方向はセッ

ションで指定された方向に一致する必要がありま

す。

例：
switch(config-monitor)# source
vlan 3, 6-8 rx

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 101/1/1-3
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目的コマンドまたはアクション

（任意）
—

ステップ 4を繰り返して、すべて
の仮想 SPAN VLAN送信元を設定
します。

ステップ 5   

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。

宛先は 1つ設定することも、またはカンマで区
destination interfacetype {number |
range}

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7

ステップ 6   

切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。最大128
のインターフェイスを指定できます。

SPAN宛先ポートは、アクセスポート
またはトランクポートのどちらかにす

る必要があります。

（注）

（任意）
—

ステップ12を繰り返して、すべて
の送信元VLANのフィルタリング
を設定します。

ステップ 7   

SPANセッションをイネーブルにします。デフォ
ルトでは、セッションはシャットステートで作

成されます。

no shut

例：
switch(config-monitor)# no shut

ステップ 8   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number | rangesession-range}
[brief]

ステップ 9   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲

で、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 ethernetslot/port [port]

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/5 switch(config-if)#

ステッ

プ 10   

（任意） インターフェイスで許可するVLANの
範囲を設定します。既存の VLANに対して追加

switchport trunk allowed vlan {all |
session-number | rangesession-range}
[brief]

ステッ

プ 11   
または削除する、指定した以外のすべてのVLAN

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

を選択する、すべての VLANを選択する、また
はすべての VLANを選択しないでおくことがで
きます。デフォルトでは、インターフェイス上で

すべての VLANが許可されます。
VLANは1つ設定することも、またはカンマで区
切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。VLANの
範囲は 1～ 3967です。
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目的コマンドまたはアクション

4048～ 4093のVLANの範囲は、6.1以前のCisco
NX-OSリリースでもサポートされます。

（任意）ステップ 10および 11を
繰り返して、各宛先ポートで許可

する VLANを設定します。

ステッ

プ 12   

（任意）選択したスロットおよびポートまたは

ポート範囲に対応するインターフェイストラン

キング設定を表示します。

（任意）show interface ethernet

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/5 switch(config-if)#

ステッ

プ 13   

（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 14   

RSPAN VLAN の設定
リモート SPAN（RSPAN）VLANを SPANセッション送信元として指定できます。

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定したVLANのVLANコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vlanvlan

例：
switch(config)# vlan 901
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

VLANをRSPANVLANとして設定します。remote-span

例：
switch(config-vlan)# remote-span

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

VLANコンフィギュレーションモードを終
了します。

exit

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）VLANコンフィギュレーションを
表示します。RSPAN VLANが一覧表示さ
れます。

（任意）show vlan

例：
switch(config)# show vlan

ステップ 5   

（任意）

（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   

SPAN セッションのシャットダウンまたは再開
SPANセッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断するこ
とができます。1セッションをシャットダウンしてハードウェアリソースを解放し、別のセッ
ションをイネーブルにできます。デフォルトでは、SPANセッションはシャットステートで作成
されます。

SPANセッションを再開（イネーブルに）すると、送信元から宛先へのパケットのコピーを再開
できます。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの SPANセッションをイネーブル
にするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要

があります。

SPANセッションのシャットステートおよびイネーブルステートは、グローバルまたはモニタコ
ンフィギュレーションモードのどちらのコマンドでも設定できます。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
348

SPAN の設定
SPAN セッションのシャットダウンまたは再開



目的コマンドまたはアクション

指定の SPANセッションをシャットダウンします。
デフォルトでは、セッションはシャットステートで

作成されます。

[no] monitor session
{session-range | all} shut

例：
switch(config)# monitor
session 3 shut

ステップ 2   

コマンドの no形式は、指定された SPANセッション
を再開（イネーブルに）します。デフォルトでは、

セッションはシャットステートで作成されます。

モニタセッションがイネーブルで動作状況

がダウンの場合、セッションをイネーブル

にするには、最初にmonitor session shutコ
マンドを指定してから、no monitor session
shutコマンドを続ける必要があります。

（注）

モニタコンフィギュレーションモードを開始しま

す。新しいセッションコンフィギュレーションは、

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステップ 3   

既存のセッションコンフィギュレーションに追加さ

れます。

SPANセッションをシャットダウンします。デフォル
トでは、セッションはシャットステートで作成され

ます。

[no] shut

例：
switch(config-monitor)# shut

ステップ 4   

コマンドの no形式は SPANセッションをイネーブル
にします。デフォルトでは、セッションはシャット

ステートで作成されます。

（任意）

SPANセッションのステータスを表示します。
show monitor

例：
switch(config-monitor)# show
monitor

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   

SPAN セッションごとの MTU の切り捨ての設定
SPANトラフィック帯域幅を減らすには、SPANセッションの各複製パケットで許可される最大バ
イト数を設定できます。この値は、最大伝送単位（MTU）の切り捨てサイズと呼ばれます。設定
されたサイズよりも大きい SPANパケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。
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F1シリーズモジュール上の同じ SPANセッションに対してMTU切り捨ておよび SPANレー
ト制限をイネーブルにすることはできません。1セッションで両方を設定した場合、レート制
限の設定をディセーブルにするまで、レート制限だけが F1シリーズモジュールで許可され、
MTU切り捨てがディセーブルになります。この制限は、F2およびM2シリーズモジュールま
たはスーパーバイザ 2には適用されません。

（注）

MTUの切り捨てと SPANサンプリングは同時にイネーブルにでき、互いに優先順位はありま
せん。これは、送信元パケットのさまざまな側面（サイズ対パケット数）に適用されるためで

す。

（注）

はじめる前に

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

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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始

し、MTU切り捨てサイズが設定された SPAN
セッションを指定します。

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

指定した SPANセッションのパケットのMTU
切り捨てサイズを設定します。指定できる範囲

は 64～ 1500バイトです。

[no] mtumtu

例：
switch(config-monitor)# mtu 64

ステップ 3   

（オプション）MTU切り捨ての設定ステータ
ス、セッションごとに各パケットで許可される

showmonitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 4   

最大バイト数、MTU切り捨てがサポートされ
るモジュールとサポートされないモジュールを

含む、SPANセッションのステータスを表示し
ます。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   
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各 SPAN セッションのソースレート制限の設定
SPANセッションが高トラフィック環境の送信元として複数のインターフェイスまたは VLANに
設定されている場合、宛先ポートが過負荷状態になり、送信元ポートの通常のデータトラフィッ

クの障害となる可能性があります。この問題、また送信元転送インスタンスでのトラフィック過

負荷は、各 SPANセッションに送信元レート制限を設定することで軽減できます。

F1シリーズモジュール上の同じ SPANセッションに対してMTU切り捨ておよび SPANレー
ト制限をイネーブルにすることはできません。1セッションで両方を設定した場合、レート制
限の設定をディセーブルにするまで、レート制限だけが F1シリーズモジュールで許可され、
MTU切り捨てがディセーブルになります。この制限は、F2およびM2シリーズモジュールま
たはスーパーバイザ 2には適用されません。

（注）

SPANサンプリングは SPAN送信元レート制限に優先されます。レート制限は、サンプリング
が SPANソースパケットで完了した後に発生します。

（注）

はじめる前に

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

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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、送信元

レート制限が設定されたSPANセッションを指定します。
monitor
sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

自動または手動での指定された SPANセッションの SPAN
パケットの送信元レート制限を設定します。

[no] rate-limit {auto |
rate-limit}

例：
switch(config-monitor)#
rate-limit auto

ステッ

プ 3   

•自動モード：次のように、自動的にギガバイト単位
でレート制限を計算します：宛先帯域幅/合計送信元
帯域幅。たとえば、ギガバイトごとのレート制限が

0.5の場合、各送信元トラフィックについて、パケッ
トの 0.5 Gのみスパンされます。

入力トラフィックの場合、送信元が可能な最大帯域

幅でスパンされるように、ギガバイトごとの制限が、

SPAN送信元として使用されるポートの数に基づい
て Fシリーズモジュールの各転送エンジンに適用さ
れます。出力トラフィックの場合、ギガバイトごと

の制限が、SPAN送信元として使用されるポートの
数に関係なく Fシリーズモジュールの各転送エンジ
ンに適用されます。

•手動モード：モジュールの各転送エンジンから送信
できる SPANパケットの最大レートのパーセンテー
ジを指定します。範囲は 1～ 100です。たとえば、
レート制限が 10パーセントの場合、Fシリーズモ
ジュールの各転送エンジンから送信できる SPANパ
ケットの最大レートは 1G（10Gラインレートの 10
パーセント）です。

（任意）レート制限の設定ステータスを含む SPANセッ
ションのステータス、セッションごとに許可される最大

show monitor
sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステッ

プ 4   
SPANレートの割合、およびレート制限がサポートされる
またはサポートされないモジュールを表示します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステッ

プ 5   
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各 SPAN セッションのサンプリングの設定
CiscoNX-OSRelease 6.1以降では、SPANトラフィック帯域幅を削減し、ピアツーピアトラフィッ
クをモニタするために、スパンされたトラフィックに対してサンプリング範囲を設定できます。

パケット範囲ベースのサンプリングが SPAN送信元パケットの正確な値を提供するために使用さ
れます。

サンプリングとMTUの切り捨ては同時にイネーブルにでき、互いに優先順位はありません。
これは、送信元パケットのさまざまな側面（パケット数対サイズ）に適用されるためです。た

だし、サンプリングはSPAN送信元レート制限に優先されます。レート制限は、サンプリング
が SPANソースパケットで完了した後に発生します。

（注）

はじめる前に

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

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   

monitor sessionsession-numberステップ 2   

例：
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)#

SPAN送信元パケットのサンプリングの範囲
を設定します。サンプリング値は、xパケッ

monitor sessionsession-number [rt|tx]
[shut]

例：
switch(config-monitor)# sampling
100

ステップ 3   

トから 1つのパケットがスパンされる範囲で
す。xは 2から 1023です。この例では、100
パケットごとに 1つのパケットがスパンされ
ます。

（任意）

SPANサンプリングのステータス、サンプリ
ング値、およびサンプリングがサポートされ

show monitor session {all |
session-number | rangesession-range}
[brief]

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

ステップ 4   

るまたはサポートされないモジュールを含

む、SPANセッションのステータスを表示し
ます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

複雑ルールベース SPAN

はじめる前に

複数のフィルタおよび製品テーブルリソースによって複雑なフィルタルールを作成できます。本

リリースでは、いくつかのキーワード、Match、Permit、Denyおよび Filter-listが導入されまし
た。Matchキーワードにより、ユーザは、フィールドや値セットで照合を行うことができます。
フィルタ名の前に Permitキーワードを入れると、すべてのフィルタが一致した場合に、SPANコ
ピーが生成されます。フィルタ名の前にDenyキーワードを入れると、すべてのフィルタが一致し
なかった場合に、SPANコピーが生成されます。Filter-listは、permitおよび denyキーワードによ
り定義されるルールをすべて指定するキーワードです。

各フィルタリストに複数の permit-denyルールを含めることができます。（注）

フィルタの作成

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

モニタフィルタコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

monitorfilterfilter-name

例：
switch(config)# monitor filter
test-filter
switch(config-monitor-filter)#

ステップ 2   

文字列の長さが 32文字を超え
ることはできません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

モニタフィルタコンフィギュレーショ

ンモードでパケット内の特定のフィール

ドを照合します。

match[eth-typeeth-type |
src-macmac-addressmac-mask |
dest-macmac-addressmac-mask | frame-type
[arp| eth | fcoe |ipv4 |ipv6]

ステップ 3   

同じ行、複数の行で指定した

一致基準による結果は同じで

す。

（注）

例：
switch(config-monitor-filter)# match
eth-type 0x0800
switch(config-monitor-filter)# match
src-mac 40:55:39:0c:98:c1
ff:ff:ff:ff:ff:00 dest-mac
40:55:39:0c:98:c1 ff:ff:ff:ff:ff:00

フィルタリストの作成

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

モニタフィルタコンフィギュレーションモード

を開始します。

monitorfilter-listfilter-list-name

例：
switch(config)# monitor filter-list
sample-filter-list

ステッ

プ 2   

文字列の長さが 32文字を超えること
はできません。

（注）

switch(config-monitor-filter-list)#

フィルタリストでフィルタを許可および/または
拒否するには、このコマンドを使用します。

permitfilterfilter-names
denyfilterfilter-names

例：
switch(config-monitor-filter-list)#
permit filter test-filter deny

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（注） •コマンド permit filterfilter-names
denyfilterfilter-namesが同じ行で指
定されている場合、ルールはすべ

ての permitおよび deny基準を照
合し、その場合、permitフィルタ
Xと denyフィルタ Yにあるフィ
ルタ xおよびフィルタ yに一致す
るパケットが SPAN-の対象となり
ます（AND条件）。

•コマンド permit filterfilter-names
denyfilterfilter-namesが別々の行で
指定されている場合、ルールは

permitまたは deny基準のいずれか
を照合し、その場合、permitフィ
ルタ Xと denyフィルタ Yにある
フィルタ xまたはフィルタ yに一
致するパケットが SPAN-の対象と
なります（OR条件）。

filter test-filter1
switch(config-monitor-filter-list)#

switch(config-monitor-filter-list)#
permit filter test-filter2
switch(config-monitor-filter-list)#

switch(config-monitor-filter-list)#
deny filter test-filter3
switch(config-monitor-filter-list)#

モニタリングセッションへのフィルタリストの関連付け

はじめる前に

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

SPANセッションに複雑なフィルタをアタッチする必要がある場合は、SPANセッションにす
でにアタッチされたフィルタがないことを確認します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure 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

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

SPANセッションを指定します。オプションのキー
ワードは次のとおりです。

monitor sessionsession-number
[rt|tx]

例：
switch(config)# monitor
session 3 rx

ステップ 2   

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。switch(config-monitor)#
filter filter-list
sample-filter-list

（注） • Nexus7000シリーズスイッチのSPAN
セッションにフィルタリストをア

タッチする場合、SPANセッション内
で mode extendedコマンドを指定す
る必要があります。

•フィルタの方向は、SPANセッション
方向から取得されます。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：
switch(config-monitor)# exit

ステップ 3   

ルールがイネーブルなセッションの設定

ローカル/単一方向 ERSPAN送信元/双方向セッションを作成するには、次を設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ローカル SPAN/ERSPANセッションを設定す
るためのモニタコンフィギュレーションモー

monitor sessionsession-number [rt|tx]
[shut]

例：
switch(config)# monitor session
3 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

ドを開始します。オプションのキーワードは次

のとおりです。

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定し
ます。

• tx：出力拡張SPANセッションを指定しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

• shut：選択したセッションに対して shut状
態を指定します。

（任意）モードを、双方向セッションの拡張

モードに変更します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステップ 3   

セッションにルールベースのフィルタを関連

付けます。

filter frame-typesource-ip src-ip

例：
switch(config-monitor)# filter
frame-type ipv4 src-ip
10.1.1.3/32 cos 3

ステップ 4   

送信元ポートと宛先ポートを関連付けます。source interface ethernet x/y

例：
switch(conf-monitor)# source
interface Ethernet 4/7

ステップ 5   

switch(conf-monitor)# destination
interface Ethernet 4/7

セッションを表示します。no shut

例：
switch(config-monitor)# no shut

ステップ 6   

フィルタコマンドを個別の行に分割

して、セッションモードで設定する

ことができます。セッションで指定

されたすべてのフィルタは、AND
ルールで制御されます。

（注）

SPAN セッションのマルチキャストベストエフォートモードの設定
任意の SPANセッションのマルチキャストベストエフォートモードを設定できます。デフォル
トでは、SPANレプリケーションが入力および出力モジュールの両方で実行されます。マルチキャ
ストのベストエフォートモードをイネーブルにすると、SPANレプリケーションは、マルチキャ
ストトラフィックの入力モジュールか、レイヤ 3インターフェイスから出て行くパケットの出力
モジュールのみで行われます（つまり、出力モジュールでは、レイヤ 2インターフェイスから出
て行くパケットは、SPAN用にレプリケートされません）。
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レイヤ 3マルチキャストトラフィックでは、SPANレプリケーションが出力モジュールで発生
します。トラフィックが複数の出力モジュールにマルチキャストされる場合、各パケットに対

して複数の SPANコピーをキャプチャできます（つまり、各出力モジュールから 1つのコ
ピー）。

（注）

はじめる前に

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

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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始

し、送信元レート制限が設定されたSPANセッ
ションを指定します。

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

指定された SPANセッションのマルチキャス
トベストエフォートモードを設定します。

[no] multicast best-effort

例：
switch(config-monitor)# multicast
best-effort

ステップ 3   

（任意）レート制限の設定ステータスを含む

SPANセッションのステータス、セッション
show monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 4   

ごとに許可される最大 SPANレートの割合、
およびレート制限がサポートされるまたはサ

ポートされないモジュールを表示します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
359

SPAN の設定
SPAN セッションのマルチキャストベストエフォートモードの設定



ルールベース SPAN の設定
一連のルールに基づいて入力または出力 SPANトラフィックにフィルタを設定できます。単純な
フィルタには 1つのみのルールがあり、このルールに複数のフィールドまたは組み合わせを追加
できます。パケットは、すべての条件が満たされた場合にのみスパンされます。

はじめる前に

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

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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始します。

新しいセッションコンフィギュレーションは、既存の

monitor sessionsession-number
[shut]

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステッ

プ 2   
セッションコンフィギュレーションに追加されます。デ

フォルトでは、セッションが shutステートで作成されま
す。このセッションは、ローカル SPANセッションで
す。オプションのキーワードは次のとおりです。

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を指定
します。

（任意）SPANセッションを拡張双方向セッションとし
て設定します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステッ

プ 3   

SPANセッションのフィルタを設定します。セッション
からフィルタを削除するには、このコマンドの no形式

[no] filter[vlan-range] [bpdu
[true | false]] [coscos-value]
[dest-macdest-mac] [eth-type

ステッ

プ 4   
を入力します。オプションのキーワードは次のとおりで

す。
eth-value] [flow-hashflow-value]
[frame-type [eth | arp | fcoe |
ipv4 | ipv6]] • vlan：VLANの範囲に基づいてフィルタを指定しま

す。[pc-laneport-number]
[src_macmac-address]
[trace-route [true | false]]

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
360

SPAN の設定
ルールベース SPAN の設定



目的コマンドまたはアクション

• bpdu：パケットのブリッジプロトコルデータユ
ニット（BPDU）クラスに基づいてフィルタを指定
します。

例：
switch(config-monitor)#
filter vlan 10,20
switch(config-monitor)#
filter frame-type
arp trace-route true
switch(config-monitor)#
filter bpdu false

• cos：サービスクラス（CoS）に基づいて dotlqヘッ
ダーにフィルタを指定します。

• dest-mac：宛先MACアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• eth-type：イーサネットタイプに基づいてフィルタ
を指定します。

• flow-hash：Result Bundle Hash（RBH）値に基づい
てフィルタを指定します。

• frame-type：フレームタイプに基づいてフィルタを
指定します。

• pc-lane：ポートチャネルメンバーに基づいてフィ
ルタを指定します。

• src-mac：送信元MACアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

• trace-route：ヘッダーのルートビットに基づいて
フィルタを指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションのイーサネットフレームタ
イプのフィルタを設定します。セッションからフィルタ

を削除するには、このコマンドのno形式を入力します。

[no]filter frame-type eth

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
eth

ステッ

プ 5   

（任意）

（任意）SPANセッションのARPフレームタイプのフィ
ルタを設定します。セッションからフィルタを削除する

[no]filter frame-type arp
[[arp-rarp [arp | rarp]]
[req-resp [req |rsp]] [sender-ip
ip-address]
[target-ipip-address]]

ステッ

プ 6   

には、このコマンドの no形式を入力します。オプショ
ンのキーワードは次のとおりです。

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
arp arp-rarp arp

• arp-rarp：ARPまたはRARPフレームタイプのフィ
ルタを指定します。

• req-resp：要求または応答に基づいてフィルタを指
定します。

• sender-ip：送信者の IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

• target-ip：受信者の IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションの FCoEフレームタイプの
フィルタを設定します。セッションからフィルタを削除

[no]filter frame-type fcoe fcoe
[[fc-sidFC-source-ID]
[fc-didFC-dest-ID]
[fcoe-typefcoe-value]

ステッ

プ 7   

するには、このコマンドの no形式を入力します。オプ
ションのキーワードは次のとおりです。

[r-ctlr-ctl-value] [sofsof-value]
[cmd-codecmd-value]]

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
fcoe

• fc-sid：FC送信元 IDに基づいてフィルタを指定し
ます。

• fc-did：FC宛先 IDに基づいてフィルタを指定しま
す。

• fcoe-type：FCoEタイプに基づいてフィルタを指定
します。

• r-ctl：ルーティング制御フラグ（RCTL）値に基づ
いてフィルタを指定します。

• sof：フレーム開始（SOF）パケットに基づいてフィ
ルタを指定します。

• cmd-code：コマンドコードに基づいてフィルタを
指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションの IPv4フレームタイプのフィ
ルタを設定します。セッションからフィルタを削除する

[no]filter frame-type ipv4
[[src-ipsrc-ip] [dest-ipdest-ip]
[tos tos-value]
[l4-protocoll4-value]]

ステッ

プ 8   

には、このコマンドの no形式を入力します。オプショ
ンのキーワードは次のとおりです。

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
ipv4 l4-protocol 3

• src-ip：IPv4送信元 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• dest-ip：IPv4宛先 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• tos：IPヘッダーのタイプオブサービス（TOS）に
基づいてフィルタを指定します。

• l4-protocol：IPヘッダーのプロトコルフィールドに
設定されたレイヤ4プロトコル数に基づいてフィル
タを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

（任意）SPANセッションの IPv6フレームタイプのフィ
ルタを設定します。セッションからフィルタを削除する

[no]filter frame-type ipv6
[[src-ipsrc-ip] [dest-ipdest-ip]
[tos tos-value]
[l4-protocoll4-value]]

ステッ

プ 9   

には、このコマンドの no形式を入力します。オプショ
ンのキーワードは次のとおりです。

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
ipv6 src-ip 10.0.0.1

• src-ip：IPv6送信元 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• dest-ip：IPv4宛先 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• tos：IPヘッダーのタイプオブサービス（TOS）に
基づいてフィルタを指定します。

• l4-protocol：IPヘッダーのプロトコルフィールドに
設定されたレイヤ4プロトコル数に基づいてフィル
タを指定します。

（任意）ステップ 4から 9を
セッションのすべてのフィル

タに対して繰り返します。

ステッ

プ 10   

（任意）送信元およびパケットをコピーするトラフィッ

クの方向を設定します。イーサネットポートの範囲、

source {interface type | vlan
{number | range}} [rx | tx |
both]

ステッ

プ 11   
ポートチャネル、帯域内インターフェイス、VLANの範

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

囲、Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderインターフェ
イス、またはCisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderに接
続されたファブリックポートチャネルを入力できます。

送信元は1つ設定することも、またはカンマで区切った
一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数

設定することもできます。

最大 128のインターフェイスを指定できます。VLANの
範囲は 1～ 3967です。4048～ 4093のVLANの範囲は、
6.1以前のCiscoNX-OSリリースでもサポートされます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出力
（tx）、または両方向（both）として指定できます。デ
フォルトは bothです。

単一方向のセッションには、送信元の方向はセッション

で指定された方向に一致する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛先は

1つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエ
destination interfacetype
{number | range}

例：
switch(config-monitor)#
destination

ステッ

プ 12   
ントリとして、または番号の範囲として、複数設定する

こともできます。最大128のインターフェイスを指定で
きます。

interface ethernet 2/5,
ethernet 3/7 SPAN宛先ポートは、アクセスポートまたは

トランクポートのどちらかにする必要があり

ます。

（注）

Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderイン
ターフェイスおよび FEXに接続されたファブ
リックポートチャネルは、SPAN宛先として
設定できません。

（注）

SPANセッションをイネーブルにします。デフォルトで
は、セッションはシャットステートで作成されます。

no shut

例：
switch(config-monitor)# no
shut

ステッ

プ 13   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number |
rangesession-range} [brief]

ステッ

プ 14   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 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。

copy running-config
startup-config

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

ステッ

プ 15   

例外 SPAN の設定
例外パケットをスパンするようにデバイスを設定できます。

はじめる前に

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

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

SPANセッションを指定します。オプションのキー
ワードは次のとおりです。

monitor sessionsession-number
[rx|tx| both]

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

• rx：入力拡張SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を
指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションを、コマンドの拡張双方
向セッション形式で設定します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステップ 3   

（任意）

送信元を例外の SPANセッションとして設定しま
す。以下の例外タイプがサポートされます。

[source
exception{layer3|fabricpath|other
| all}

例：
switch(config-monitor)# filter
frame-type eth

ステップ 4   

• layer3：レイヤ 3例外タイプを指定します。

• fabricpath：FabricPath例外タイプを指定しま
す。

• other：ドロップ宛先インターフェイスが組み
込まれているリダイレクト登録を通してドロッ

プされたその他の例外を指定します。

• all：レイヤ 3、FabricPathおよびその他のすべ
ての例外が含まれます。

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛

先は 1つ設定することも、またはカンマで区切った
destination interfacetype [ number
|range}

例：
switch(config-monitor)#
destination

ステップ 5   

一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。最大 128のインター
フェイスを指定できます。

interface ethernet 2/5,
ethernet 3/7 SPAN宛先ポートは、アクセスポートま

たはトランクポートのどちらかにする必

要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender
インターフェイスおよび FEXに接続され
たファブリックポートチャネルは、SPAN
宛先として設定できません。

（注）

SPANセッションをイネーブルにします。デフォル
トでは、セッションはシャットステートで作成され

ます。

no shut

例：
switch(config)# no shut

ステップ 6   

（任意）レート制限の設定ステータスを含む SPAN
セッションのステータス、セッションごとに許可さ

show monitor
sessionsession-number

例：
switch(config)# show monitor
session 3

ステップ 7   

れる最大 SPANレートの割合、およびレート制限が
サポートされるまたはサポートされないモジュール

を表示します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 8   

FabricPath および VNTAG ヘッダーの削除
FabricPathやVNTAGヘッダーを認識しない SPAN宛先ポートに接続されたデバイスを使用してい
る場合には、これらのヘッダーをパケットから除去したい場合があります。

グローバルまたはポートレベルで、これを行うことができます。VDC内のすべての SPAN宛先
ポートへのヘッダーを削除するには、グローバルコマンドを適用します。特定のポートにのみコ

マンドを適用するには、ポートレベルのコマンドを使用します。ポートが SPAN宛先ポートでな
い場合、コマンドは拒否されます。

この機能のグローバル設定とポートレベル設定の両方を入力した場合、ポートレベル設定がグ

ローバル設定を上書きします。

ポートレベルコマンドはグローバルコマンドを上書きします。したがって、グローバル設定

でヘッダーを除去するようデバイスを設定し、その後、ポートレベルコマンドの no形式を発
行して、指定したポートでヘッダーを除去しないよう設定できます。

（注）
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グローバルなヘッダーの削除

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

VDC内のすべての SPAN宛先ポートの FabricPath
および VNTAGヘッダーを削除します。

switch(config)# system default
switchport monitor exclude
header

ステップ 2   

SPAN宛先ポートでパケットのヘッダーを保持す
るには、このコマンドの no形式を使用します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 3   

ポートごとのヘッダーの削除

はじめる前に

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

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

インターフェイスモードを開始して、FabricPath
および VNTAGヘッダーを削除する 1つまたは複
数のポートを指定します。

switch(config)# interfacetype
{module | port}

ステップ 2   

（任意）

VDC内の指定の SPAN宛先ポートの FabricPathお
よび VNTAGヘッダーを削除します。

switch(config)# [no]switchport
monitor exclude header

ステップ 3   

SPAN宛先ポートでパケットのヘッダーを保持す
るには、このコマンドの no形式を使用します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
367

SPAN の設定
FabricPath および VNTAG ヘッダーの削除



目的コマンドまたはアクション

（任意）

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

switch(config)# exitステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

SPAN の設定確認
SPANの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

SPANセッションの設定を表示します。show monitor session {all | session-number |
rangesession-range} [brief]

従来のセッションで使用可能なリソースを表示

します。

show resource monitor-session

拡張セッションで使用可能なリソースを表示し

ます。

show resource monitor-session-extended

SPANの FabricPathおよび VNTAGヘッダーを
削除するコマンドの設定を表示します。

show running-config

SPAN のコンフィギュレーション例

SPAN セッションのコンフィギュレーション例
SPANセッションを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 アクセスモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブルにします。
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例：
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 2 SPANセッションを設定します。

例：
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 2
switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 both
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config

拡張 SPAN モニタセッション内のすべての VLAN とポートをモニタす
る設定例

次に、拡張 SPANモニタセッションですべての VLANとポートをモニタする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config

次に、拡張 SPANモニタセッションで現在サポートされているVLAN送信元制限よりも多くの、
指定の VLAN送信元をモニタする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all
switch(config-monitor)# filter vlan 1-1000
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 4/1
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 2
switch(config)# copy running-config startup-config
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単一方向 SPAN セッションの設定例
単一方向 SPANセッションを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 アクセスモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブルにします。

例：
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 2 SPANセッションを設定します。

例：
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config

仮想 SPAN セッションの設定例

手順

ステップ 1 アクセスモードまたはトランクモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブル
にします。

例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100-200
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# switchport

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
370

SPAN の設定
単一方向 SPAN セッションの設定例



switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 201-300
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 2 SPANセッションを設定します。

例：

switch(config)# no monitor session 4
switch(config)# monitor session 4tx
switch(config-monitor)# source vlan 100-300
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 3/1-2
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit

switch(config)# show monitor session 4
switch(config)# copy running-config startup-config

プライベート VLAN 送信元の SPAN セッションの設定例
プライベート VLAN送信元が含まれる SPANセッションを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 送信元 VLANを設定します。

例：

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 100
switch(config-vlan)# private-vlan primary
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# interface ethernet 3/1

switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport access vlan 100
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 100
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)#

ステップ 2 アクセスモードまたはトランクモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブル
にします。

例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/3
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100-200
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switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# switchport access vlan 100
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)#

ステップ 3 SPANセッションを設定します。

例：

switch# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3
switch(config-if)# source vlan 100
switch(config-if)# destination interface ethernet 3/3
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config-if)# show monitor session 3
switch(config-if)# copy running-config startup-config

SPAN の MTU 切り捨ておよび SPAN サンプリングの設定例
次に、SPANセッションのMTU切り捨ておよび SPANサンプリングを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# mtu 100
switch(config-monitor)# sampling 10
switch(config-monitor)# show monitor session 3

ルールベース SPAN の設定例
次に、ルールベースの SPANセッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# filter frame-type ipv4 src-ip 10.1.1.1/24
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5, ethernet 3/7
switch(config-monitor)# no shut
switch(config)# show monitor session 3

例外 SPAN の設定例
次に、例外パケットをスパンするように SPANセッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# source exception all
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5, ethernet 3/7
switch(config-monitor)# no shut
switch(config)# show monitor session 3
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関連資料

表 33：関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Network Analysis Module (NAM) for Nexus
7000 Quick Start Guide』

『Cisco Network Analysis Module (NAM)』

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

VDC

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software
Configuration Guide』

ファブリックエクステンダ

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

SPANコマンド：コマンド構文の詳細、コマン
ドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用上

の注意事項、および例

SPAN の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 34：SPAN の機能の履歴

機能情報リリース機能名

M3シリーズモジュールのサポー
トが追加されました。

7.3(0)DX(1)SPAN

SPANセッションあたり 4Kの
VLANのサポートが追加されまし
た。

7.3(0)D1(1)SPAN

SPANパケットから FabricPathお
よびVLANタグヘッダーを削除す
るサポートが追加されました。

6.2(10)SPAN
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SPANデータソースに対するNAM
サポートが追加されました。

6.2(2)SPAN

F2eシリーズモジュールでのみ、
Tx方向の SPAN送信元としての
FEXポートのサポートが追加され
ました。

6.2(2)SPAN

拡張 SPANのサポートが追加され
ました。

6.2(2)SPAN

ルールベースの SPANのサポート
が追加されました。

6.2(2)SPAN

例外 SPANのサポートが追加され
ました。

6.2(2)SPAN

SPANサンプリングのサポートが
追加されました。

6.1(1)SPAN

帯域内インターフェイスが管理

VDC以外の任意の VDCから送信
元として追加可能になりました。

6.1(1)SPAN

スーパーバイザ 2のサポートが追
加されました。

6.1(1)SPAN

M2シリーズモジュールのサポー
トが追加されました。

6.1(1)SPAN

ストレージ VDCに対して F2シ
リーズモジュール上でFCoESPAN
サポートが追加されました。

6.1(1)SPAN

F2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

6.0(1)SPAN

Cisco Nexus 2000 Series Fabric
Extenderインターフェイスに対す
る SPAN送信元サポートが追加さ
れました。

5.2(1)SPAN
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各SPANセッションに対するMTU
切り捨て、送信元レート制限、お

よびマルチキャストベストエ

フォートを設定する機能が追加さ

れました。

5.2(1)SPAN

F1シリーズモジュールのサポート
が追加され、サポートされるSPAN
セッションが 18から 48に増加さ
れました。

5.1(1)SPAN

SPANセッションの上限の表が追
加されました。

4.1(3)SPAN
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第 18 章

ERSPAN の設定

この章は、カプセル化リモートスイッチドポートアナライザ（ERSPAN）を Cisco NX-OSデバ
イスの IPネットワークでミラーリングされたトラフィックを転送するように設定する方法につ
いて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 377 ページ

• ERSPANについて, 378 ページ

• ERSPANのライセンス要件, 383 ページ

• ERSPANの前提条件, 383 ページ

• ERSPANの注意事項および制約事項, 384 ページ

• デフォルト設定, 389 ページ

• ERSPANの設定, 389 ページ

• ERSPAN設定の確認, 410 ページ

• ERSPANの設定例, 410 ページ

• 関連資料, 413 ページ

• ERSPANの機能の履歴, 414 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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ERSPAN について
ERSPANは、IPネットワークでミラーリングされたトラフィックを転送して、ネットワーク内で
複数のスイッチのリモートモニタリングを提供します。トラフィックは、送信元ルータでカプセ

ル化され、ネットワーク間を転送されます。パケットは宛先ルータでカプセル化解除され、宛先

インターフェイスに送信されます。

ERSPAN タイプ
Cisco NX-OS Release 6.1以降のリリースは、ERSPANタイプ IIおよびタイプ IIIをサポートしま
す。以前のすべての Cisco NX-OSリリースでは ERSPANタイプ IIのみがサポートされました。

ERSPANタイプ IIIは ERSPANタイプ IIのすべての特徴と機能をサポートし、以下の拡張機能が
追加されています。

• ERSPANタイプ IIIヘッダーに、エッジ、集約、およびコアスイッチ間でパケット遅延を計
算するために使用できるタイムスタンプ情報を表示。

• ERSPANタイプ IIIヘッダーフィールドを使用して潜在的なトラフィックソースを識別。

•クロックマネージャが ERSPANタイマーを同期する方法を指定するためにすべての VDCに
わたってタイムスタンプ詳細を設定する機能を提供。

ERSPAN 送信元
トラフィックをモニタできるモニタ元インターフェイスのことを ERSPAN送信元と呼びます。送
信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックを

コピーするかどうかを指定します。ERSPAN送信元には次のものが含まれます。

•イーサネットポートおよびポートチャネル。

•コントロールプレーン CPUの帯域内インターフェイス：帯域内インターフェイスをモニタ
できるのは、デフォルト仮想デバイスコンテキスト（VDC）からに限定されます。すべての
VDCからの帯域内トラフィックがモニタされます。

• VLAN（入力のみ）：VLANが ERSPAN送信元として指定されている場合は、VLAN内でサ
ポートされているすべてのインターフェイスが ERSPAN送信元になります。

• Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender（FEX）に接続されたファブリックポートチャネル。

• Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender上のサテライトポートおよびホストインターフェイス
ポートチャネル：これらのインターフェイスは、レイヤ 2アクセスモード、レイヤ 2トラ
ンクモード、およびレイヤ 3モードでサポートされます。
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レイヤ 3サブインターフェイスはサポートされません。（注）

1つの ERSPANセッションに、上述の送信元を組み合わせて使用できます。（注）

サポートされる ERSPANセッション数に関する情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Verified Scalability Guide』を参照してください。

ERSPAN送信元ポートには、次の特性があります。

•送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。

• ERSPANは送信元に関係なく、スーパーバイザ 1によって生成されるパケットをモニタしま
せん。この制限はスーパーバイザ 2には適用されません。

ERSPAN 宛先
宛先ポートは ERSPAN送信元からコピーされたトラフィックを受信します。

ERSPAN宛先元ポートには、次の特性があります。

• ERSPANセッションの宛先には、アクセスモードまたはトランクモードのイーサネットポー
トまたはポートチャネルインターフェイスが含まれます。

•宛先ポートとして設定されたポートを送信元ポートとしても設定することはできません。

•宛先ポートは、一度に 1つの ERSPANセッションだけで設定できます。

•宛先ポートはスパニングツリーインスタンスまたはレイヤ 3プロトコルに参加しません。

•入力および入力学習オプションは、モニタ宛先ポートではサポートされていません。

• Fシリーズモジュールのコアポート、Fabric Extenderホストインターフェイス（HIF）ポー
ト、HIFポートチャネル、およびファブリックポートチャネルポートは ERSPAN宛先ポー
トとしてサポートされていません。

ERSPAN セッション
モニタする送信元と宛先を指定する ERSPANセッションを作成できます。
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次の図に、ERSPANの設定を示します。

図 6：ERSPAN の設定

拡張 ERSPAN セッション
Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降のリリースでは、前のリリースでサポートされた 2つの従来の
ERSPANセッションに加えて拡張 ERSPANセッションもサポートされます。拡張 ERSPANセッ
ションは双方向および単方向の両方が可能です。セッションの方向はセッション作成時に指定さ

れます。12の独立したセッションリソースのプールを使用できます。単方向セッションは 1つの
リソースを使用し、双方向セッションは 2つのリソースを使用します。これら 12のリソースがす
べての VDCにわたってローカルおよび ERSPAN送信元セッションで共有されます。

Cisco Nexus 7710スイッチまたは Cisco Nexus 7718スイッチで拡張 SPANセッションを設定してい
る場合、以下が適用されます。

• mode extendedコマンドを使用する必要はありません。すべてのセッションがデフォルトで
拡張されます。

•必要に応じて 16のセッションを単方向または双方向として設定できます。

• 2つの従来のセッションを維持する必要はありません。

•リソースマネージャを使用して 2つの従来のセッションを予約する必要はありません。

• ERSPAN ACLベースのフィルタリングはサポートされていません。

ERSPAN セッションあたり 4K の VLAN
Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降では、ERSPANセッションあたり 4Kの VLANがサポートさ
れます。source interface allコマンドを使用してスイッチでのモニタセッションをイネーブルにす
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ると、物理ポート、ポートチャネル、FEXポート、および FEXポートチャネルなど、VDC内の
すべての VLANとポートをモニタできます。さらに、ERSPANセッションあたり 4Kの VLAN機
能では、filter vlanコマンドと source interface allコマンドを使用して無関係の VLANをフィルタ
することにより、モニタセッションで現在サポートされているVLAN送信元制限よりも多くの、
指定の VLAN送信元をモニタできます。

ERSPANセッションあたり 4Kの VLAN機能には、次の特性があります。

• source interface allコマンドは、同じ VDC内の複数のセッションに使用できます。

• MTU切り捨て、サンプリング、レート制限など、すべてのセッションパラメータをサポー
トします。

• source interface allコマンドは、単純および複雑ルールベースの SPANをサポートします。
これにより、VDC全体で一連のフィルタルールを使用してトラフィックフローベースのモ
ニタリングをすることができます。

•スーパーバイザが生成するトラフィックはスパンされません。

• Cisco Nexus 7000シリーズスイッチのイーサネット VDCにおいてのみサポートされます。

•拡張 SPANセッションでのみサポートされます。

ルールベースの ERSPAN
ルールベースの ERSPANは、一連のルールに基づいて入力または出力 ERSPANトラフィックを
フィルタします。6.2(2)より前のCiscoNX-OSリリースでは、VLAN、宛先インデックス、および
送信元インデックスをフィルタできました。CiscoNX-OSRelease 6.2(2)以降では、レイヤ 2、レイ
ヤ3、またはレイヤ4ヘッダーパケットのフィールドの組み合わせに基づいてERSPANトラフィッ
クをフィルタできます。

すべての ERSPANセッション（従来および拡張）には関連するフィルタがあります。すべての
ERSPANセッションには 1つのフィルタリソースがあります。単純なフィルタには 1つのみの
ルールがあり、このルールに複数のフィールドまたは組み合わせを追加できます。パケットは、

すべての条件が満たされた場合にのみスパンされます。
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IPv6 SA

IPv6 DA
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フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA
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BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

例外 ERSPAN
例外 ERSPANを使用して、例外パケットをスパンできます。侵入検知システム（IDS）、レイヤ
3 IP識別、および FabricPathで失敗したパケットは例外パケットとして扱われます。

例外 ERSPANセッションは、2つの従来の ERSPANセッションのいずれかまたは拡張 ERSPAN
セッションのいずれかでサポートされます。レートリミッタ、MTUトランケーション、および
サンプリングは例外 ERSPANセッションでサポートされます。ドロップ宛先インターフェイスに
送信された例外パケットのみが ERSPAN送信元としてサポートされます。スーパーバイザ、
ACLQoS、またはレイヤ 2にプッシュされた例外パケットはスパンされません。各 VDCは、1つ
の例外 ERSPANセッションのみサポートします。

例外 ERSPANは出力方向でのみサポートされます。拡張 ERSPAN Rxセッションの場合、例外送
信元設定は拒否されます。
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Network Analysis Module; ネットワーク解析モジュール
CiscoNetworkAnalysisModule（NAM）を使用してERSPANデータソースをモニタし、アプリケー
ションパフォーマンス、トラフィック、およびパケットヘッダーを分析することもできます。

CiscoNexus7000NetFlowデータソースのモニタリングにNAMを使用する詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1) Quick Start Guide』を参照してください。

ハイアベイラビリティ

ERSPAN機能はステートレスおよびステートフルリスタートをサポートします。リブートまたは
スーパーバイザスイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。

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

仮想化のサポート

仮想デバイスコンテキスト（VDC）は、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。
ERSPANが適用されるのは、コマンドが入力された VDCだけです。

帯域内インターフェイスをモニタできるのは、デフォルトの VDCからだけです。すべての
VDCからの帯域内トラフィックがモニタされます。

（注）

VDCの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

ERSPAN 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

ERSPANにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機
能はnx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

ERSPAN の前提条件
ERSPANには、次の前提条件があります。
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•各デバイス上で、まず所定の ERSPAN設定をサポートするポートを設定する必要がありま
す。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照
してください。

ERSPAN の注意事項および制約事項
ERSPAN設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• ERSPANセッションの制限については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability
Guide』を参照してください。

•すべての ERSPANレプリケーションはハードウェアで行われます。スーパーバイザ CPUは
関与しません。

• Supervisor 2によって生成されるコントロールプレーントラフィックは ERSPANによるカプ
セル化が可能ですが、ERSPAN ACLによるフィルタはできません。

• Supervisor 1によって生成されるコントロールプレーンパケットは ERSPANによってカプセ
ル化することも ERSPAN ACLによってフィルタリングすることもできません。

• ERSPANおよび ERSPAN ACLは、F1シリーズモジュールではサポートされていません。F1
シリーズモジュールを持つ VDCのみに対して、ERSPAN送信元セッションと宛先セッショ
ンおよびERSPANACL送信元セッションを設定できますが、表示されることはありません。

• ERSPAN送信元セッションは、F2シリーズおよび F2e（拡張）シリーズモジュール上でサ
ポートされます。Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、ERPSPANの宛先セッションは、以
下のモジュールでもサポートされます。ただし、ERSPAN ACLセッションは F2シリーズお
よび F2eシリーズモジュールではサポートされません。

• ERSPAN送信元、宛先、および ACLセッションはMシリーズモジュールでサポートされま
す。

•総称ルーティングカプセル化（GRE）または F1シリーズモジュールで受信される ERSPAN
パケットのカプセル化解除はサポートされません。

• ERSPANと ERSPAN ACLセッションは、宛先ルータで同様に終了します。

• ERSPANは、管理ポートではサポートされません。

•宛先ポートは、一度に 1つの ERSPANセッションだけで設定できます。

•ポートをソースポートと宛先ポートの両方として設定することはできません。

• 1つの ERSPANセッションに、次の送信元を組み合わせて使用できます。

◦イーサネットポートまたはポートチャネル（サブインターフェイスを除く）。

◦ VLAN（入力のみ）

◦コントロールプレーンCPUへのインバンドインターフェイスまたはポートチャネル。
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ERSPANは送信元に関係なく、スーパーバイザによって生成されるパケット
をモニタしません。

（注）

•宛先ポートはスパニングツリーインスタンスまたはレイヤ 3プロトコルに参加しません。

• ERSPANセッションに、送信方向または送信および受信方向でモニタされている送信元ポー
トまたはVLAN送信元が含まれている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信さ
れなくても、これらのポートが受け取るパケットがERSPANの宛先ポートに複製される可能
性があります。ソースポート上でのこの動作の例を、次に示します。

◦フラッディングから発生するトラフィック

◦ブロードキャストおよびマルチキャストトラフィック

•送信元ポートで ERSPANをイネーブルにしてから、動作上アクティブになることができま
す。レイヤ 2ポートの場合、これらのポートが含まれるVLANにフラッディングされるトラ
フィックは、リンクがポートに接続されていない場合でもキャプチャされます。

•入力と出力の両方が設定されているVLANERSPANセッションでは、パケットが同じVLAN
上でスイッチングされる場合に、宛先ポートから 2つのパケット（入力側から 1つ、出力側
から 1つ）が転送されます。

•帯域内インターフェイスをモニタできるのは、デフォルトの VDCからだけです。すべての
VDCからの帯域内トラフィックがモニタされます。

• FabricPathコアポートは、F2シリーズまたは F2eシリーズモジュールが VDCに存在する場
合は ERSPAN宛先としてサポートされません。ただし、FabricPathコアポートは、ERSPAN
送信元インターフェイスとして設定できます。

• F2シリーズまたは F2eシリーズモジュールで ERSPANセッションを使用する場合、特定の
セッション内の送信元トラフィックの合計量が SPAN宛先インターフェイスまたはそのセッ
ションのポートチャネルの容量以下であることを確認してください。ERSPAN送信元トラ
フィックが ERSPAN宛先の容量を超えると、ERSPAN送信元インターフェイスでパケット
ドロップが発生する場合があります。

• Cisco NX-OS Release 5.2以降では、Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderに接続されている
Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender（FEX）インターフェイスおよびファブリックポート
チャネルをERSPAN送信元として設定できます。ただし、ERSPAN宛先としては設定できま
せん。
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Fabric Extenderインターフェイスおよびファブリックポートチャネル上の
ERSPANはM1シリーズおよびM2シリーズモジュールでサポートされます。
ERSPANは、Fabric Extender上ではなく、Cisco Nexus 7000シリーズデバイス
上で動作します。F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールは FEXをサポー
トしますが、FEX ERSPANをサポートしません。したがって、F2シリーズお
よび F2eシリーズモジュールに接続される FEXインターフェイスは ERSPAN
送信元にすることはできません。

（注）

• F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールのファブリックポートチャネルをスパンするこ
とができます。

• FEXインターフェイスを含む VLANを ERSPAN送信元にすることができますが、F2シリー
ズまたは F2eシリーズモジュールベースの FEXポートを介した入力トラフィックはキャプ
チャできません。

•レイヤ 3マルチキャスト出力パケットは F2シリーズまたは F2eシリーズモジュール上でス
パンすることはできません。

• ERSPANはレイヤ 2アクセスモード、レイヤ 2トランクモード、およびレイヤ 3モードの
Fabric Extenderインターフェイスでサポートされます。レイヤ 3サブインターフェイスはサ
ポートされません。

• ERSPANセッションの場合、パケットがカプセル化された後にMTU切り捨てが発生するた
め、推奨MTUサイズは 144バイト以上です。

• ERSPANセッションのレート制限の割合は、それぞれのモジュールに対して 10G、40G、お
よび 100Gに基づいており（つまり、1パーセントはそれぞれ 0.1G、0.4Gまたは 1Gに対
応）、各転送エンジンインスタンスに値が適用されます。

• MTUの切り捨ておよび ERSPANの送信元レート制限は、F2シリーズ、F2eシリーズ、およ
びM2シリーズモジュールおよびスーパーバイザ 2のみでサポートされます。M1シリーズ
モジュールではサポートされていません。

• F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールの場合、スパンされた FabricPath（コア）パケッ
トは ERSPAN宛先に 16バイトのコアヘッダーを持ち、ファブリックポートチャネルを通
してスパンされる入力 FEXパケットには ERSPAN宛先に 6バイトの Vntagヘッダーがあり
ます。また、トランクポートが ERSPAN宛先として使用される場合、スパンされるパケッ
トに 4バイトの VLANタグがあります。

• F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールの場合、レイヤ 2ポート（エッジツーエッジト
ラフィックを含む）上に送信されるすべてのトラフィックの出力 ERSPANパケットには
ERSPAN宛先で 16バイトのMAC-in-MACヘッダーが含まれます。

• ERSPANヘッダーで IP TTLを設定する際、

◦ Mシリーズ LCでは、ERSPANのカプセル化/カプセル化解除の後、パケットは EARL
に送信されて再循環し、したがって、TTLは EARLによってデクリメントされます。
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◦ F2/F2eには再循環のオーバーヘッドがなく、そのため、TTLデクリメントの実際の動作
との間にずれが生じます。

◦ F1シリーズは、ERSPANをサポートしません。

• M2シリーズモジュールのMTU切り捨てでは、切り捨てられた ERSPANパケットの長さは
最も近い 16バイトの乗数に丸められます。たとえば、65から 79のMTUの設定値では、パ
ケットは 64バイトに丸められます。

• F2シリーズモジュール、F2eシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスー
パーバイザ 2の特定のレート制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部ア
カウンティングおよび内部ヘッダーのため、ERSPANパケットレートは設定された値より少
なくなります。

• ERSPANサンプリングは、F2シリーズモジュールおよび F2eシリーズモジュールでのみサ
ポートされています。Mシリーズモジュールではサポートされません。

•マルチキャストのベストエフォートモードはM1シリーズモジュールだけに適用されます。

• CiscoNX-OSRelease 6.1以降では、ERSPAN送信元セッションは、スーパーバイザ 2でサポー
トされますが、ERSPAN ACLセッションはサポートされません。

• ERSPANタイプ IIIの送信元は F2シリーズ、F2eシリーズおよびM2シリーズモジュールの
みでサポートされます。

• ERSPANタイプ III終端はM2シリーズモジュールでのみサポートされます。つまり、タイ
プ III ERSPANパケットはM2シリーズモジュールを介して宛先に到達する場合にのみカプ
セル化解除されます。

• Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、F2シリーズまたは F2eシリーズモジュールで宛先ス
イッチに着信するERSPANパケットを終了できます。IPv4終端はサポートされますが、IPv6
終端はサポートされません。VDC仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスの F2
シリーズモジュールの終端はサポートされません。

•スーパーバイザ 2は、帯域内ポートに対して ERSPANタイプ IIおよび ERSPANタイプ IIIを
サポートしますが、タイムスタンプは高精度時間プロトコル（PTP）はマスタータイマーと
同期化されません。

• 1588粒度モードは、Cisco NX-OS Release 6.1でサポートされず、選択した場合は拒否されま
す。

• M2シリーズモジュールは、100マイクロ秒（ms）、100ナノ秒（ns）、および ns粒度をサ
ポートします。F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールは 100 msと 100 nsの粒度だけを
サポートします。

• ERSPANトラフィックがM2シリーズモジュールで終了する場合、1つのセッションのすべ
ての ERSPANトラフィックが 1つの転送インスタンスに収束されるため、高いレートでド
ロップが発生することがあります。

•グローバル粒度設定が特定のモジュールに対してサポートされていない場合、そのモジュー
ルは 100-ms粒度に戻ります。たとえば、粒度が nsに設定されている場合、すべてのM2シ
リーズモジュールで ns粒度がイネーブルにされ、すべての F2シリーズおよび F2eシリーズ
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はパケットを 100-msタイムスタンプで内部でイネーブルにして送信します。各モジュール
でサポートされるまたはサポートされない粒度を表示するには show monitor sessionコマン
ドを使用します。

• F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールはERSPANタイプ III ACLのアクセスコントロー
ルリスト（ACL）コンプレックスを使用しないため、ACLフィルタは F2シリーズおよび
F2eシリーズモジュールのトラフィックに適用できません。ただし、M2シリーズモジュー
ルに対して、ACLの適用後に Type IIIヘッダーを使用してパケットをカプセル化することが
できます。

• F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールは ERSPANタイプ IIIヘッダーの 32ビットタイ
ムスタンプをサポートする一方、M2シリーズモジュールは64ビットのタイムスタンプをサ
ポートします。

• vPCで ERSPANをイネーブルにし、ERSPANパケットが vPCを介して宛先にルーティング
する必要がある場合、vPCピアリンクを通過するパケットはキャプチャできません。

•拡張ERSPANセッションは入力または出力のいずれの方向でもM1シリーズモジュールの着
信トラフィックの送信元となることはできません。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

•ハードウェアセッション 15は F2および F2eシリーズモジュールの NetFlowで使用されま
す。このハードウェア IDを使用する拡張セッションはF2およびF2eポートの着信トラフィッ
クをスパンしません。

• M2シリーズモジュールでレート制限をサポートするのは 8つのセッションだけです。追加
のハードウェアセッションは、M2シリーズモジュールで設定されたレートリミッタを適用
しません。

• M1シリーズモジュールおよびスーパーバイザ 1はルールベースの ERSPANをサポートしま
せん。VLANのフィルタリングだけをサポートします。

• M1およびM2シリーズのモジュールは、非管理VDCでのみ例外 ERSPANをサポートし、モ
ジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが VDCに存在する必要があります。

• F1シリーズモジュールはルールベースの ERSPANを制限付きでサポートします。これらの
モジュールは IPv6送信元 IPフィルタと IPv6宛先 IPフィルタをサポートしません。これら
は 0～ 3.までの値で IPv4および IPv6 ToSフィルタのみサポートします。ポートチャネルメ
ンバーレーン、FCoE送信元 ID、および FCoE宛先 IDはサポートされていません。

• F2および F2eシリーズモジュールはルールベースの ERSPANを制限付きでサポートしま
す。IPv6送信元 IPフィルタおよび IPv6宛先 IPフィルタでワイルドカードをサポートせず、
宛先MACアドレスおよび送信元MACアドレスで出力 ERSPANフィルタリングをサポート
しません。

• ERSPAN ACLは、OTVとの併用はサポートされていません。

• ERSPAN送信元セッションは、F3シリーズモジュールでサポートされます。Cisco NX-OS
Release 7.2以降では、ERPSPAN宛先セッションは、以下のモジュールでもサポートされて

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
388

ERSPAN の設定
ERSPAN の注意事項および制約事項



います。ただし、ERSPAN ACLセッションは F3シリーズモジュールではサポートされてい
ません。

• Cisco NX-OS Release 7.3(0)DX(1)以降では、ERSPAN送信元および宛先セッションは、M3シ
リーズモジュールでサポートされます。

デフォルト設定
次の表に、ERSPANパラメータのデフォルト設定を示します。

表 35：デフォルトの ERSPAN パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルERSPANサンプリング

シャットステートで作成されますERSPANセッション

ディセーブル従来の ERSPANセッションに対する ERSPAN
ソースレート制限

イネーブル拡張ERSPANセッションに対するERSPANソー
スレート制限

100マイクロ秒ERSPANタイプ IIIセッションのグローバル粒
度

ディセーブルMTU切り捨て

ディセーブルマルチキャストベストエフォートモード

ERSPAN の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

ERSPAN 送信元セッションの設定
ERSPANセッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。デフォルトでは、ERSPAN
セッションはシャットステートで作成されます。
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送信元にはイーサネットポート、ポートチャネル、スーパーバイザ帯域内インターフェイス、お

よび VLAN（入力のみ）を指定できます。1つの ERSPANセッションに、イーサネットポート、
VLAN、コントロールプレーンCPUへの帯域内インターフェイスを組み合わせた送信元を使用で
きます。

従来のセッションでは、トラフィックの方向を指定せずにセッションを設定できます。

ERSPANは送信元に関係なく、スーパーバイザによって生成されるパケットをモニタしませ
ん。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

ERSPANのグローバルな送信元 IPアドレスを設定し
ます。

switch(config)#monitor erspan
origin
ip-addressip-addressglobal

ステップ 2   

指定した ERSPANセッションの設定を消去します。
新しいセッションコンフィギュレーションは、既存

switch(config)# no monitor
session {session-number | all}

ステップ 3   

のセッションコンフィギュレーションに追加されま

す。

ERSPANタイプ II送信元セッションを設定します。
デフォルトでは、セッションは双方向です。オプショ

switch(config)#monitor session
{session-number | all} type
erspan-source [shut]

ステップ 4   

ンの shutキーワードは、選択したセッションに対し
て shutステートを指定します。

セッションの説明を設定します。デフォルトでは、

説明は定義されません。説明には最大32の英数字を
使用できます。

switch(config-erspan-src)#
descriptiondescription

ステップ 5   

送信元およびパケットをコピーするトラフィックの

方向を設定します。イーサネットポート範囲、ポー

switch(config-erspan-src)#
source {[interface [all] [type
slot/port[-port][, type

ステップ 6   

トチャネル、帯域内インターフェイス、またはVLAN
範囲を入力できます。

slot/port[-port]]]
[port-channelchannel-number]]

送信元は1つ設定することも、またはカンマで区切っ
た一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。

[vlan {number | range}]} [rx |
tx | both]

コピーするトラフィックの方向には、入力、出力、

または両方を指定できます。デフォルトは双方向で

す。
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目的コマンドまたはアクション

送信元VLANは、入力（rx）方向に限りサ
ポートされます。

（注）

単一方向のセッションには、送信元の方向はセッショ

ンで指定された方向に一致する必要があります。

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降では、allキー
ワードを使用してモニタリングセッションをイネー

ブルにし、物理ポート、ポートチャネル、FEXポー
ト、および FEXポートチャネルなど、VDC内のす
べての VLANとポートをモニタできます。allキー
ワードは、拡張 ERSPANセッションでのみサポート
されます。

（任意）
—

ステップ6を繰り返して、す
べての ERSPAN送信元を設
定します。

ステップ 7   

（任意）

設定された送信元から選択する VLANを設定しま
す。VLANは 1つ設定することも、またはカンマで

switch(config-erspan-src)# filter
vlan {number | range}

ステップ 8   

区切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。VLANの範
囲については、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Layer
2 Switching Configuration Guide』を参照してくださ
い。

filter vlanコマンドと source interface allコマンドを
使用して無関係の VLANをフィルタすることによ
り、拡張ERSPANモニタセッションで現在サポート
されているVLAN送信元制限よりも多くの、指定の
VLAN送信元をモニタできます。

（任意）
—

ステップ8を繰り返して、す
べての送信元 VLANのフィ
ルタリングを設定します。

ステップ 9   

（任意）

ACLをERSPANセッションにアソシエートします。
標準の ACL設定プロセスを使用して ACL
を作成できます。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Security
ConfigurationGuide』を参照してください。

（注）

switch(config-erspan-src)# filter
access-groupacl-filter

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

ERSPANセッションの宛先 IPアドレスを設定しま
す。ERSPAN送信元セッションごとに 1つの宛先 IP
アドレスのみがサポートされます。

switch(config-erspan-src)#
destination ipip-address

ステップ 11   

ERSPAN送信元セッションの ERSPAN IDを設定し
ます。ERSPANの範囲は 1～ 1023です。

switch(config-erspan-src)#
erspan-iderspan-id

ステップ 12   

ERSPAN送信元セッションがトラフィックの転送に
使用する仮想ルーティングおよびフォワーディング

switch(config-erspan-src)#
vrfvrf-name

ステップ 13   

（VRF）インスタンスを設定します。VRF名には最
大32文字の英数字を使用できます。大文字と小文字
は区別されます。

（任意）

ERSPANトラフィックの IP存続可能時間（TTL）値
を設定します。範囲は 1～ 255です。

switch(config-erspan-src)# ip
ttlttl-number

ステップ 14   

（任意）

ERSPANトラフィックのパケットの DiffServコード
ポイント（DSCP）値を設定します。範囲は 0～ 63
です。

switch(config-erspan-src)# ip
dscpdscp-number

ステップ 15   

ERSPAN送信元セッションをイネーブルにします。
デフォルトでは、セッションはシャットステートで

作成されます。

switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 16   

モニタコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)# exitステップ 17   

（任意）

ERSPANセッション設定を表示します。
switch(config)# show monitor
session {all | session-number |
rangesession-range} [brief]

ステップ 18   

（任意）

ERSPAN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 monitor

ステップ 19   

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレーション
を表示します。

switch(config)# show
startup-config monitor

ステップ 20   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 21   
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ERSPAN 宛先セッションの設定
送信元 IPアドレスからローカルデバイス上の宛先ポートにパケットをコピーするようにERSPAN
宛先セッションを設定できます。デフォルトでは、ERSPAN宛先セッションはシャットステート
で作成されます。

はじめる前に

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

すでにモニタモードで宛先ポートが設定されていることを確認します。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

選択したスロットおよびポートまたはポート範

囲で、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)# interface
ethernetslot/port[-port]

ステップ 2   

選択したスロットおよびポートまたはポート範

囲でスイッチポートパラメータを設定します。

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

選択したスロットおよびポートまたはポート範

囲で次のスイッチポートモードを設定します。

switch(config-if)# switchport
mode [access | trunk]

ステップ 4   

•アクセス

•トランク

ERSPAN宛先としてスイッチポートインター
フェイスを設定します。

switch(config-if)# switchport
monitor

ステップ 5   

（任意）
—

ステップ 2～ 5を繰り返して、
追加の ERSPAN宛先でモニタ
リングを設定します。

ステップ 6   

指定した ERSPANセッションの設定を消去しま
す。新しいセッションコンフィギュレーション

switch(config-if)# no monitor
session {session-number | all}

ステップ 7   

は、既存のセッションコンフィギュレーション

に追加されます。

ERSPAN宛先セッションを設定します。switch(config-if)#monitor session
{session-number | all} type
erspan-destination

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

セッションの説明を設定します。デフォルトで

は、説明は定義されません。説明には最大32の
英数字を使用できます。

switch(config-erspan-dst)#
descriptiondescription

ステップ 9   

ERSPANセッションの送信元 IPアドレスを設定
します。ERSPAN宛先セッションごとに 1つの
送信元 IPアドレスのみがサポートされます。

switch(config-erspan-dst)# source
ipip-address

ステップ 10   

送信元 IPアドレスは、ERSPAN送信
元で宛先 IPアドレスとして設定された
ローカルデバイスの IPアドレスであ
る必要があります。これは、Cisco
Nexus 7000デバイスがパケットを受信
してカプセル化を解除すると期待され

るローカルデバイスのインターフェイ

スです。

（注）

コピーされたソースパケットの宛先を設定しま

す。1つ以上のインターフェイスを、カンマで
区切った一連のエントリとして設定できます。

switch(config-erspan-dst)#
destination {[interface [type
slot/port[-port][, type
slot/port[-port]]] |
[port-channelchannel-number]]}

ステップ 11   

宛先ポートをトランクポートとして設

定できます。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

（注）

（任意）
—

ステップ 11を繰り返して、す
べての ERSPAN宛先ポートを
設定します。

ステップ 12   

ERSPANセッションの ERSPAN IDを設定しま
す。指定できる範囲は 1～ 1023です。

switch(config-erspan-dst)#
erspan-iderspan-id

ステップ 13   

ERSPAN宛先セッションがトラフィックの転送
に使用する VRFを設定します。

switch(config-erspan-dst)#
vrfvrf-name

ステップ 14   

ERSPAN宛先セッションをイネーブルにします。
デフォルトでは、セッションはシャットステー

トで作成されます。

switch(config-erspan-dst)# no shutステップ 15   

モニタコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

switch(config-erspan-dst)# exitステップ 16   

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了します。

switch(config)# exitステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ERSPANセッション設定を表示します。
switch# showmonitor session {all
| session-number |
rangesession-range} [brief]

ステップ 18   

（任意）

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示
します。

switch# show running-config
monitor

ステップ 19   

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレー
ションを表示します。

switch# show startup-config
monitor

ステップ 20   

（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 [vdc-all]

ステップ 21   

ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化
ERSPANセッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断でき
ます。1セッションをシャットダウンしてハードウェアリソースを解放し、別のセッションをイ
ネーブルにできます。デフォルトでは、ERSPANセッションはシャットステートで作成されま
す。

ERSPANセッションをイネーブルにすると、送信元から宛先へのパケットのコピーをアクティブ
化できます。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの ERSPANセッションをイネー
ブルにするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする

必要があります。ERSPANセッションステートをシャットダウンおよびイネーブルにするには、
グローバルまたはモニタコンフィギュレーションモードのいずれかのコマンドを使用できます。

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   

指定のERSPANセッションをシャットダウンしま
す。デフォルトでは、セッションはシャットス

テートで作成されます。

switch(config)#monitor session
{session-range | all} shut

ステップ 2   

指定の ERSPANセッションを再開（イネーブル
に）します。デフォルトでは、セッションはシャッ

トステートで作成されます。

switch(config)# no monitor
session {session-range | all} shut

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

モニタセッションがイネーブルで動作状況がダウ

ンの場合、セッションをイネーブルにするには、

最初にmonitor session shutコマンドを指定してか
ら、nomonitor session shutコマンドを続ける必要
があります。

ERSPAN送信元タイプのモニタコンフィギュレー
ションモードを開始します。新しいセッション

switch(config)#monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ステップ 4   

コンフィギュレーションは、既存のセッションコ

ンフィギュレーションに追加されます。

ERSPAN宛先タイプのモニタコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config-erspan-src)#
monitor
sessionsession-numbertype
erspan-destination

ステップ 5   

ERSPANセッションをシャットダウンします。デ
フォルトでは、セッションはシャットステートで

作成されます。

switch(config-erspan-src)# shutステップ 6   

ERSPANセッションをイネーブルにします。デ
フォルトでは、セッションはシャットステートで

作成されます。

switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 7   

モニタコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

switch(config-erspan-src)# exitステップ 8   

（任意）

ERSPANセッションのステータスを表示します。
switch(config)# show monitor
session all

ステップ 9   

（任意）

ERSPAN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 monitor

ステップ 10   

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレーショ
ンを表示します。

switch(config)# show
startup-config monitor

ステップ 11   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 12   
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ERSPAN セッションごとの MTU の切り捨ての設定
CiscoNX-OSRelease 6.1以降では、ERSPANトラフィックの帯域幅を減らすために、ERSPANセッ
ション内の各複製パケットに割り当てられた最大バイト数を設定できます。この値は、最大伝送

単位（MTU）の切り捨てサイズと呼ばれます。設定されたサイズよりも大きいERSPANパケット
はすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。

MTUの切り捨てと ERSPANサンプリングは同時にイネーブルにでき、互いに優先順位はあり
ません。これは、送信元パケットのさまざまな側面（サイズ対パケット数）に適用されるため

です。

（注）

Cisco Catalyst 6000シリーズスイッチは、これらの切り捨てが適用されたパケットをドロップ
するため、宛先 ERSPANルータが Cisco Catalyst 6000シリーズスイッチの場合、MTU切り捨
てをイネーブルにしないでください。

（注）

はじめる前に

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

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   

ERSPAN送信元タイプでモニタコンフィギュレー
ションモードを開始し、MTUサイズの切り詰め
が設定される ERSPANセッションを指定します。

switch(config)#monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ステップ 2   

（任意）

ERSPAN送信元セッションをタイプ IIからタイプ
IIIに変更します。

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

ステップ 3   

指定した ERSPANセッションのパケットのMTU
切り捨てサイズを設定します。指定できる範囲は

176～ 1500バイトです。

switch(config-erspan-src)# [no]
mtumtu

ステップ 4   

モニタコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)# exitステップ 5   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

します。

switch(config)# exitステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

MTU切り捨ての設定ステータス、セッションごと
に各パケットで許可される最大バイト数、MTU切

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 7   

り捨てがサポートされるモジュールとサポートさ

れないモジュールを含む、ERSPANセッションの
ステータスを表示します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config [vdc-all]

ステップ 8   

各 ERSPAN セッションのソースレート制限の設定
ERSPANセッションが高トラフィック環境の送信元として複数のインターフェイスに設定されて
いる場合、宛先ポートが過負荷状態になり、送信元ポートの通常のデータトラフィックの障害と

なる可能性があります。Cisco NX-OS Release 6.1以降では、各 ERSPANセッションに送信元レー
ト制限を設定することで、送信元の転送インスタンスのこの問題および送信元転送インスタンス

のトラフィックの負荷を軽減できます。

ERSPANサンプリングは ERSPAN送信元レート制限に優先されます。レート制限は、サンプ
リングが ERSPANソースパケットで完了した後に発生します。

（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   

ERSPAN送信元タイプでモニタコンフィギュレーション
モードを開始し、送信元レート制限が設定されるERSPAN
セッションを指定します。

switch(config)#monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ステップ 2   

（任意）

ERSPAN送信元セッションをタイプ IIからタイプ IIIに変
更します。

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

ステップ 3   

自動または手動モードの指定された ERSPANセッション
の ERSPANパケットの送信元レート制限を設定します。

switch(config-erspan-src)#
[no] rate-limit {auto |
rate-limit}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアク

ション

•自動モード：次のように、自動的にギガバイト単位で
レート制限を計算します：宛先帯域幅/合計送信元帯
域幅。たとえば、ギガバイトごとのレート制限が 0.5
の場合、各送信元トラフィックについて、パケットの

0.5 Gのみスパンされます。

入力トラフィックの場合、送信元が可能な最大帯域幅

でスパンされるように、ギガバイトごとの制限が、

ERSPAN送信元として使用されるポートの数に基づ
いて F2シリーズまたは F2eシリーズモジュールの各
転送エンジンに適用されます。出力トラフィックの場

合、ギガバイトごとの制限が、ERSPAN送信元とし
て使用されるポートの数に関係なく F2シリーズまた
は F2eシリーズモジュールの各転送エンジンに適用
されます。

•手動モード：モジュールの各転送エンジンから送信で
きる ERSPANパケットの最大レートのパーセンテー
ジを指定します。範囲は 1～ 100です。たとえば、
レート制限が 10パーセントの場合、F2シリーズまた
は F2eシリーズモジュールの各転送エンジンから送
信できる ERSPANパケットの最大レートは 1G（10G
ラインレートの 10パーセント）です。

モニタコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-erspan-src)#
exit

ステップ 5   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config)# exitステップ 6   

（任意）

レート制限の設定ステータスを含む ERSPANセッション
のステータス、セッションごとに許可される最大ERSPAN

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 7   

レートの割合、およびレート制限がサポートされるまたは

サポートされないモジュールを表示します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

switch# copy
running-config
startup-config [vdc-all]

ステップ 8   
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各 ERSPAN セッションのサンプリングの設定
Cisco NX-OS Release 6.1以降では、ERSPANトラフィック帯域幅を削減し、ピアツーピアトラ
フィックをモニタするために、スパンされたトラフィックに対してサンプリング範囲を設定でき

ます。パケット範囲ベースのサンプリングが ERSPAN送信元パケットの正確な値を提供するため
に使用されます。

サンプリングとMTUの切り捨ては同時にイネーブルにでき、互いに優先順位はありません。
これは、送信元パケットのさまざまな側面（パケット数対サイズ）に適用されるためです。た

だし、サンプリングは ERSPAN送信元レート制限に優先されます。レート制限は、サンプリ
ングが ERSPANソースパケットで完了した後に発生します。

（注）

はじめる前に

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

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   

ERSPAN送信元タイプでモニタコンフィギュレー
ションモードを開始し、ERSPANサンプリングが
設定される ERSPANセッションを指定します。

switch(config)#monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ステップ 2   

（任意）

ERSPAN送信元セッションをタイプ IIからタイプ
IIIに変更します。

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

ステップ 3   

ERSPAN送信元パケットのサンプリング範囲を設
定します。サンプリング値は、xパケットから 1つ

switch(config-erspan-src)# [no]
samplingrange

ステップ 4   

のパケットがスパンされる範囲です。xは 2から
1023です。この例では、100パケットごとに 1つ
のパケットがスパンされます。

モニタコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)# exitステップ 5   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

します。

switch(config)# exitステップ 6   

（任意）

ERSPANサンプリングのステータス、サンプリン
グ値、およびサンプリングがサポートされるまた

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

はサポートされないモジュールを含む、ERSPAN
セッションのステータスを表示します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config [vdc-all]

ステップ 8   

ERSPAN セッションのマルチキャストベストエフォートモードの設定
任意の ERSPANセッションのマルチキャストベストエフォートモードを設定できます。デフォ
ルトでは、ERSPANの複製が、入力および出力モジュールの両方で実行されます。マルチキャス
トのベストエフォートモードをイネーブルにすると、ERSPANの複製は、マルチキャストトラ
フィックの入力モジュールか、レイヤ 3インターフェイスから出て行くパケットの出力モジュー
ルのみで行われます（つまり、出力モジュールでは、レイヤ 2インターフェイスから出て行くパ
ケットは、ERSPAN用に複製されません）。

レイヤ 3マルチキャストトラフィックでは、ERSPAN複製が出力モジュールで発生します。
トラフィックが複数の出力モジュールにマルチキャストされる場合、各パケットに対して複数

の ERSPANコピーをキャプチャできます（つまり、各出力モジュールから 1つのコピー）。

（注）

はじめる前に

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

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   

ERSPAN送信元タイプでモニタコンフィギュ
レーションモードを開始し、マルチキャスト

switch(config)#monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ステップ 2   

ベストエフォートモードが設定されるERSPAN
セッションを指定します。

（任意）

ERSPAN送信元セッションをタイプ IIからタイ
プ IIIに変更します。

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたERSPANセッションのマルチキャス
トベストエフォートモードを設定します。

switch(config-erspan-src)# [no]
multicast best-effort

ステップ 4   

ルールベース ERSPAN の設定
一連のルールに基づいて入力または出力 ERSPANトラフィックにフィルタを設定できます。単純
なフィルタには 1つのみのルールがあり、このルールに複数のフィールドまたは組み合わせを追
加できます。パケットは、すべての条件が満たされた場合にのみスパンされます。

はじめる前に

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

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   

ERSPANのグローバルな送信元 IPアドレスを設定しま
す。

switch(config)#monitor erspan
origin
ip-addressip-addressglobal

ステップ 2   

グローバルな送信元 IPアドレスはデフォルト VDCま
たは管理 VDCで設定できます。この VDCで設定した
値は、すべてのVDCで有効です。デフォルトまたは管
理VDCで加えられる変更はすべてのデフォルト以外の
VDCに適用されます。

（任意）

すべての VDCにわたるすべての ERSPANタイプ III
セッションの粒度を指定します。粒度のオプションは

switch(config)#monitor erspan
granularity {100_ms | 100_ns
| 1588 | ns}

ステップ 3   

100ミリ秒（ms）、100ナノ秒（ns）、IEEE 1588（秒
またはナノ秒）、およびナノ秒です。

クロックマネージャは粒度の設定に基づいて

ERSPANタイマーを調整します。IEEE 1588
を設定すると、クロックマネージャは、複数

のスイッチでERSPANタイマーを同期化しま
す。設定しないと、クロックマネージャはス

イッチのマスタータイマーに ERSPANタイ
マーを同期化します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

1588粒度モードは、Cisco NX-OS Release 6.1
でサポートされず、選択した場合は拒否され

ます。

（注）

M2シリーズモジュールは、100ms、100 ns、
およびnsの粒度をサポートします。F2シリー
ズおよび F2eシリーズモジュールは 100 ms
と 100 nsの粒度だけをサポートします。

（注）

このコマンドは、デフォルトの VDCでのみ
適用できます。

（注）

指定した ERSPANセッションの設定を消去します。新
しいセッションコンフィギュレーションは、既存のセッ

ションコンフィギュレーションに追加されます。

switch(config)# no monitor
session {session-number | all}

ステップ 4   

ERSPANタイプ II送信元セッションを設定します。デ
フォルトでは、セッションは双方向です。オプション

のキーワードは次のとおりです。

switch(config)#monitor session
{session-number | all} type
erspan-source [rx | tx] [shut]

ステップ 5   

• rx：入力拡張 ERSPAN送信元セッションを指定し
ます。

• tx：出力拡張 ERSPAN送信元セッションを指定し
ます。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を指
定します。

（任意）

ERSPAN送信元セッションを拡張双方向セッションと
して設定します。

switch(config-erspan-src)#
mode extended

ステップ 6   

単方向のERSPAN送信元セッションではこの
コマンドは使用できません。

（注）

（任意）

ERSPAN送信元セッションをタイプ IIからタイプ IIIに
変更します。

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

ステップ 7   

ERSPAN送信元セッションをタイプ IIIから
タイプ IIに変更するには、このコマンドのno
形式を使用します。

（注）

（任意）

セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説

明は定義されません。説明には最大 32の英数字を使用
できます。

switch(config-erspan-src)#
descriptiondescription

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

ERSPANセッションのフィルタを設定します。セッショ
ンからフィルタを削除するには、このコマンドの no形

switch(config-erspan-src)# [no]
filter [access-groupacl-filter]
[vlanvlan-range] [bpdu [true |

ステップ 9   

式を入力します。オプションのキーワードは次のとお

りです。
false]] [coscos-value]
[dest-macdest-mac]
[eth-typeeth-value] • access-group：アクセス制御グループに基づいて

フィルタを指定します。[flow-hashflow-value]
[frame-type [eth | arp | fcoe |

• vlan：VLANの範囲に基づいてフィルタを指定し
ます。

ipv4 | ipv6]]
[pc-laneport-number]
[src_macmac-address]
[trace-route [true | false]] • bpdu：パケットのブリッジプロトコルデータユ

ニット（BPDU）クラスに基づいてフィルタを指定
します。

• cos：サービスクラス（CoS）に基づいてdotlqヘッ
ダーにフィルタを指定します。

• dest-mac：宛先MACアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• eth-type：イーサネットタイプに基づいてフィル
タを指定します。

• flow-hash：Result Bundle Hash（RBH）値に基づい
てフィルタを指定します。

• frame-type：フレームタイプに基づいてフィルタ
を指定します。

• pc-lane：ポートチャネルメンバーに基づいてフィ
ルタを指定します。

• src-mac：送信元MACアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

• trace-route：ヘッダーのルートビットに基づいて
フィルタを指定します。

（任意）

ERSPANセッションのイーサネットフレームタイプの
フィルタを設定します。セッションからフィルタを削

除するには、このコマンドの no形式を入力します。

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type eth

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）

ERSPANセッションのARPフレームタイプのフィルタ
を設定します。セッションからフィルタを削除するに

は、このコマンドの no形式を入力します。

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type arp
[[arp-rarp [arp | rarp]]
[req-resp [req | rsp]]
[sender-ipip-address]
[target-ipip-address]]

ステッ

プ 11   

• arp-rarp：ARPまたは RARPフレームタイプの
フィルタを指定します。

• req-resp：要求または応答に基づいてフィルタを指
定します。

• sender-ip：送信者の IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

• target-ip：受信者の IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

（任意）

ERSPANセッションの FCoEフレームタイプのフィル
タを設定します。セッションからフィルタを削除する

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type fcoe
[[fc-sidFC-source-ID]
[fc-didFC-dest-ID]

ステッ

プ 12   

には、このコマンドの no形式を入力します。オプショ
ンのキーワードは次のとおりです。

[fcoe-typefcoe-value]
[r-ctlr-ctl-value] [sofsof-value]
[cmd-codecmd-value]] • fc-sid：FC送信元 IDに基づいてフィルタを指定し

ます。

• fc-did：FC宛先 IDに基づいてフィルタを指定しま
す。

• fcoe-type：FCoEタイプに基づいてフィルタを指定
します。

• r-ctl：ルーティング制御フラグ（RCTL）値に基づ
いてフィルタを指定します。

• sof：フレーム開始（SOF）パケットに基づいてフィ
ルタを指定します。

• cmd-code：コマンドコードに基づいてフィルタを
指定します。

（任意）

ERSPANセッションの IPv4フレームタイプのフィルタ
を設定します。セッションからフィルタを削除するに

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type ipv4
[[src-ipsrc-ip] [dest-ipdest-ip]
[tostos-value]
[l4-protocoll4-value]]

ステッ

プ 13   

は、このコマンドの no形式を入力します。オプション
のキーワードは次のとおりです。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
405

ERSPAN の設定
ルールベース ERSPAN の設定



目的コマンドまたはアクション

• src-ip：IPv4送信元 IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

• dest-ip：IPv4宛先 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• tos：IPヘッダーのタイプオブサービス（ToS）に
基づいてフィルタを指定します。

• l4-protocol：IPヘッダーのプロトコルフィールド
に設定されたレイヤ4プロトコル数に基づいてフィ
ルタを指定します。

（任意）

ERSPANセッションの IPv6フレームタイプのフィルタ
を設定します。セッションからフィルタを削除するに

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type ipv6
[[src-ipsrc-ip ] [dest-ipdest-ip]
[tostos-value]
[l4-protocoll4-value]]

ステッ

プ 14   

は、このコマンドの no形式を入力します。オプション
のキーワードは次のとおりです。

• src-ip：IPv6送信元 IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

• dest-ip：IPv6宛先 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• tos：IPヘッダーのタイプオブサービス（ToS）に
基づいてフィルタを指定します。

• l4-protocol：IPヘッダーのプロトコルフィールド
に設定されたレイヤ4プロトコル数に基づいてフィ
ルタを指定します。

（任意）
—

ステップ 9から 14をセッ
ションのすべてのフィルタに

対して繰り返します。

ステッ

プ 15   

送信元およびパケットをコピーするトラフィックの方

向を設定します。イーサネットポートの範囲、ポート

switch(config-erspan-src)#
source {[interface [type
slot/port [-port] [,type

ステッ

プ 16   
チャネル、帯域内インターフェイス、VLANの範囲、

slot/port[-port]]] Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderインターフェイ[port-channelchannel-number]]
ス、または Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderに接| [vlan {number | range}]} [rx |

tx | both] 続されたファブリックポートチャネルを入力できま

す。

送信元は 1つ設定することも、またはカンマで区切っ
た一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。最大128のインターフェ

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
406

ERSPAN の設定
ルールベース ERSPAN の設定



目的コマンドまたはアクション

イスを指定できます。VLANの範囲は 1～ 3967です。
4048～ 4093のVLANの範囲は、6.1以前のCiscoNX-OS
リリースでもサポートされます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出力
（tx）、または両方向（both）として指定できます。デ
フォルトは bothです。

単一方向のセッションには、送信元の方向はセッショ

ンで指定された方向に一致する必要があります。

（任意）
—

ステップ 16を繰り返して、
すべての ERSPAN送信元を
設定します。

ステッ

プ 17   

ERSPANセッションの宛先 IPアドレスを設定します。
ERSPAN送信元セッションごとに 1つの宛先 IPアドレ
スのみがサポートされます。

switch(config-erspan-src)#
destination ipip-address

ステッ

プ 18   

CiscoNexus 2000 Series Fabric Extenderインター
フェイスおよびFEXに接続されたファブリッ
クポートチャネルは、ERSPAN宛先として
設定できません。

（注）

ERSPANセッションの ERSPAN IDを設定します。
ERSPANの範囲は 1～ 1023です。

switch(config-erspan-src)#
erspan-iderspan-id

ステッ

プ 19   

ERSPAN送信元セッションがトラフィックの転送に使
用するVRFインスタンスを設定します。VRF名には最

switch(config-erspan-src)#
vrfvrf-name

ステッ

プ 20   
大 32文字の英数字を使用できます。大文字と小文字は
区別されます。

（任意）

ERSPANトラフィックの IP存続可能時間（TTL）値を
設定します。範囲は 1～ 255です。

switch(config-erspan-src)# ip
ttlttl-number

ステッ

プ 21   

（任意）

ERSPANトラフィックのパケットの DiffServコードポ
イント（DSCP）値を設定します。範囲は0～63です。

switch(config-erspan-src)#ip
dscpdscp-number

ステッ

プ 22   

ERSPANセッションをイネーブルにします。デフォル
トでは、セッションはシャットステートで作成されま

す。

switch(config-erspan-src)# no
shut

ステッ

プ 23   

モニタコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-erspan-src)# exitステッ

プ 24   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config)# exitステッ

プ 25   

（任意）

マルチキャストベストエフォートモードの設定ステー

タス、およびベストエフォートモードがサポートされ

switch# show monitor session
{all | session-number |
rangesession-range} [brief]

ステッ

プ 26   

ているモジュールとサポートされていないモジュール

を含む、ERSPANセッションのステータスを表示しま
す。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 27   

例外 ERSPAN の設定
例外パケットをスパンするようにデバイスを設定できます。

はじめる前に

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

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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

ERSPANセッションを指定します。例外 ERSPANは出
switch(config)#monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source [rx | tx]
[shut]

ステップ 2   

力方向でのみサポートされます。拡張 ERSPAN Rxセッ
ションの場合、例外送信元設定は拒否されます。オプ

ションのキーワードは次のとおりです。

• rx：入力拡張 ERSPAN送信元セッションを指定し
ます。

• tx：出力拡張 ERSPAN送信元セッションを指定し
ます。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を指定
します。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

ERSPANセッションを拡張双方向セッションとして設定
します。

switch(config-erspan-src)#
mode extended

ステップ 3   

送信元を例外のERSPANセッションとして設定します。
以下の例外タイプがサポートされます。

switch(config-erspan-src)#
source exception {layer3 |
fabricpath | other | all}

ステップ 4   

• layer3：F2シリーズおよびMシリーズモジュール
に対するレイヤ 3例外タイプを指定します。

• fabricpath：Fシリーズモジュールに対する
FabricPath例外タイプを指定します。

• other：ドロップ宛先インターフェイスにプログラ
ムされているリダイレクト登録によってドロップさ

れたMシリーズモジュールに対する例外を指定し
ます。

• all：レイヤ 3、FabricPathおよびその他のすべての
例外が含まれます。

ERSPANセッションの宛先 IPアドレスを設定します。
ERSPAN送信元セッションごとに 1つの宛先 IPアドレ
スのみがサポートされます。

switch(config-erspan-src)#
destination ipip-address

ステップ 5   

Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderインター
フェイスおよび FEXに接続されたファブリッ
クポートチャネルは、ERSPAN宛先として設
定できません。

（注）

ERSPANセッションをイネーブルにします。デフォルト
では、セッションはシャットステートで作成されます。

switch(config-erspan-src)#
no shut

ステップ 6   

モジュールコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)#
exit

ステップ 7   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config)# exitステップ 8   

（任意）

マルチキャストベストエフォートモードの設定ステー

タス、およびベストエフォートモードがサポートされ

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 9   

ているモジュールとサポートされていないモジュールを

含む、ERSPANセッションのステータスを表示します。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch# copy
running-config
startup-config [vdc-all]

ステップ 10   

ERSPAN 設定の確認
ERSPANの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

ERSPANセッション設定を表示します。show monitor session {all | session-number |
rangesession-range} [brief]

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示
します。

show running-config monitor

ERSPANのスタートアップコンフィギュレー
ションを表示します。

show startup-config monitor

拡張セッションで使用可能なリソースを表示し

ます。

show resource monitor-session-extended

例外セッションで使用可能なリソースを表示し

ます。

show resource monitor-session-mx-exception-src

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

ERSPAN の設定例

ERSPAN タイプ III 送信元セッションの設定例
次に、ERSPANタイプ III送信元セッションを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 14/30
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
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switch(config)# monitor erspan origin ip-address 3.3.3.3 global
switch(config)# monitor erspan granularity 100_ns
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mode extended
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 14/30
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# ip ttl 16
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# show monitor session 1

拡張 ERSPAN モニタセッション内のすべての VLAN とポートをモニタ
する設定例

次に、拡張 ERSPANモニタセッションですべての VLANとポートをモニタする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 14/29
switch(config-monitor)# vrf default
switch(config-monitor)# erspan-id 200
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 1
switch(config)# copy running-config startup-config

次に、拡張 ERSPANモニタセッションで現在サポートされている VLAN送信元制限よりも多く
の、指定の VLAN送信元をモニタする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2 type erspan-source
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all tx
switch(config-monitor)# destination ip 192.0.2.1
switch(config-monitor)# vrf default
switch(config-monitor)# erspan-id 200
switch(config-monitor)# filter vlan 1-1000
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 2
switch(config)# copy running-config startup-config

単一方向 ERSPAN セッションの設定例
次に、単一方向 ERSPANセッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 14/30
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 2/1-3 rx
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# ip ttl 16
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
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switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# show monitor session 1

ERSPAN 宛先セッションの設定例
次に、ERSPAN宛先セッションを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface e14/29
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# exit
switch(config)# monitor session 2 type erspan-destination
switch(config-erspan-dst)# source ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-dst)# destination interface e14/29
switch(config-erspan-dst)# erspan-id 1
switch(config-erspan-dst)# vrf default
switch(config-erspan-dst)# no shut
switch(config-erspan-dst)# exit
switch(config)# show monitor session 2

ERSPAN ACL の設定例
次に、ERSPAN ACLを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# filter access_group erspan_filter

ERSPAN の MTU 切り捨ておよび ERSPAN サンプリングの設定例
次に、ERSPANセッションのMTU切り捨ておよび ERSPANサンプリングを設定する例を示しま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mtu 100
switch(config-erspan-src)# sampling 10
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1
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マルチキャストベストエフォートモードを使用した ERSPAN の設定
例

次に、ERSPANセッションのマルチキャストのベストエフォートモードを設定する例を示しま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# multicast best-effort
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1

ルールベースの ERSPAN の設定例
次に、ルールベースの ERSPANセッションを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 10.0.0.1 global
switch(config)# monitor erspan granularity 100_ns
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mode extended
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# description erspan_src_session_3
switch(config-erspan-src)# filter frame-type ipv4 src-ip 10.1.1.1/24
switch(config-erspan-src)# filter vlan 10,20
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-erspan-src)# destination ip 10.1.1.1
switch(config-erspan-src)# erspan-id 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# ip ttl 25
switch(config-erspan-src)# ip dscp 42
switch(config-erspan-src)# no shut
switch# show monitor session 3

例外 ERSPAN の設定例
次に、ERSPAN例外セッションを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mode extended
switch(config-erspan-src)# source exception all
switch(config-erspan-src)# destination ip 10.1.1.1
switch(config-erspan-src)# no shut
switch# show monitor session 3

関連資料

マニュアルタイトル関連項目
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『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Command Reference』

ERSPANコマンド：コマンド構文の詳細、コマ
ンドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用

上の注意事項、および例

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

VDC

『Cisco Network Analysis Module (NAM) for Nexus
7000 Quick Start Guide』

『Cisco Network Analysis Module (NAM)』

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software
Configuration Guide』

ファブリックエクステンダ

ERSPAN の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 36：ERSPAN の機能の履歴

機能情報リリース機能名

M3シリーズモジュールでの
ERSPAN送信元および宛先セッ
ションのサポートが追加されまし

た。

7.3(0)DX(1)ERSPAN

ERSPANセッションあたり 4Kの
VLANのサポートが追加されまし
た。

7.3(0)D1(1)ERSPAN

F2およびF2eシリーズモジュール
の ERSPAN宛先セッションのサ
ポートが追加されました。

6.2(2)ERSPAN

ERSPANデータソースに対する
NAMサポートが追加されました。

6.2(2)ERSPAN

拡張 ERSPANのサポートが追加さ
れました。

6.2(2)ERSPAN
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ルールベースのERSPANのサポー
トが追加されました。

6.2(2)ERSPAN

例外 ERSPANのサポートが追加さ
れました。

6.2(2)ERSPAN

F2またはF2eシリーズモジュール
で ERSPANの終端のサポートが追
加されました。

6.2(2)ERSPAN

F2eシリーズモジュールのサポー
トが追加されました。

6.1(2)ERSPAN

ERSPANタイプ IIIのサポートが追
加されました。

6.1(1)ERSPAN

スーパーバイザ 2のサポートが追
加されました。

6.1(1)ERSPAN

F2およびM2シリーズモジュール
のサポートが追加されました。

6.1(1)ERSPAN

ERSPANサンプリングのサポート
が追加されました。

6.1(1)ERSPAN

MTU切り捨てと各 ERSPANセッ
ションの送信元レート制限を設定

する機能が追加されました。

6.1(1)ERSPAN

ERSPANおよびERSPANACLは、
F2シリーズモジュールではサポー
トされていません。

6.0(1)ERSPAN

Cisco Nexus 2000 Series Fabric
Extenderインターフェイスに対す
る ERSPAN送信元サポートが追加
されました。

5.2(1)ERSPAN

ERSPANセッションのマルチキャ
ストベストエフォートモードを

設定する機能が追加されました。

5.2(1)ERSPAN

この機能が導入されました。5.1(1)ERSPANおよび ERSPAN ACL
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ERSPAN送信元セッションは、F3
シリーズモジュールでサポートさ

れます。ただし、ERSPAN ACL
セッションはF3シリーズモジュー
ルではサポートされていません。

7.2ERSPAN
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第 19 章

LLDP の設定

この章では、ローカルネットワーク上の他のデバイスを検出するために、Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 機能情報の確認, 417 ページ

• LLDPについて, 418 ページ

• LLDPのライセンス要件, 420 ページ

• LLDPに関する注意事項および制約事項, 420 ページ

• LLDPのデフォルト設定, 420 ページ

• LLDPの設定, 421 ページ

• LLDPコンフィギュレーションの確認, 424 ページ

• LLDPのコンフィギュレーション例, 425 ページ

• 関連資料, 425 ページ

• LLDPの機能の履歴, 426 ページ

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

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

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

表を参照してください。
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LLDP について
CiscoDiscovery Protocol（CDP）は、ネットワークに接続された他のシスコデバイスを自動的に検
出し学習することをネットワーク管理アプリケーションによって可能にするデバイス検出プロト

コルです。

他社製デバイスのディスカバリを許可するために、スイッチは、IEEE 802.1ab規格で定義されて
いるベンダーニュートラルなデバイスディスカバリプロトコルであるリンク層検出プロトコル

（LLDP）もサポートしています。LLDPを使用すると、ネットワークデバイスはネットワーク
デバイスに関する情報を、ネットワーク上の他のデバイスにアドバタイズできます。このプロト

コルはデータリンク層で動作するため、異なるネットワーク層プロトコルが稼働する 2つのシス
テムで互いの情報を学習できます。

LLDPは、デバイスおよびそのインターフェイスの機能と現在のステータスに関する情報を送信
する単一方向のプロトコルです。LLDPデバイスはこのプロトコルを使用して、他の LLDPデバ
イスからだけ情報を要求します。

LLDPは一連の属性をサポートしており、これを使用して他のデバイスを検出します。これらの
属性には、タイプ、長さ、および値（TLV）の説明が含まれています。LLDPデバイスは TLVを
使用して、ネットワーク上の他のデバイスと情報を送受信できます。設定情報、デバイスの機能、

デバイス IDなどの詳細情報は、このプロトコルを使用してアドバタイズできます。

LLDPは、デフォルトで次の TLVを通知します。

• DCBXP

•管理アドレス

•ポート記述

•ポート VLAN

•システム機能

•システム記述

•システム名

DCBXP について
Data Center Bridging Exchange Protocol（DCBXP）は、LLDPを拡張したプロトコルです。これは、
ピア間のノードパラメータのアナウンス、交換、およびネゴシエートに使用されます。DCBXP
パラメータは、特定の DCBXP TLVにパッケージ化されます。この TLVは、受信した LLDPパ
ケットに応答するように設計されています。このように、DCBXPは負荷の軽い確認応答メカニズ
ムをLLDPの上位に追加し、このためリンクレベルプロトコルからの要求応答セマンティックを
必要とするすべてのアプリケーションが DCBXPを利用できるようになります。

DCBXPを使用してパラメータとピアノードの交換およびネゴシエーションが必要な他のアプリ
ケーションは次のとおりです。
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•優先度ベースフロー制御（PFC）：PFCは、イーサネットの既存のポーズメカニズムを拡張
するものです。これは、ユーザプライオリティまたはサービスクラスに基づいてポーズを

イネーブルにします。PFCを使用して 8つの仮想リンクに分割された物理リンクは、他の仮
想リンクのトラフィックに影響を与えることなく、単一の仮想リンクでポーズを使用できる

機能を提供します。ユーザごとのプライオリティ単位でポーズをイネーブルにすることで、

IPトラフィック用のパケットドロップの輻輳管理を維持しながら、ドロップの無いサービス
が必要なトラフィックに対し管理者がロスレスリンクを作成できます。

•イネーブル化転送選択（ETS）：ETSは、仮想リンクの最適帯域幅管理を可能にします。ま
た、ETSは、優先度のグループ化とも呼ばれます。PFCの同じ優先度クラス内の処理の区別
をイネーブルにします。ETSは帯域割り当て、低遅延、またはベストエフォートに基づいた
順位付け処理を提供し、結果としてグループ単位のトラフィッククラスの割り当てを提供し

ます。たとえば、同一クラス内では、トラフィックのイーサネットクラスが高いプライオリ

ティの指定とベストエフォートがある可能性があります。ETSによって、同じ優先度クラス
の中でトラフィックを区別でき、優先度グループを作成できます。

•アプリケーションプライオリティ設定 TLV：特定のプロトコルで使用される VLANに関す
る情報を伝送します。

Quality of Service（QoS）機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Configuration Guide』を参照してください。

（注）

DCBXPはデフォルトでイネーブルであり、提供された LLDPはイネーブルです。LLDPがイネー
ブルである場合、[no] lldp tlv-select dcbxpコマンドを使用して DCBXPをイネーブルまたはディ
セーブルにすることができます。LLDPの送信または受信がディセーブルになっているポートで
は、DCBXPはディセーブルです。

ハイアベイラビリティ

LLDP機能はステートレスリスタートおよびステートフルリスタートをサポートします。リブー
トまたはスーパーバイザスイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。

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

仮想化のサポート

サポートされる LLDPのインスタンスは 1個です。
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LLDP のライセンス要件
ライセンス要件製品

LLDPにはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない機能は
nx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。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

LLDP に関する注意事項および制約事項
LLDPに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•インターフェイス上で LLDPをイネーブルまたはディセーブルにするには、事前にデバイス
上で LLDPをイネーブルにしておく必要があります。

• LLDPは物理インターフェイスだけでサポートされています。

• LLDPは 1つのポートにつき 1つのデバイスを検出できます。

• Converged Network Adapter（CNA）を使用していない場合、LLDPはLinuxサーバを検出でき
ます。LLDPは他のタイプのサーバを検出できません。

• DCBXPの非互換性のメッセージは、物理ループバック接続がデバイスにある場合に network
QoSポリシーを変更するときに表示されることがあります。非互換性があるのは短時間で、
すぐに解消されます。

• DCBXPは Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderではサポートされません。

• Cisco NX-OS Release 5.2以降では、LLDPが Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderでサ
ポートされます。LLDPパケットはネイバー探索用の Fabric Extenderポート経由で送受信で
きます。

◦ FabricExtenderポート上のすべてのLLDP設定はスーパーバイザ上で発生します。LLDP
設定および showコマンドは Fabric Extenderコンソールでは表示されません。

◦ LLDPは Fabric Extender-virtual port channel（vPC）接続でサポートされません。

LLDP のデフォルト設定
この表は、LLDPのデフォルト設定を示します。

デフォルトパラメータ

ディセーブルグローバル LLDP
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デフォルトパラメータ

イネーブル（LLDPがグローバルにイネーブル
になった後）

インターフェイス上の LLDP

120秒LLDP保持時間（ディセーブルになる前）

2秒LLDP再初期化遅延

30秒LLDPタイマー（パケット更新頻度）

イネーブルLLDP TLV

イネーブル（LLDPがグローバルにイネーブル
になった後）

LLDP受信

イネーブル（LLDPがグローバルにイネーブル
になった後）

LLDP転送

イネーブル（提供された LLDPがイネーブルに
なります）

DCBXP

LLDP の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、類似した機能の Cisco IOSコマンドと異なる場合があり
ます。

（注）

LLDP のグローバルなイネーブルまたはディセーブル
デバイスで LLDPをグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。デバイスで LLDP
パケットの送信および受信を可能にするには、LLDPをグローバルにイネーブルにする必要があ
ります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイス上で LLDPをイネーブルまたはディセー
ブルにします。LLDPはデフォルトでディセーブル
です。

switch(config)# [no] feature
lldp

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）

LLDPのグローバルコンフィギュレーションを表
示します。LLDPが有効の場合、「feature lldp」を

switch(config)# show
running-config lldp

ステップ 3   

表示します。LLDPが有効の場合、「Invalid
command」エラーを表示します。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 4   

インターフェイス上での LLDP のイネーブルまたはディセーブル
LLDPをグローバルにイネーブルにすると、LLDPは、デフォルトでサポートされているすべての
インターフェイス上でイネーブルになります。ただし、LLDPパケットの送信だけ、または受信
だけを実行するために、個々のインターフェイスでの LLDPのイネーブルまたはディセーブル、
あるいはインターフェイスの選択的な設定を実行できます。

はじめる前に

デバイスで LLDPをグローバルに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   

LLDPをイネーブルに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)#
interfaceinterface slot/port

ステップ 2   

インターフェイス上でLLDPパケットの送信をイネー
ブルまたはディセーブルにします。LLDPをグロー

switch(config-if)# [no] lldp
transmit

ステップ 3   

バルにイネーブルにすると、LLDPは、デフォルト
でサポートされているすべてのインターフェイス上

でイネーブルになります。

インターフェイス上でLLDPパケットの受信をイネー
ブルまたはディセーブルにします。LLDPをグロー

switch(config-if)# [no] lldp
receive

ステップ 4   

バルにイネーブルにすると、LLDPは、デフォルト
でサポートされているすべてのインターフェイス上

でイネーブルになります。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

インターフェイス上の LLDP設定を表示します。
switch(config-if)# show lldp
interfaceinterface slot/port

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 6   

LLDP オプションパラメータの設定
LLDPの更新頻度、受信デバイスが情報を破棄するまでに保持している時間、および初期化の遅
延時間を設定できます。TLVを選択して、LLDPパケットに含まれるようにすることもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

（任意）

ユーザのデバイスから送信された情報が、受信側デ

バイスで廃棄されるまでに保持される時間を秒単位

で指定します。

switch(config)# [no] lldp
holdtimeseconds

ステップ 2   

値の範囲は 10～ 255秒で、デフォルト値は 120秒で
す。

（任意）

任意のインターフェイス上で LLDPを初期化する際
の遅延時間を秒単位で指定します。

switch(config)# [no] lldp
reinitseconds

ステップ 3   

指定できる範囲は 1～ 10秒です。デフォルトは 2秒
です。

（任意）

LLDPアップデートの送信頻度を秒単位で設定しま
す。

switch(config)# [no] lldp
timerseconds

ステップ 4   

値の範囲は 5～ 254秒で、デフォルト値は 30秒で
す。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

LLDPの保持時間、遅延時間、更新頻度の設定を表示
します。

switch(config)# show lldp
timers

ステップ 5   

（任意）

LLDPパケットで送受信する TLVを指定します。使
用できる TLVは、dcbxp、management-address、

switch(config)# [no] lldp
tlv-selecttlv

ステップ 6   

port-description、port-vlan、system-capabilities、
system-description、および system-nameです。使用で
きるすべての TLVはデフォルトでイネーブルになっ
ています。

（任意）

LLDP TVLコンフィギュレーションを表示します。
switch(config)# show lldp
tlv-select

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

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

ステップ 8   

LLDP コンフィギュレーションの確認
LLDPの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

LLDPのグローバルコンフィギュレーションを
表示します。

show running-config lldp

LLDPのインターフェイスコンフィギュレー
ションを表示します。

show lldp interfaceinterfaceslot/port

LLDPの保持時間、遅延時間、更新頻度の設定
を表示します。

show lldp timers

LLDP TVLコンフィギュレーションを表示しま
す。

show lldp tlv-select

ローカルな DCBX制御ステータスを表示しま
す。

show lldp dcbx interfaceinterfaceslot/port

LLDPネイバーのデバイスステータスを表示し
ます。

show lldp neighbors {detail |
interfaceinterfaceslot/port}
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目的コマンド

LLDPカウンタ（デバイスによって送信および
受信された LLDPパケットの数、破棄されたパ
ケットの数、未確認 TLVの数など）を表示し
ます。

show lldp traffic

インターフェイス上で送信および受信された

LLDPパケットの数を表示します。
show lldp traffic interfaceinterfaceslot/port

LLDPの統計を消去するには、clear lldp countersコマンドを使用します。

LLDP のコンフィギュレーション例
次に、1つのデバイス上でのLLDPのイネーブル化、一部のインターフェイス上でのLLDPのディ
セーブル化、オプションパラメータ（保持時間、遅延時間、更新頻度など）の設定、およびいく

つかの LLDP TLVのディセーブル化の例を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# feature lldp
switch(config)# interface ethernet 7/9
switch(config-if)# no lldp transmit
switch(config-if)# no lldp receive
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/10
switch(config-if)# no lldp transmit
switch(config-if)# no lldp receive
switch(config-if)# exit
switch(config)# lldp holdtime 200
switch(config)# lldp reinit 5
switch(config)# lldp timer 50
switch(config)# no lldp tlv-select port-vlan
switch(config)# no lldp tlv-select system-name

関連資料

関連項目関連項目

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

LLDPコマンド：コマンド構文の詳細、コマン
ドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用上

の注意事項、および例

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software
Configuration Guide』

VDC

『Cisco Network Analysis Module (NAM) for Nexus
7000 Quick Start Guide』

ファブリックエクステンダ
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LLDP の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 37：LLDP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric
Extenderに LLDPサポートが追加
されました。

5.2(1)LLDP

この機能が導入されました。5.1(1)DCBXP

この機能が導入されました。5.0(2)LLDP
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第 20 章

NetFlow の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上で NetFlow機能を設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 427 ページ

• NetFlow, 428 ページ

• NetFlowのライセンス要件, 433 ページ

• NetFlowの前提条件, 434 ページ

• NetFlowに関する注意事項および制約事項, 434 ページ

• NetFlowのデフォルト設定, 437 ページ

• NetFlowの設定, 438 ページ

• NetFlow設定の確認, 451 ページ

• NetFlowのモニタリング, 452 ページ

• NetFlowの設定例, 452 ページ

• NetFlow CoPPインターフェイスサポートの確認例 , 453 ページ

• 関連資料, 454 ページ

• NetFlow機能の履歴, 454 ページ

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

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

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

照してください。
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NetFlow
NetFlowは入力 IPパケットと出力 IPパケットの両方について、パケットフローを識別し、各パ
ケットフローに基づいて統計情報を提供します。NetFlowのためにパケットやネットワーキング
デバイスを変更する必要はありません。

NetFlow の概要
NetFlowではフローを使用して、アカウンティング、ネットワークモニタリング、およびネット
ワークプランニングに関連する統計情報を提供します。フローは送信元インターフェイス（また

はVLAN）に届く単方向のパケットストリームで、キーの値は同じです。キーは、パケット内の
フィールドを識別する値です。フローを作成するには、フローレコードを使用して、フロー固有

のキーを定義します。

Cisco NX-OSは、ネットワーク異常とセキュリティ問題の高度な検出をイネーブルにする Flexible
NetFlow機能をサポートします。フレクシブルNetFlow機能を使用すると、大量の定義済みフィー
ルドの集合からキーを選択することで、そのアプリケーションに最適なフローレコードを定義で

きます。

1つのフローと見なされるパケットでは、すべてのキー値が一致している必要があります。フロー
は、設定したエクスポートレコードバージョンに基づいて、関係のある他のフィールドを集める

こともあります。フローは NetFlowキャッシュに格納されます。

フロー用に NetFlowが収集したデータをエクスポートするには、フローエクスポータを使用し、
このデータをリモート NetFlowコレクタにエクスポートします。Cisco NX-OSは次の状況で、
NetFlowエクスポート用のユーザデータグラムプロトコル（UDP）データグラムの一部としてフ
ローをエクスポートします。

•あまりにも長期間にわたってフローが非アクティブまたはアクティブである。

•フローキャッシュが満杯になった。

•カウンタの 1つ（パケットまたはバイト）が最大値を超えた。

•ユーザがフローの強制的エクスポートを行った。

フローレコードによってフロー用に収集するデータのサイズが決まります。フローモニタはフ

ローレコードおよびフローエクスポータを NetFlowキャッシュ情報と結合します。

Cisco NX-OSは、フルモードまたはサンプルモードのどちらでも、NetFlow統計情報を収集でき
ます。フル NetFlowモードの場合、Cisco NX-OSはインターフェイスまたはサブインターフェイ
ス上のすべてのパケットを分析します。サンプルモードに対して、Cisco NX-OSがパケットを分
析するレートを設定します。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
428

NetFlow の設定
NetFlow



フローレコード

フローレコードでは、フロー内のパケットを識別するために NetFlowで使用するキーとともに、
NetFlowがフローについて収集する関連フィールドを定義します。キーと関連フィールドを任意
の組み合わせで指定して、フローレコードを定義できます。Cisco NX-OSは、様々なキーセット
をサポートしています。フローレコードでは、フロー単位で収集するカウンタのタイプも定義し

ます。32ビットまたは 64ビットのパケットカウンタまたはバイトカウンタを設定できます。

キーフィールドは、matchキーワードで指定されます。対象フィールドとカウンタは matchキー
ワードで指定されます。

Cisco NX-OSでは、フローレコードの作成時に次の matchフィールドをデフォルトとして使用で
きます。

• match interface input

• match interface output

• match flow direction

フローエクスポータ

フローエクスポータでは、NetFlowエクスポートパケットに関して、ネットワーク層およびトラ
ンスポート層の詳細を指定します。フローエクスポータで設定できる情報は次のとおりです。

•エクスポート宛先 IPアドレス

•送信元インターフェイス

• UDPポート番号（コレクタが NetFlowパケットをリスニングするところ）

NetFlowエクスポートパケットでは、送信元インターフェイスに割り当てられた IPアドレス
を使用します。送信元インターフェイスに IPアドレスが割り当てられていない場合、フロー
エクスポータはアクティブになりません。

（注）

Cisco NX-OSは、タイムアウトが発生するたびに、またはフローが終了したときに（TCP FINま
たはRSTを受信した場合など）、コレクタにデータをエクスポートします。次のタイマーを設定
すると、フローを強制的にエクスポートできます。

•アクティブタイムアウト：キャッシュからキャッシュエントリを削除します。長期間のフ
ローが長時間コレクタに不可視になることを防止します。アクティブタイムアウト値は常に

非アクティブなタイムアウトより大きい必要があります。アクティブタイムアウトは、M1、
M2、F3、およびM3シリーズモジュールでサポートされます。

•非アクティブタイムアウト：キャッシュからキャッシュエントリを削除します。非アクティ
ブタイムアウトは、M1、M2、F3、およびM3シリーズモジュールでサポートされます。
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•高速タイムアウト：M1およびM2シリーズモジュールで、ヒットが低いフローをフラッシュ
します。

•アグレッシブタイムアウト：M1およびM2シリーズモジュールで、キャッシュが満杯にな
るとフローをアグレッシブにタイムアウトします。

•セッションタイムアウト：TCPクローズ接続ハンドシェイクが検出されたらフローをエージ
ングします（FIN/FIN_ACKパケット）。セッションタイムアウトは、M1およびM2シリー
ズモジュールでサポートされます。

•フラッシュキャッシュタイムアウト：F2、F2e、および F3シリーズモジュールで、キャッ
シュをフラッシュします。

最初の 5つのタイムアウトは、Mシリーズモジュール上の NetFlowキャッシュにのみ適用さ
れます。フロータイムアウトは、F2、F2e、および F3およびシリーズモジュールでのみサ
ポートされます。

（注）

アクティブおよび非アクティブタイムアウトはデフォルトで存在し、設定は解除できません。時

間の値だけを設定できます。

エクスポートフォーマット

Cisco NX-OSは、Version 5と Version 9のエクスポートフォーマットをサポートします。次の理由
から、Version 9エクスポートフォーマットを使用することを推奨します。

•ネットワークをより効率的に利用可能

• IPv6フィールドとレイヤ 2フィールドのサポート

Version 5エクスポートフォーマットを設定する場合、次の 3つの制約があります。

•固定フィールド仕様

• IPv6フィールドとレイヤ 2フィールドのサポートなし

• Netflow.InputInterfaceおよび Netflow.OutputInterfaceは、インターフェイスの 16ビット I/O記
述子（IOD）を表します。

インターフェイスの IOD情報は、show system internal im info globalコマンドを使用して取得で
きます。

（注）

CiscoNX-OSは、最大 2つのコレクタにエクスポートする場合のトランスポートプロトコルと
して、UDPをサポートします。

（注）
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M1シリーズモジュールは、バージョン 5からバージョン 9エクスポートフォーマットの設定
変更をサポートしますが、F2、F2e、および F3シリーズモジュールはサポートしません。

（注）

フローモニタ

フローモニタは、フローレコードおよびフローエクスポータを参照します。フローモニタはイ

ンターフェイスに適用します。

サンプラー

Cisco NX-OSはサンプル化された NetFlowをサポートします。この機能は、インターフェイスの
着信および発信パケットをサンプリングします。パケットはサンプリングされ、その後フローを

作成するために適性確認されます。

サンプリングされたNetFlowは、フローを作成するパケット数およびフロー数を制限することで、
コレクタに送信されるエクスポートデータの量を削減します。これは、フローが、転送エンジン

上ではなく、ラインカードまたは外部デバイス上で作成された場合に重要です。F2、F2e、F3、
およびM3シリーズモジュールは、サンプリングされた NetFlowのみをサポートします。

F2および F2eシリーズモジュールでNetFlowを実装すると、ソフトウェアでフローが作成されま
す。フローの作成または更新を試みるパケットが多すぎる場合、CPUの負荷が増加し、保護レー
トリミッタの必要が増加します。レートリミッタは、CPUに到達するパケット数を約1000パケッ
ト/秒に制限します。F3およびM3シリーズモジュールでは、NetFlowプロセッサとして使用され
る FSAと呼ばれる特別なハードウェアを使用してフローが作成されます。

F2、F2e、F3、M3、M1、およびM2モジュールでサポートされるサンプリングモードは、M out
of Nです。このモードでは、各 NパケットごとにMパケットがサンプル用にランダムに選択さ
れ、これらのパケットのみがフローを作成できます。

F2および F2eシリーズモジュールでは、スケーリング因数を設定する必要があることに注意
してください。これは、設定されたサンプリングで乗算される 1:1000の追加サンプリングで
す。この因数を見落とした場合、レポートされるレートに実際の値は反映されません。

（注）

レートリミッタは、F2および F2eシリーズモジュール上で、CPUに到達するパケット数を約
1000パケット/秒に制限します。F3シリーズモジュールでは、ASIC（SoC）あたり500PPSのレー
ト制限が実装されます。したがって、Cisco NX-OS 7000では、F3シリーズモジュールに 6つの
SoCが搭載されている場合、F3シリーズモジュールあたりの CPUに対するレート制限は、
500*6=3000 PPSになります。Cisco NX-OS 7700では、F3シリーズモジュールに 12個の SoCが
搭載されている場合、F3シリーズモジュールあたりのCPUに対するレート制限は、500*12=6000
PPSになります。
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他のシリーズモジュールF2およびF2eで1:8191であるのに対し、F3およびM3シリーズモジュー
ルは、より高いサンプリングレート、1:131071をサポートします。

F3シリーズモジュールは、バージョン 9でさらに多くのサンプリングレートをサポートしま
す。7.2(0)D1(1)リリースでの F3シリーズモジュールのパフォーマンスは、6.2.xリリースの場
合と比較して、パケット処理機能が 20～ 50倍向上しています。つまり、50000 ppsまで強化
されています。速度の改善により、このリリースでの F3シリーズモジュールでは、低いサン
プリングレートを使用できます。たとえば、1:4000のサンプリングを 1:80のサンプリングに
置き換えることができます。

（注）

M3シリーズモジュールでは、デフォルトのレート制限値はASIC（SoC）あたり 8000 PPSです。
このようなシナリオでは、Cisco Nexus 7700のM3シリーズ、48ポート 1/10Gイーサネットモ
ジュール（2つの SoCを搭載）のM3シリーズモジュールあたりの CPUに対するレート制限は、
8000*2=16000 PPSのみとなります。特定のM3シリーズモジュールでレート制限値を 24000 PPS
に設定するには、hardware rate-limiter layer-2 netflow ratemodule m3moduleコマンドを使用しま
す。この設定により、M3リーズモジュールの、M3リーズモジュールあたりの CPUに対する
レート制限を 24000*2=48000 PPSにすることができます。

同様に、Cisco Nexus 7700のM3シリーズ、24ポート 40Gイーサネットモジュール（4つの SoC
を搭載）のM3シリーズモジュールあたりの CPUに対するレート制限は、8000*4=32000 PPSの
みとなります。特定のM3シリーズモジュールでレート制限値を 12000 PPSに設定するには、
hardware rate-limiter layer-2 netflow ratemodule m3moduleコマンドを使用します。この設定によ
り、M3リーズモジュールの、M3リーズモジュールあたりの CPUに対するレート制限を
12000*4=48000 PPSにすることができます。

次の制限は、サンプルされた NetFlowおよび F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールに適用
されます。

• 1:100の追加サンプリングが、F2シリーズおよび F2eシリーズモジュールの設定値に適用さ
れます。たとえば、設定されたサンプリングが 1/200の場合、実際に適用されるサンプリン
グは 1/20000です。サンプラ値を 1:4956に設定すると、システムはレートリミッタを開始し
ません。この値は、モジュールを通過する最大トラフィックに基づいて計算されます。

•従来のNetFlowと比較したサンプルNetFlowの精度は、設定したサンプリングレートに依存
します。サンプリングレートが1:1の場合、サンプリングされたNetFlowは、従来のNetFlow
と同様に精密です。サンプリングレートが 1:100の場合、サンプリングされた NetFlowは従
来ほどは正確ではありませんが、デバイスのモニタに充分な統計パターンを生成します。

CoPP インターフェイスでの NetFlow サポート
CoPPインターフェイスでの NetFlowサポート機能により、スーパーバイザモジュール（つまり
コントロールプレーン）を宛先とするパケットに NetFlowを適用できます。

CoPPインターフェイスでの NetFlowサポート機能により、コントロールプレーンに出力される
パケットをモニタできます。このモニタリング機能は、NX-OS release 7.3(0)D1(1)で追加されまし
た。
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コントロールプレーンポリシングの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照してください。

Network Analysis Module; ネットワーク解析モジュール
Cisco Network Analysis Module（NAM）を使用して、NetFlowデータソースをモニタすることもで
きます。NAMを使用すると、ホスト、アプリケーション、対話、VLAN、QoSなどのトラフィッ
ク分析の表示およびレポート作成が可能になります。「NetFlowの設定例」のNAMの設定例を参
照してください。

CiscoNexus7000NetFlowデータソースのモニタリングにNAMを使用する詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1) Quick Start Guide』を参照してください。

ハイアベイラビリティ

CiscoNX-OSは、NetFlowのステートフルリスタートをサポートします。リブートまたはスーパー
バイザスイッチオーバーの後、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用します。

フローキャッシュはプロセスの再起動で保持されず、再起動中にソフトウェアに送信されるパ

ケットは処理されないため、スイッチオーバ中のフローはすべて失われ、復元することはできま

せん。

仮想化のサポート

仮想デバイスコンテキスト（VDC）は、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。
各 VDC内で、NetFlowを設定できます。デフォルトでは、Cisco NX-OSはデフォルトの VDCが
使用されるようにします。また、このモードで定義したフローを使用できるのは、デフォルト

VDCのインターフェイスに限られます。

VDCの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

NetFlow のライセンス要件
表 38：NetFlow のライセンス要件

ライセンス要件製品
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NetFlowにはライセンスは不要です。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

NetFlow の前提条件
NetFlowの前提条件は、次のとおりです。

• NetFlowはメモリおよびCPUリソースを大量に消費するので、デバイス上で必要なリソース
について理解しておく必要があります。

• VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、所定の VDCを開始する必要
があります。設定情報については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』、ライセンス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照し
てください。

NetFlow に関する注意事項および制約事項
NetFlowに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• NDEエクスポートでは、送信元インターフェイスを設定する必要があります。送信元イン
ターフェイスを設定しなかった場合、フローエクスポータはディセーブルステートのまま

です。

•フローモニタごとに、有効なレコード名を設定する必要があります。

• NetFlowタイムアウトはすべて、フロータイムアウトを除き、M1およびM2シリーズモ
ジュールだけに適用されます。フロータイムアウトは、F2、F2e、および F3およびシリー
ズモジュールでのみサポートされます。アクティブおよび非アクティブタイムアウトのみ、

M3シリーズモジュールに適用されます。

•ロールバック中、ハードウェアでプログラムされているレコードを変更しようとすると、
ロールバックは失敗します。

•レイヤ 2インターフェイスではレイヤ 2 NetFlowだけが適用され、レイヤ 3インターフェイ
スではレイヤ 3 NetFlowだけが適用されます。

•レイヤ 2 NetFlowに対してすでに設定されているポートチャネルにメンバを追加すると、
NetFlowの設定が削除され、ポートチャネルのレイヤ 2設定が追加されます。

•レイヤ 2インターフェイスをレイヤ 3インターフェイスへ変更すると、ソフトウェアで、イ
ンターフェイスからレイヤ 2の NetFlow設定が削除されます。
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• NetFlowコネクタで完全な 32ビットの SNMP ifIndex値を表示するには、NetFlow v9エクス
ポートを使用してください。

• NetFlowでサポートされているエントリの最大数は 512,000です。

•トンネルインターフェイスでは、NetFlowは設定はできますがサポートされません。

• Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender（FEX）は、FEXポートのレイヤ 3 NetFlow設定を
サポートします。

• Cisco Nexus 2000シリーズ FEXはブリッジされた NetFlowをサポートします（VLAN内のフ
ロー対象）。

• M1シリーズモジュールは、バージョン 5からバージョン 9エクスポートフォーマットの設
定変更をサポートしますが、F2、F2e、およびF3シリーズモジュールはサポートしません。

• F2、F2e、F3、およびM3シリーズモジュールは、次の変更はサポートしません。

◦アクティブモニタに適用されるレコード内のフィールドの変更。

◦アクティブモニタに適用されるサンプラ上のサンプリングモード値の変更。

• Cisco NX-OS Release 5.2以降では、少なくとも 1つのM1シリーズモジュールがある場合、
NetFlowは F1シリーズポートのスイッチ仮想インターフェイス（SVI）でサポートされま
す。SVI NetFlowは、VLAN間でルーティングされたトラフィックを対象としています。

• Mシリーズモジュールで、SVIにレイヤ 3 NetFlow入力フローモニタを適用し、レイヤ 2イ
ンターフェイスにレイヤ 2 NetFlow入力フローモニタをたとえば同じ基盤VLANが可能なト
ランクとして適用した場合、両方のインターフェイスへのすべての入力フローはレイヤ 2
NetFlowフローモニタのみによってレポートされます。

• F2、F2e、F3、およびM3シリーズモジュールは、サンプリングされたNetFlowのみをサポー
トします。

• Cisco NX-OS Release 6.1(2)以降では、サンプリングされた NetFlowは、F2および F2eシリー
ズモジュールでサポートされます。

• Cisco NX-OS Release 6.2(6)以降では、サンプリングされたNetFlowは、F3シリーズモジュー
ルでサポートされます。

•出力 NetFlowは、F2、F2eモジュールではサポートされず、これらのモジュールが存在する
いずれの混合 VDCでもサポートされません。

• Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1)以降では、出力 NetFlowは、F3モジュールでサポートされ
ます。

• Cisco NX-OS Release 7.2(1)D1(1)以降では、サブインターフェイスは、F2、F2e、および F3シ
リーズモジュールでサポートされます。

• CiscoNX-OSRelease 7.3(0)DX(1)以降では、入力および出力NetFlowは、M3シリーズモジュー
ルでサポートされます。

•デフォルトでは、入力NetFlowサンプリングを使用することはできず、DHCPは同じインター
フェイス上で一緒にリレーします。ただし、Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、デフォル
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トを上書きして、同じインターフェイス上でこれら 2つの機能をhardware access-list resource
feature bank-mappingコマンドを、各機能それぞれをイネーブルにするのに必要なコマンド
を入力した後で使用することで設定できます。このコマンドの詳細については、『CiscoNexus
7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』の「Configuring IP ACLs」の章を参照してく
ださい。

• Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、NetFlow全体が SPANを通してCisco NetFlowGeneration
Appliance（NGA）でサポートされます。サンプルされたNetFlowがサンプルされた SPANを
通して NGAでサポートされます。

NetFlowには、M1、M2シリーズと F2、F2e、F3、およびM3シリーズモジュールの両方におい
て混合 VDCに対する以下の制限があります。

• VDCは、少なくとも 1つの F2eシリーズポートまたは少なくとも 1つの F3シリーズポート
を含む場合、混合 VDCのみとして分類されます。

•レイヤ2NetFlow：M1およびM2シリーズモジュールポートではサンプリングされたNetFlow
と NetFlow全体がサポートされ、F2e、F3、およびM3シリーズモジュールポートではサン
プリングされた NetFlowのみがサポートされます。

•レイヤ3NetFlow：M1およびM2シリーズモジュールポートではサンプリングされたNetFlow
と NetFlow全体がサポートされます。F2および F2eシリーズモジュールポートはプロキシ
モードで開始するため、レイヤ 3ポートとして設定することはできません。したがって、レ
イヤ 3 NetFlowおよびサブインターフェイス NetFlowはこれらのポートで機能しません。F3
およびM3シリーズモジュールポートでは、サンプリングされたNetFlowがサポートされま
す。

• VLAN、SVI、およびポートチャネル：M1、M2シリーズと F2e、F3、およびM3シリーズ
モジュールの両方において、サンプリングされた NetFlowのみが VLAN、SVI、およびポー
トチャネルでサポートされます。

•サブインターフェイス（物理/ポートチャネル）：NetFlow設定は F2、F2e、F3、およびM3
シリーズモジュールインターフェイスでサポートされます。

•動的な構成変更は、M1およびM2シリーズと F2e、F3、およびM3モジュールで適用された
ポリシーに対して混合 VDCで使用できません。

•フロータイムアウトはF2eおよびF3シリーズモジュールだけに適用されます。他のNetFlow
タイマーはM1およびM2シリーズモジュールに適用されます。アクティブおよび非アク
ティブタイムアウトのみ、M3シリーズモジュールに適用されます。

•出力 NetFlowはMシリーズおよび F2eおよび F3シリーズモジュールの両方を含む VDCで
完全にブロックされます。

CoPPインターフェイスでの NetFlowサポート機能固有の注意事項と制約事項：

•この機能は、デフォルトの VDCでのみ設定できます。

•ユニキャストパケットがサポートされます。
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•この機能は、レイヤ 3 NetFlowフィールドのキャプチャのみをサポートします。レイヤ 2
フィールドのキャプチャはサポートされません。

•この機能には、サンプラの必須設定が必要です。

•この機能はイネーブル化されると、システム内のすべてのラインカードに次のように適用さ
れます。

◦ M1/M2ラインカードは、ハードウェアテーブル内にサンプリングされたフローを作成
します。512,000のエントリを含むグローバルルーティングテーブルが通常の NetFlow
と共有されます。

◦ F2/F2eラインカードは、ソフトウェアテーブル内にサンプリングされたフローを作成
します。テーブルあたりのパケット/秒（PPS）のサイズ制限が通常のNetFlowと共有さ
れます。追加の 1:100のサンプラも通常どおりに適用されます。

◦ F3ラインカードは、ソフトウェアでフローを作成します。テーブルあたりの PPSのサ
イズ制限が通常の NetFlowと共有されます。

◦パケットはスーパーバイザモジュールに出力されるため、この機能は出力方向にのみ適
用されます。

NetFlow のデフォルト設定
次の表に、NetFlowパラメータのデフォルト設定を示します。

表 39：デフォルトの NetFlow パラメータ

デフォルトパラメータ

512,000出力および入力キャッシュサイズ

1800秒フローアクティブタイムアウト

15秒フロータイムアウト（F2、F2eおよびF3シリー
ズモジュールのみ対象）

ディセーブルフロータイムアウトアグレッシブしきい値

ディセーブルフロータイムアウト高速しきい値

15秒フロータイムアウトの非アクティブ化

ディセーブルフロータイムアウトセッションエージング
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NetFlow の設定
NetFlowを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 NetFlow機能をイネーブルにします。

ステップ 2 フローにキーおよびフィールドを指定することによって、フローレコードを定義します。

ステップ 3 エクスポートフォーマット、プロトコル、宛先、およびその他のパラメータを指定することに

よって、任意でフローエクスポータを定義します。

ステップ 4 フローレコードおよびフローエクスポータに基づいて、フローモニタを定義します。

ステップ 5 送信元インターフェイス、サブインターフェイス、VLANインターフェイスにフローモニタを適
用します。

NetFlow 機能のイネーブル
フローを設定するには、先に NetFlowをグローバルでイネーブルにしておく必要があります。

NetFlowをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンドを
使用します。

目的コマンド

NetFlow機能をイネーブルにします。feature netflow
例：

switch(config)# feature netflow

目的コマンド

NetFlow機能を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。

no feature netflow
例：

switch(config)# no feature netflow
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フローレコードの作成

フローレコードを作成し、照合するためのキー、および収集するための非キーフィールドをフ

ロー内に追加します。

はじめる前に

正しい VDC内にいることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure t

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one per

ステップ 1   

line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

フローレコードを作成し、フローレコー

ドコンフィギュレーションモードを開始

flow recordname

例：
switch(config)# flow record Test
switch(config-flow-record)#

ステップ 2   

します。フローレコード名を最大 63文字
の英数字で入力できます。

（任意）

（任意）最大 63文字で、このフローの説
明を指定します。

descriptionstring

例：
switch(config-flow-record)#
description Ipv4Flow

ステップ 3   

（任意）

一致キーを指定します。

matchtype

例：
switch(config-flow-record)# match
transport destination-port

ステップ 4   

レイヤ 4ポートのデータをエク
スポートするには、match
transport destination-portおよび
match ip protocolコマンドが必
要です。

（注）

（任意）コレクションフィールドを指定

します。

collecttype

例：
switch(config-flow-record)# collect
counter packets

ステップ 5   

（任意）NetFlowのフローレコード情報を
表示します。フローレコード名を最大 63
文字の英数字で入力できます。

show flow record [name] [record-name]
|netflow-original | netflow protocol-port
| netflow {ipv4 | ipv6} {original-input |
original-output}}

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-flow-exporter)# show
flow record netflow protocol-port

（任意）この設定の変更を保存します。copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

match パラメータの指定
フローレコードごとに、次の matchパラメータを 1つ以上設定する必要があります。

目的コマンド

IPプロトコルまたは ToSフィールドを
キーとして指定します。

レイヤ4ポートのデータをエク
スポートするには、match
transport destination-portおよ
びmatch ip protocolコマンドが
必要です。show hardware flow
ipコマンドでもデータは収集さ
れ出力に表示されますが、上記

の両方のコマンドを設定しない

と、収集とエクスポートはされ

ません。

（注）

match ip {protocol | tos}

例：

switch(config-flow-record)# match ip protocol

IPv4送信元または宛先アドレスをキーと
して指定します。

match ipv4 {destination address | source address}

例：

switch(config-flow-record)# match ipv4 destination
address

IPv6キーを指定します。match ipv6 {destination address | source address |
flow-label | opitons }

例：

switch(config-flow-record)# match ipv6 flow label
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目的コマンド

トランスポート送信元または宛先ポート

をキーとして指定します。

レイヤ4ポートのデータをエク
スポートするには、match
transport destination-portおよ
びmatch ip protocolコマンドが
必要です。show hardware flow
ipコマンドでもデータは収集さ
れ出力に表示されますが、上記

の両方のコマンドを設定しない

と、収集とエクスポートはされ

ません。

（注）

match transport {destination-port | source-port}

例：

switch(config-flow-record)# match transport
destination-port

レイヤ 2属性をキーとして指定します。match datalink {mac source-address |mac
destination-address | ethertype | vlan}

例：

switch(config-flow-record)# match datalink
ethertype

collect パラメータの指定
フローレコードごとに、次の collectパラメータを 1つ以上設定する必要があります。

目的コマンド

フローからパケットベースまたはバイト

カウンタを収集します。任意で、64ビッ
トカウンタを使用することを指定でき

ます。

collect counter {bytes | packets} [long]

例：

switch(config-flow-record)#
switch(config-flow-record)# collect counter packets

フローに使用するサンプラの IDを収集
します。

collect flow sampler id

例：

switch(config-flow-record)# collect flow sampler

フローの先頭または最終パケットに関す

るシステム稼働時間を収集します。

collect timestampsys-uptime {first | last}

例：

switch(config-flow-record)# collect timestamp
sys-uptime last

フローのパケットに対応する TCPトラ
ンスポート層フラグを収集します。

collect transporttcpflags

例：

switch(config-flow-record)# collect transport tcp
flags
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目的コマンド

フローの IPバージョンを収集します。collect ip version

例：

switch(config-flow-record)# collect ip version

フローエクスポータの作成

フローエクスポータの設定では、フローに対するエクスポートパラメータを定義し、リモート

NetFlowコレクタへの到達可能性情報を指定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

フローエクスポータを作成し、フローエ

クスポータコンフィギュレーションモー

flow exportername

例：
switch(config)# flow exporter
flow-exporter-one

ステップ 2   

ドを開始します。フローエクスポータ名

を最大63文字の英数字で入力できます。

このフローエクスポータの宛先 IPv4ま
たは IPv6アドレスを設定します。任意

destination { ipv4-address | ipv6-address}
[use-vrfname ]

例：
switch(config-flow-exporter)#
destination 192.0.2.1

ステップ 3   

で、NetFlowコレクタに到達するために
使用する VRFを設定できます。VRF名
には最大 32文字の英数字を入力できま
す。

設定された宛先で NetFlowコネクタに到
達するために使用するインターフェイス

を指定します。

sourceinterface-typename/port

例：
switch(config-flow-exporter)# source
ethernet 2/1

ステップ 4   

（任意）

（任意）このフローエクスポータについ

て説明します。説明には最大63文字の英
数字を入力できます。

descriptionstring

例：
switch(config-flow-exporter)#
description exportversion9

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

（任意）DSCP（DiffServコードポイン
ト）値を指定します。範囲は 0～ 63で
す。

dscpvalue

例：
switch(config-flow-exporter)# dscp 0

ステップ 6   

（任意）

（任意）NetFlowコレクタに到達するた
めに使用するUDPポートを指定します。
範囲は 0～ 65535です。

UDPポートを指定しない場合
は、9995がデフォルトとして
選択されます。

（注）

transport udpport

例：
switch(config-flow-exporter)# transport
udp 200

ステップ 7   

NetFlowエクスポートバージョンを指定
します。フローエクスポータのバージョ

version {5 | 9}

例：
switch(config-flow-exporter)# version
9

ステップ 8   

ン 9コンフィギュレーションサブモード
を開始するには、バージョン 9を選択し
ます。

（任意）

フローエクスポータの統計情報再送信タ

イマーを設定します。値の範囲は 1～
86400秒です。

option {exporter-stats | interface-table |
sampler-table} timeoutseconds

例：
switch(config-flow-exporter-version-9)#
option exporter-stats timeout 1200

ステップ 9   

（任意）

テンプレートデータ再送信タイマーを設

定します。値の範囲は1～86400秒です。

templatedatatimeoutseconds

例：
switch(config-flow-exporter-version-9)#
template data timeout 1200

ステップ 10   

フローエクスポータコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：
switch(config-flow-exporter-version-9)#
exit

ステップ 11   

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-flow-exporter)# exit

ステップ 12   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 13   

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。
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フローモニタの作成

フローモニタを作成して、フローレコードおよびフローエクスポータと関連付けることができ

ます。1つのモニタに属しているすべてのフローは、様々なフィールド上で照合するために関連
するフローレコードを使用します。データは指定されたフローエクスポータにエクスポートされ

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

フローモニタを作成し、フローモニタコン

フィギュレーションモードを開始します。フ

flow monitorname

例：
switch(config)# flow monitor
flow-monitor-one

ステップ 2   

ローモニタ名を最大 63文字の英数字で入力
できます。

（任意）

このフローモニタについて説明します。説明

には最大 63文字の英数字を入力できます。

descriptionstring

例：
switch(config-flow-monitor)#
description IPv4Monitor

ステップ 3   

（任意）

フローエクスポータとこのフローモニタを関

連付けます。エクスポータ名には最大63文字
の英数字を入力できます。

exportername

例：
switch(config-flow-monitor)#
export v9

ステップ 4   

フローレコードを指定したフローモニタと関

連付けます。レコード名には最大63文字の英
数字を入力できます。

record {namenetflow-original |
netflow protocol-port | netflow {ipv4
| ipv6} {original-input |
original-output}}

ステップ 5   

例：
switch(config-flow-monitor)#
record IPv4Flow

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-flow-monitor)# exit

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

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

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。

サンプラーの作成

フローサンプラーを作成し、フローに対してNetFlowサンプリングレートを定義することができ
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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

サンプラーを作成し、サンプラーコンフィ

ギュレーションモードを開始します。フ

samplername

例：
switch(config)# sampler testsampler

ステップ 2   

ローサンプラー名を最大 63文字の英数字
で入力できます。

（任意）

（任意）このサンプラーについて説明しま

す。説明には最大63文字の英数字を入力で
きます。

descriptionstring

例：
switch(config-flow-sampler)#
description samples

ステップ 3   

受信パケット数あたりの取得サンプル数を

定義します。sample-numberの範囲は 1～
modesample-numberout-ofpacket-number

例：
switch(config-flow-sampler)# mode 1
out-of 128

ステップ 4   

64で、packet-numberの範囲は 1～ 65536で
す。

グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
switch(config-flow-sampler)# exit

ステップ 5   

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
445

NetFlow の設定
サンプラーの作成



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

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# 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。

インターフェイスへのフローモニタの適用

出力インターフェイスにはフローモニタを適用できません。入力 NetFlowのみサポートされ
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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。インターフェイスタイプに

interfaceinterface-typeslot/port

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/1

ステップ 2   

は、イーサネット（サブインターフェイスを含

む）、ポートチャネル、またはVLANインター
フェイスを使用できます。

入力パケットのインターフェイスに、IPv4フ
ローモニタおよびサンプラを関連付けます。フ

ip flow
monitornameinputsamplername

例：
switch(config-if)# ip flow
monitor testmonitor input
sampler testsampler

ステップ 3   

ローモニタ名およびサンプラ名を最大 63文字
の英数字で入力できます。

入力パケットのインターフェイスに、IPv6フ
ローモニタおよびサンプラを関連付けます。フ

ipv6 flow
monitornameinputsamplername

例：
switch(config-if)# ipv6 flow
monitor testmonitorv6 input
sampler testsamplerv6

ステップ 4   

ローモニタ名およびサンプラ名を最大 63文字
の英数字で入力できます。
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目的コマンドまたはアクション

入力パケットのインターフェイスに、レイヤ 2
スイッチフローモニタとサンプラを関連付けま

layer2-switched flow
monitornameinputsamplername

例：
switch(config-if)#
layer2-switched flow monitor

ステップ 5   

す。フローモニタ名およびサンプラ名を最大63
文字の英数字で入力できます。

testmonitorl2 input sampler
testsamplerl2

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 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

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

CoPP インターフェイスでの NetFlow サポートの設定
フローレコードを作成し、照合するためのキー、および収集するための非キーフィールドをフ

ロー内に追加します。

はじめる前に

デフォルトの VDCで次の設定を行います。

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 コントロールプレーンコンフィギュレーションモードを開始します。ユーザが、デバイスのコ

ントロールプレーンに関連付けられている属性を関連付けることができるようにします。
switch(config)# control-plane

ステップ 3 出力パケットのコントロールプレーンに、IPv4フローモニタおよびサンプラを関連付けます。フ
ローモニタ名およびサンプラ名を最大 63文字の英数字で入力できます。
switch(config-cp)# ip flow monitornameoutput samplername
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次の作業

CoPPインターフェイスでのNetFlowサポート機能の設定を完了するには、次の作業を実行する必
要があります。

フローレコードの作成, （439ページ）

フローモニタの作成

サンプラーの作成, （445ページ）

VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定
VLANにフローモニタおよびサンプラを適用できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VLANコンフィギュレーションモードを開始し
ます。vlan-idの範囲は 1～ 3967、または 4048
～ 4093です。

vlan configurationvlan-id

例：
switch(config)# vlan
configuration 30

ステップ 2   

VLANコンフィギュレーションモード
では、作成とは無関係にVLANを設定
できます。これは、VTPクライアント
のサポートに必要です。

（注）

入力パケットのVLANにフローモニタおよびサ
ンプラを関連付けます。フローモニタ名および

{ipipv6} flow
monitornameinputsamplername

例：
switch(config-vlan-config)# ip
flow monitor testmonitor input
sampler testsampler

ステップ 3   

サンプラ名を最大63文字の英数字で入力できま
す。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：
switch(config-vlan-config)#
exit

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レー

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
448

NetFlow の設定
VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定



目的コマンドまたはアクション

レイヤ 2 NetFlow の設定
フレクシブル NetFlowレコード内でレイヤ 2キーを定義できます。このレコードを使用して、レ
イヤ 2インターフェイスのフローをキャプチャできます。レイヤ 2のキーは次のとおりです。

•送信元および宛先MACアドレス

•送信元 VLAN ID

•イーサネットフレームのイーサネットタイプ

受信方向については、次のインターフェイスに対してレイヤ 2 NetFlowを適用できます。

•アクセスモードのスイッチポート

•トランクモードのスイッチポート

•レイヤ 2のポートチャネル

Layer 2 NetFlowを VLAN、送信インターフェイス、またはレイヤ 3インターフェイス（VLAN
インターフェイスなど）に適用できます。

（注）

はじめる前に

正しいVDC内にいることを確認します。VDCを変更するには、switchto vdcコマンドを使用しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure t

例：
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per
line. End with CNTL/Z.

ステップ 1   

フローレコードコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。フローレコー

flow recordname

例：
switch(config)# flow record L2_record

ステップ 2   

ドの設定方法については、「フローレ

コードの作成」の項を参照してくださ

い。
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目的コマンドまたはアクション

レイヤ2属性をキーとして指定します。match datalink {mac source-address |mac
destination-address | ethertype | vlan}

ステップ 3   

例：
switch(config-flow-record)# match datalink
ethertype

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。インターフェ

interface {ethernetslotport} |
{port-channelnumber}

例：
switch(config-flow-record)# interface
Ethernet 6/3

ステップ 4   

イスタイプは、物理的なイーサネット

ポートまたはポートチャネルを指定で

きます。

インターフェイスをレイヤ 2の物理イ
ンターフェイスに変更します。スイッ

switchport

例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 5   

チポートの設定方法については、

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

パケットのMAC分類を強制します。mac packet-classify

例：
switch(config-if)# mac packet-classify

ステップ 6   

mac packet-classifyコマンドの使用につ
いては、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS
Security Configuration Guide.』を参照し
てください。

フローを検出するためにこの

コマンドを使用する必要があ

ります。

（注）

フローモニタおよびオプションのサン

プラーをスイッチポートの入力パケッ

トに関連付けます。

layer2-switched flow
monitorflow-nameinput[samplersampler-name]

例：
switch(config-vlan)# layer2-switched flow
monitor L2_monitor input sampler
L2_sampler

ステップ 7   

•フローモニタ名およびサンプラ名
を最大63文字の英数字で入力でき
ます。

（任意）レイヤ 2NetFlowのデフォルト
レコードの情報を表示します。

show flow record netflow layer2-switched input

例：
switch(config-if# show flow record netflow
layer2-switched input

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）この設定の変更を保存します。copy running-config startup-config

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

ステップ 9   

NetFlow タイムアウトの設定
任意で、システム内のすべてのフローに適用されるグローバルな NetFlowタイムアウトを設定で
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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

フラッシュタイムアウト値を秒単位で設定し

ます。範囲は 5～ 60秒です。
flow timeoutseconds

例：
switch(config)# flow timeout 30

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

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

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。

NetFlow 設定の確認
NetFlowの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

NetFlowのフローエクスポータ情報と統計情報
を表示します。フローエクスポータ名を最大

63文字の英数字で入力できます。

show flow exporter [name]
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目的コマンド

NetFlowインターフェイスに関する情報を表示
します。

show flow interface [interface-type slot/port]

NetFlowのフローレコード情報を表示します。
フローレコード名を最大 63文字の英数字で入
力できます。

show flow record [name]

レイヤ 2 NetFlowコンフィギュレーションの情
報を表示します。

show flow record netflow layer2-switched input

NetFlowタイムアウト情報を表示します。show flow timeout

NetFlowサンプラに関する情報を表示します。

サンプラ名には最大 63文字の英数字を入力で
きます。

show sampler [name]

NetFlowハードウェア IPフローに関する情報を
表示します。

show hardware ip flow

デバイスの現在のNetFlow設定を表示します。show running-config netflow

NetFlow のモニタリング
NetFlowの統計情報を表示するには、show flow exporterコマンドを使用します。NetFlowフロー
エクスポータの統計情報を消去するには、clear flow exporterコマンドを使用します。

NetFlow の設定例
次に、IPv4に対して NetFlowエクスポータを設定する例を示します。

feature netflow
flow exporter ee
version 9
flow record rr
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
collect counter bytes
collect counter packets
flow monitor foo
record rr
exporter ee
interface Ethernet2/45
ip flow monitor foo input
ip address 10.20.1.1/24
no shutdown
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この例は、Cisco Nexus 7000シリーズスイッチから NAMへの IPv4に対する NetFlowエクスポー
タ設定を示しています。

flow exporter pw
destination 172.20.101.87 use-vrf management
transport udp 3000
source mgmt0
version 9

flow record pw
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match ip protocol
match ip tos
match transport source-port
match transport destination-port
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect timestamp sys-uptime first
collect timestamp sys-uptime last
collect ip version

flow monitor pw
record pw
exporter pw

interface Ethernet2/9
ip flow monitor pw input
ip flow monitor pw output

NetFlow CoPP インターフェイスサポートの確認例
show hardware flow ipコマンドの出力例

switch(config-if)# show hardware flow ip

D - Direction; L4 Info - Protocol:Source Port:Destination Port
IF - Interface: (Eth)ernet, (S)vi, (V)lan, (P)ortchannel, (T)unnel
TCP Flags: Ack, Flush, Push, Reset, Syn, Urgent

D IF SrcAddr DstAddr L4 Info PktCnt TCP Fl
--+-----------+---------------+---------------+---------------+----------+------
CP sup-eth1 010.014.014.002 010.014.014.001 001:00000:00000 0000000021 ......

show running-configuration netflowコマンドの出力例

switch# show running-configuration netflow

version 7.3(0)D1(1)

feature netflow

flow timeout active 60
flow exporter exp1
destination 10.76.80.132 use-vrf management
transport udp 9995
source mgmt0
version 9
template data timeout 5
option sampler-table timeout 8

sampler s3
mode 2 out-of 3

flow monitor M2
record netflow ipv4 original-input
exporter exp1
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control-plane
ip flow monitor M2 output sampler s3

関連資料

関連項目関連項目

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

NetFlow CLIコマンド

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

VDCおよび VRF

『Cisco Network Analysis Module (NAM) for Nexus
7000 Quick Start Guide』

『Cisco Network Analysis Module (NAM)』

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

『Cisco NetFlow Generation Appliance (NGA)』

NetFlow 機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 40：NetFlow 機能の履歴

機能情報リリース機能名

M3シリーズモジュールでNetFlow
のサポートが追加されました。

7.3(0)DX(1)NetFlow

CoPPインターフェイスでの
NetFlowサポートの追加されまし
た。

7.3(0)D1(1)NetFlow

F3シリーズモジュールのパケット
処理率を 50000 ppsに強化しまし
た。

7.2(0)D1(1)NetFlow
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F3シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

6.2(6)NetFlow

同じインターフェイスで設定され

る入力 NetFlowサンプリングおよ
び DHCPリレーのサポートが追加
されました。

6.2(2)NetFlow

NetFlowデータソースに対する
NAMサポートが追加されました。

6.2(2)NetFlow

Cisco NetFlow Generation Appliance
（NGA）で NetFlow全体およびサ
ンプリングされた NetFlowのサ
ポートが追加されました。

6.2(2)NetFlow

F2シリーズおよびF2eシリーズモ
ジュールでサンプリングされた

NetFlowのサポートが追加されま
した。

6.1(2)NetFlow

F2シリーズおよびF2eシリーズモ
ジュールで flow timeout secondsコ
マンドが追加されました。

6.1(2)NetFlow

NetFlowは、F2シリーズモジュー
ルではサポートされません。

6.0(1)NetFlow

ACLエントリによって拒否された
フローのコレクションをトリガす

るために collect routing
forwarding-statusコマンドのサポー
トが追加されました。

6.0(1)NetFlow

NetFlowはF1シリーズポートのス
イッチ仮想インターフェイス

（SVI）でサポートされます。

5.2(1)NetFlow

VLAN上でブリッジ NetFlowを設
定する場合に、作成とは独立して

VLANを設定できる VLAN設定
モードがサポートされます。

5.1(1)ブリッジ NetFlow
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NetFlowの IPv4フローおよび
NetFlowのテーブル使用率を表示
する NetFlowインスタンスを指定
できます。

5.0(2)NetFlowの確認

フレクシブル NetFlowレコード内
でレイヤ 2キーを定義できます。
このレコードを使用して、レイヤ

2インターフェイスのフローをキャ
プチャできます。

4.2(1)レイヤ 2 NetFlow

ロールバック中、ハードウェアで

プログラムされているレコードを

変更しようとすると、NetFlowの
ロールバックは失敗します。

4.1(3)NetFlow中のロールバック
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第 21 章

EEE の設定

この章は、CiscoNX-OSデバイス上でEnergyEfficient Ethernet（EEE）を設定する方法について説
明します。

• 機能情報の確認, 457 ページ

• EEEについて, 458 ページ

• 仮想化のサポート, 458 ページ

• EEEのライセンス要件, 458 ページ

• EEEの前提条件, 459 ページ

• 注意事項と制約事項, 459 ページ

• デフォルト設定, 459 ページ

• EEEの設定, 460 ページ

• EEE設定の確認, 461 ページ

• EEEの設定例, 463 ページ

• 関連資料, 463 ページ

• EEEの機能の履歴, 463 ページ

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

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

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

照してください。
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EEE について

EEE
Energy Efficient Ethernet (EEE)は、アイドル時間にイーサネットネットワークの消費電力を減らす
ように設計された IEEE802.3azの標準です。低電力アイドル（LPI）モードをサポートするデバイ
スで EEEをイネーブルにできます。このようなデバイスは、低い使用率のときに LPIモードを開
始して、電力を節約できます。LPIモードでは、リンクの両端にあるシステムは、特定のサービ
スをシャットダウンして、電力を節約できます。EEEは上位層プロトコルおよびアプリケーショ
ンに対して透過的であるように、LPIモードに移行したり、LPIモードから移行する必要があるプ
ロトコルを提供します。

EEE LPI のスリープしきい値
EEE LPIスリープしきい値は、アイドル状態を検出した後、インターフェイスがスリープ状態に
なる前の待ち時間を指定します。アグレッシブまたは非アグレッシブにしきい値を設定できます。

EEE 遅延
EEE Latencyはトラフィックに加えられる EEEの遅延を指定します。デフォルト値は 6マイクロ
秒の一定の遅延です。

仮想化のサポート
デフォルトでは、仮想デバイスコンテキスト（VDC）を特別に設定しない限りCisco NX-OSのデ
フォルトのVDCが使用されます。VDCの詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSVirtual
Device Context Configuration Guide』を参照してください。

EEE のライセンス要件
ライセンス要件製品

EEE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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EEE の前提条件
EEEには、次の前提条件があります。

• VDCを設定するには、適切なライセンスをインストールする必要があります。設定情報につ
いては『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』、ライセン
ス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

注意事項と制約事項
注意事項と制約事項：

• F2e（拡張）銅線ポートモジュールのみが EEEをサポートします。F2eファイバポートモ
ジュールは EEEをサポートしません。

• EEEは 10ギガビットリンク速度でのみサポートされます。1ギガビットリンク速度ではサ
ポートされません。

• EEEの設定を変更すると、デバイスがレイヤ 1の自動ネゴシエーションを再起動しなければ
ならないため、インターフェイスがリセットされます。

•受信パスでデータを受け入れる前により長いウェイクアップ時間を必要とするデバイスのリ
ンク層検出プロトコル（LLDP）をイネーブルにする必要がある場合があります。これによ
り、デバイスは送信リンクパートナーから拡張システムのウェイクアップ時間についてネ

ゴシエーションできます。

デフォルト設定
EEEパラメータのデフォルト設定を示します。

表 41：デフォルトの EEE パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルEEE

非アグレッシブEEE LPIのスリープしきい値

6マイクロ秒EEE Latency
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EEE の設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• EEEのイネーブル化またはディセーブル化

• EEE LPIスリープしきい値の設定

EEE のイネーブル化またはディセーブル化
EEE対応リンクパートナーに接続されているインターフェイスの EEEをイネーブルまたはディ
セーブルにできます。

はじめる前に

正しい VDC内にいることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードに切

り替えます。

switch# configure terminal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(config)# interface
ethernet slot/port

ステップ 2   

指定されたインターフェイスの EEEをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。EEEがイネーブ

switch(config-if)# [no] power
efficient-ethernet auto

ステップ 3   

ルの場合、デバイスはリンクパートナーに EEE
をアドバタイズし、自動ネゴシエートします。

（任意）

インターフェイスの EEEの状態を表示します。
switch(config-if)# show interface
ethernetslot/port

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レー

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

ステップ 5   

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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EEE LPI スリープしきい値の設定
インターフェイスで EEE LPIスリープしきい値を設定してどの程度アグレッシブにスリープさせ
るかを指定できます。

はじめる前に

正しいVDC内にいることを確認します。VDCを変更するには、switchto vdcコマンドを使用しま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードに切り替

えます。

switch# configure terminal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(config)# interface
ethernet slot/port

ステップ 2   

インターフェイスのEEELPIのスリープしきい値をア
グレッシブまたは非アグレッシブに設定します。この

switch(config-if)# [no] power
efficient-ethernet sleep
threshold aggressive

ステップ 3   

コマンドのno形式は非アグレッシブしきい値をイネー
ブルにします。

•アグレッシブ：アイドル状態が検出されてから
20マイクロ秒後に LPIモードになるようにデバ
イスを設定します。

•非アグレッシブ：アイドル状態が検出されてから
600マイクロ秒後に LPIモードになるようにデバ
イスを設定します。

（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 4   

EEE 設定の確認
EEEの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
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表 42：イーサネットインターフェイス上の EEE

目的コマンド

現在の電力使用状況を表示します。show environment power detail

インターフェイスの EEEの状態を表示しま
す。オプションは次のとおりです。

• N/A：インターフェイスは EEEに対応
できません。

• Disabled：EEEはこのインターフェイ
スでディセーブルです。

• Disagreed：リンクパートナーとのEEE
自動ネゴシエートが失敗しました。

• Operational：EEEがこのインターフェ
イスでイネーブルになっており、稼動

しています。

show interface ethernetslot/port

インターフェイスが EEEに対応しているか
どうかを表示します。

show interface ethernetslot/portcapabilities

インターフェイスで次の EEEの統計情報を
表示します。

• TxLPI usecs：転送リンクパートナーが
LPIモードを終了した後にデータの転
送を開始するまでに待つ期間（マイク

ロ秒単位）。

• Rx LPI usecs：受信リンクパートナー
が LPIモード終了後にデータ転送まで
に転送リンクパートナーが待つことを

受信リンクパートナーが要求する期間

（マイクロ秒単位）。

• TxLPI requests：転送リンクパートナー
が LPIモードを開始するリクエストを
作成する回数。

• Rx LPI indications：

転送リンクパートナーが LPIモードを
開始したことを受信リンクパートナー

が検出した回数。

show interface ethernetslot/portcounters detailed
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EEE の設定例
次に、イーサネットインターフェイス上で EEEをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# power efficient-ethernet auto
switch(config-if)# power efficient-ethernet sleep threshold aggressive
switch(config-if)# show interface ethernet 7/1
Ethernet7/1 is up

EEE(efficient-ethernet): Operational

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

EEE CLIコマンド

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

VDC

EEE の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 43：EEE の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.1(2)EEE
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第 22 章

GIR の設定（Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)）

この章は、次の項で構成されています。

• GIRについて, 465 ページ

• GIRの注意事項と制約事項, 471 ページ

• カスタムメンテナンスモードプロファイルおよびカスタム通常モードプロファイルの設定,
472 ページ

• スナップショットの作成, 473 ページ

• スナップショットへの showコマンドの追加, 474 ページ

• スナップショットセクションのダンプ, 476 ページ

• メンテナンスモードの開始, 477 ページ

• 通常モードへの復帰, 481 ページ

• メンテナンスプロファイルの削除, 482 ページ

• GIRの設定例, 482 ページ

• GIRの確認, 488 ページ

• GIRの機能の履歴, 491 ページ

GIR について
グレースフル挿入と削除（GIR）を使用して、スイッチをメンテナンスモードにしてデバッグや
アップグレードを実行することができます。スイッチのメンテナンスが完了したら、スイッチを

通常モードに戻すことができます。

スイッチをメンテナンスモードにすると、すべてのプロトコルがネットワークから分離されま

す。通常モードに戻すと、すべてのプロトコルが起動状態に戻ります。
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Cisco NX-OS 7.2(0)D1(1)リリースでは、GIRのデフォルトモードは shutdownです。スイッチを
メンテナンスモードにすると、すべてのプロトコルはグレースフルに（正常に）ダウン状態にな

り、すべての物理ポートがシャットダウンします。通常モードに戻すと、すべてのプロトコルお

よびポートが起動状態に戻ります。次のプロトコルがサポートされています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• BGPv6

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• EIGRPv6

• Intermediate System-to-Intermediate System（ISIS）

• ISISv6

• Open Shortest Path First（OSPF）

• OSPFv3

• RIP

以下もサポートされます。

•仮想ポートチャネル（vPC）および vPC+

•インターフェイス

• FabricPath

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降では、GIRのデフォルトモードは isolateです。すべてのイ
ネーブルのプロトコルをメンテナンスモードにするには、systemmodemaintenanceコマンドを使
用します。スイッチでは、プロトコルをネットワークから分離するために、isolateコマンドを使
用します。これにより、スイッチはネットワークから分離されますが、シャットダウンはされま

せん。スイッチがネットワークから分離されると、スイッチではルーティングプロトコルが実行

されて、ピアスイッチとのネイバーシップが維持されます。isolateコマンドはプロトコルインス
タンスに適用され、次のプロトコルに適用できます。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• BGPv6

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• EIGRPv6

• Intermediate System-to-Intermediate System（ISIS）

• ISISv6

• Open Shortest Path First（OSPF）

• OSPFv3

• FabricPath（スパインスイッチにのみ適用可能）
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（注） • Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1)と同様に、system mode maintenance shutdownを使用し
て GIRの shutdownモードを使用することができます。

•カスタムプロファイルが設定され、メンテナンスモードをサポートしない他の Cisco
NX-OSリリースに対するCisco NX-OS Release 7.3(1)D1(1)イメージを実行しているスイッ
チをコールドブートする場合、write-eraseリロード後に同じコンフィギュレーションファ
イルを使用することはできません。

•通常モードでは、プロトコルの処理は、プロトコルがメンテナンスモードで処理される
順序と逆の順序で行われます。同様に、メンテナンスモードでは、プロトコルの処理は、

プロトコルが通常モードで処理される順序と逆の順序で行われます。

メンテナンスプロファイル

メンテナンスプロファイルには、グレースフル削除またはグレースフル挿入時に順次適用される

一連のコマンドが含まれています。

デフォルトでは、すべての有効なプロトコルは、グレースフル削除中に分離され、グレースフル

挿入時に復元されます。プロトコルは、定義済みの順序で分離および復元されます。

スイッチは、次のプロファイルをサポートしています。

•メンテナンスモードプロファイル：スイッチがメンテナンスモードになったときに、グレー
スフル削除中に実行されるすべてのコマンドが含まれます。

•通常モードプロファイル：スイッチが通常モードに戻ったときに、グレースフル挿入中に実
行されるすべてのコマンドが含まれます。

システム生成プロファイル

特定の設定コマンドを使用して、システムによりメンテナンスモードまたは通常モードのプロ

ファイルが生成されるようにできます。system mode maintenanceコマンドによりメンテナンス
モードプロファイル、no system mode maintenanceコマンドにより通常モードプロファイルがシ
ステムにより生成されます。

カスタムプロファイル

グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、カスタムメ

ンテナンスモードプロファイルまたは通常モードプロファイルを作成し、プロトコルを個々に

分離、シャットダウン、または復元する（または追加の設定を実行する）ことができます。シス

テム生成プロファイルが必要な設定を提供しない場合や、既存のシステム生成プロファイルまた

はカスタムプロファイルに実装固有の追加の機能を含めるよう強化する必要がある場合、カスタ

ムプロファイルを使用できます。configuremaintenance profilemaintenance-modeコマンドを使用
して必要なコマンドを含むカスタムメンテナンスモードプロファイルを設定するか、または
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configure maintenance profile normal-modeコマンドを使用して必要なコマンドを含むカスタム通
常モードプロファイルを設定します。

システム生成プロファイルはカスタムプロファイルを上書きしますが、逆もまた起こります。シ

ステムに同時に設定できるのは、システム生成メンテナンスモードプロファイルかカスタムメ

ンテナンスモードプロファイルのいずれかになります。同様に、システムに同時に設定できるの

は、システム生成通常モードプロファイルかカスタム通常モードプロファイルのいずれかになり

ます。シナリオは次の図に示すとおりです。

図 7：メンテナンスプロファイルのシナリオ

シナリオ 1または 2の使用を推奨します。（注）

計画外メンテナンス

重大な障害が原因でスイッチがリロードしたら、スイッチを計画外メンテナンスモードにするこ

とができます。単一のスーパーバイザ搭載のスイッチでは、system mode maintenance on-reload
reset-reasonコマンドを使用してリセット理由 CLIを設定し、スイッチが重大な障害が原因でリ
ロードした後にメンテナンスモードに入ることができるようにします。デュアルスーパーバイザ

搭載のスイッチでは、スイッチに重大な障害が発生すると SUPスイッチオーバーが生じ、スイッ
チはメンテナンスモードに入りません。スイッチが計画外メンテナンスモードに入ると、スター

トアップコンフィギュレーションに存在するメンテナンスモードプロファイルが適用されます。

スイッチが計画外メンテナンスモードに入る際にスタートアップコンフィギュレーションにメン

テナンスモードプロファイルが存在しない場合、システム生成メンテナンスモードプロファイ

ルが作成されます。
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メンテナンスモードタイマー

スイッチを指定した期間（分）メンテナンスモードに維持するには、メンテナンスモードに入る

前に system mode maintenance timeoutコマンドを使用します。このコマンドは、スイッチがメン
テナンスモードのときに、スイッチがメンテナンスモードである期間（分）を変更するのにも使

用できます。その場合、タイマーは新しいタイマー値によるインスタントから再開されます。設

定された時間が経過すると、no system mode maintenance modeを使用しなくてもスイッチは自動
的に通常モードに戻ります。タイマーを無効にするには、no system mode maintenance timeoutコ
マンドを使用します。

Snapshot
snapshotコマンドを使用して、選択した機能の実行状態をキャプチャし、永続ストレージメディ
アに実行状態を保存します。

スナップショットを使用して、メンテナンスモードになる前と通常モードに戻った後に、スイッ

チの状態を比較することができます。スナップショットプロセスは、次の 3つの部分で構成され
ます。

•事前に選択したスイッチの一部機能の状態のスナップショットを作成し、永続ストレージメ
ディアに保存する。

•さまざまな時間間隔で取得したスナップショットを一覧にして、管理する。

•スナップショットを比較し、各機能の概要と詳細を表示する。

スナップショットには、次の 2つのタイプがあります。

•システム生成スナップショット：[no] systemmodemaintenanceコマンドを使用すると、シス
テムにより生成されます。システムは、システムがメンテナンスモードに入る直前に

before_maintenanceスナップショットを作成します。システムは、システムが通常モードに入
る直前に after_maintenanceスナップショットを作成します。[no] systemmode maintenanceコ
マンドを使用すると、システムは古いスナップショットを上書きします。システム生成ス

ナップショットを削除するには、snapshot delete {all | snapshot-name}コマンドを使用します。

•ユーザ生成スナップショット：ユーザ生成スナップショットを作成するには、snapshotcreate
name descriptionコマンドを使用します。ユーザ生成スナップショットを削除するには、
snapshot delete {all | snapshot-name}コマンドを使用します。

特定のシナリオでは、ハードウェアプログラミングが実行されている場合に、システム生成の

after_maintenanceスナップショットが作成される場合があります。このような場合は、システムが
ハードウェアプログラミングを完了して安定な状態になったら、ユーザ生成スナップショットを

作成することをお勧めします。その後、新しい after_maintenanceスナップショットを
before_maintenanceスナップショットと比較することができます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
469

GIR の設定（Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)）
メンテナンスモードタイマー



システム生成およびユーザ生成スナップショットは、スナップショットリポジトリに保存されま

す。

図 8：スナップショットリポジトリ

次の表に、対応する showコマンドを含むスナップショットセクションを示します。

対応する show コマンドセクションの名前

show bgp sessions vrf allbgpセッション

show ip eigrp topology summaryeigrp

show ipv6 eigrp topology summaryeigrpv6

show interfaceinterface

show ip ospf vrf allospf

show ipv6 ospfv3 vrf allospfv3

show isis database detail vrf allisis

show ip rip vrf allrip

show ip route summary vrf allroute-summary

show ipv6 route summary vrf allroutev6-summary

show vpcvpc
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FIB 保留の抑制
転送情報ベース（FIB）保留の抑制機能は、ボーダーゲートウェイプロトコルのルーティング情
報ベース（BGP-RIB）および拡張内部ゲートウェイルーティングプロトコルのルーティング情報
ベース（EIGRP-RIB）のフィードバックメカニズムを使用して、ネットワーク内の尚早なルート
アドバタイズメントと後続のパケット損失を防ぎます。このメカニズムはデフォルトでイネーブ

ルであり、これにより、ルートがネイバーにアドバタイズされる前にローカルに組み込まれるよ

うになります。

BGPおよび EIGRPは RIBからのフィードバックを待ちます。このフィードバックには、EIGRP
または BGPによって RIBに組み込まれたルートが、EIGRPまたは BGPがネイバーにアップデー
トを送信する前に転送情報ベース（FIB）に組み込まれたことが示されています。EIGRPまたは
BGPがアップデートを送信するのは、FIBが組み込んだバージョン以下のバージョンのルートだ
けです。この選択的なアップデートにより、EIGRPまたはBGPは尚早なアップデートを送信しな
くなり、その結果、スイッチのリロード後、ラインカードのリロード後、またはスイッチがメン

テナンスモードから通常モードに移行するときにデータプレーンがプログラムされる前であって

も、トラフィックが収集されます。

GIR の注意事項と制約事項
•自動またはシステム生成プロファイルでサポートされないカスタムのトポロジおよびプロト
コルには、カスタムメンテナンスプロファイルを使用する必要があります。

•メンテナンスを開始する前に、スイッチをメンテナンスモードにした後にスイッチがデータ
トラフィックを収集していないことを確認してください。カウンタと統計情報を使用して、

スイッチにデータトラフィックがないことを確認できます。

•カスタムプロファイルを使用する場合にカスタムプロファイルがシステム生成プロファイ
ルによって上書きされないようにするには、systemmodemaintenancealways-use-custom-profile
コマンドを使用します。

•デュアルスーパーバイザシステムでは、スナップショット情報はスタンバイスーパーバイ
ザに自動的にコピーされません。

•特定のトポロジと設定では、GIRにより、アプリケーショントラフィックの損失がゼロにな
らない場合があります。

• Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降では configure profile [maintenance-mode | normal-mode]
type adminコマンドを使用しないことを推奨します。configure maintenance profile
[maintenance-mode | normal-mode]コマンドの使用を強く推奨します。

•メンテナンスモードでは、インサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）、インサー
ビスソフトウェアダウングレード（ISSD）は実行できません。
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カスタムメンテナンスモードプロファイルおよびカス

タム通常モードプロファイルの設定
グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、メンテナン

スモードプロファイルまたは通常モードプロファイルを作成できます。カスタムメンテナンス

モードプロファイルおよびカスタム通常モードプロファイルを設定したら、system mode
maintenance always-use-custom-profileコマンドを使用して、メンテナンスモードの動作中は常に
カスタムプロファイルが使用されるようにすることをお勧めします。

手順

目的コマンドまたはアクション

メンテナンスモードプロファイルまたは通常モー

ドプロファイルの設定セッションを開始します。

設定しているプロトコルに応じて、プ

ロトコルを停止する適切なコマンドを

入力します。

（注）

switch# configure maintenance
profile [maintenance-mode |
normal-mode]

ステップ 1   

メンテナンスモードプロファイルを閉じます。switch# endステップ 2   

次に、カスタムメンテナンスモードプロファイルを作成する例を示します。

switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Please configure 'system mode maintenance always-use-custom-profile' if you want to use
custom profile always for maintenance mode.
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 10
switch(config-mm-profile)# interface ethernet 1/1
switch(config-mm-profile-if-verify)# shutdown
switch(config-mm-profile-if-verify)# end
Exit maintenance profile mode.

次に、カスタム通常モードプロファイルを作成する例を示します。

switch# configure maintenance profile normal-mode
Please configure 'system mode maintenance always-use-custom-profile' if you want to use
custom profile always for maintenance mode.
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# interface ethernet 1/1
switch(config-mm-profile-if-verify)# no shutdown
switch(config-mm-profile-if-verify)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 20
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# no isolate
switch(config-mm-profile-router)# end
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Exit maintenance profile mode.

switch# show maintenance profile
[Normal Mode]
interface Ethernet1/1
no shutdown
sleep instance 1 20
router bgp 100
no isolate
[Maintenance Mode]
router bgp 100
isolate
sleep instance 1 20
interface Ethernet1/1
shutdown

スナップショットの作成
選択した機能の実行状態のスナップショットを作成できます。スナップショットを作成する場合、

定義済みの一連の showコマンドが実行され、出力が保存されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

スナップショットを作成します。name変数は最大64
文字です。description変数は最大 256文字です。

switch# snapshot createname
description

ステップ 1   

すべてのスナップショットまたは特定のスナップ

ショットを削除するには、snapshot delete {all |
snapshot-name}コマンドを使用します。

（任意）

スイッチ上に存在するスナップショットを表示しま

す。

switch# show snapshotsステップ 2   

（任意）

2つのスナップショットの比較を表示します。
summaryキーワードは、2つのスナップショット間

switch# show snapshots
comparesnapshot-name-1
snapshot-name-2 [summary]

ステップ 3   

の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示

します。

次に、スナップショットを作成する例を示します。

switch# snapshot create before_maint taken before maint
Executing 'show interface'... Done
Executing 'show ip route summary vrf all'... Done
Executing 'show ipv6 route summary vrf all'... Done
Executing 'show bgp sessions vrf all'... Done
Executing 'show ip eigrp topology summary'... Done
Executing 'show ipv6 eigrp topology summary'... Done
Executing 'show vpc'... Done
Executing 'show ip ospf vrf all'... Done
Feature 'ospfv3' not enabled, skipping...
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Executing 'show isis database detail vrf all'... Done
Executing 'show ip rip vrf all'... Done
Executing user-specified 'show ip route detail vrf all'... Done
Snapshot 'before_maint' created

次に、スイッチ上に存在するスナップショットを表示する方法を示します。

switch# show snapshots
Snapshot Name Time Description
------------------------------------------------------------------------------
before_maint Wed Oct 14 10:56:50 2015 taken before maint

次に、2つのスナップショット間の比較を表示します。
switch# show snapshots compare before_maintenance after_maintenance summary
===========================================================================
Feature changed before_maintenance after_maintenance
===========================================================================
basic summary

# of interfaces 50 50
# of vlans 0 0
# of ipv4 routes vrf default 13 13
# of ipv4 paths vrf default 13 13
# of ipv4 routes vrf management 14 14
# of ipv4 paths vrf management 14 14
# of ipv6 routes vrf default 3 3
# of ipv6 paths vrf default 3 3

interfaces
# of eth interfaces 48 48
# of eth interfaces up 1 1
# of eth interfaces down 47 47
# of eth interfaces other 0 0

# of vlan interfaces 0 0
# of vlan interfaces up 0 0
# of vlan interfaces down 0 0
# of vlan interfaces other 0 0

次に、スナップショットを削除する例を示します。

switch# snapshot delete before_maint
switch# show snapshots
Snapshot Name Time Description
--------------------------------------------------------------------------

スナップショットへの show コマンドの追加
スナップショットでキャプチャされる追加の showコマンドを指定できます。それらの showコマ
ンドは、ユーザ指定のスナップショットセクションで定義されます。

手順

目的コマンドまたはアク

ション

ユーザ指定のセクションをスナップショットに追加します。

sectionは、showコマンドの出力に名前を付けるために使用
switch# snapshot section
addsection
"show-command" row-id

ステッ

プ 1   
されます。任意の単語を使用して、セクションに名前を付け

ることができます。
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目的コマンドまたはアク

ション

showコマンドは、引用符で囲む必要があります。show以外
のコマンドは拒否されます。

element-key1
[element-key2]

row-id引数では、showコマンドの XML出力の各行エントリ
のタグを指定します。element-key1および element-key2引数で
は、行エントリ間を区別するために使用されるタグを指定し

ます。ほとんどの場合、行エントリ間を区別するために指定

する必要があるのは element-key1引数だけです。

スナップショットからユーザ指定のセクションを

削除するには、snapshot section deletesection section
コマンドを使用します。

（注）

（任意）

ユーザ指定のスナップショットセクションを表示します。

switch# show snapshots
sections

ステッ

プ 2   

次の例では、スナップショットに show ip route detail vrf allコマンドを追加する方法を示します。
switch# snapshot section add v4route "show ip route detail vrf all" ROW_prefix ipprefix
switch# show snapshots sections
user-specified snapshot sections
--------------------------------
[v4route]
show command: show ip route detail vrf all
row id: ROW_prefix
key1: ipprefix
key2: -

次の例では、スナップショットに show ipv6 route detail vrf allコマンドを追加する方法を示しま
す。

switch# snapshot section add routev6 "show ipv6 route detail vrf all" ROW_prefix ipprefix
added section "routev6"

switch# show snapshots sections
user-specified snapshot sections
--------------------------------
[routev6]
show command: show ipv6 route detail vrf all
row id: ROW_prefix
key1: ipprefix
key2: -

次に、ユーザ指定のスナップショットセクションを削除する例を示します。

switch# snapshot section delete v4route
deleted section ”v4route"

switch# show snapshots sections
user-specified snapshot sections
--------------------------------
none
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次に、show ip route detail vrf allコマンドの XML出力例を表示します。
switch(config)# show ip route detail vrf all | xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" xmlns="http://w
ww.cisco.com/nxos:7.3.0.D1.1.:urib">
<nf:data>
<show>
<ip>

<__readonly__>
<TABLE_vrf>
<ROW_vrf>
<vrf-name-out>default</vrf-name-out>
<TABLE_addrf>
<ROW_addrf>
<addrf>ipv4</addrf>
<TABLE_prefix>
<ROW_prefix>
<ipprefix>0.0.0.0/32</ipprefix>
<ucast-nhops>1</ucast-nhops>
<mcast-nhops>0</mcast-nhops>
<attached>false</attached>
… <snip>
</ROW_prefix>

スナップショットセクションのダンプ

手順

目的コマンドまたはアクション

生成されたスナップショットのさまざまな

セクションの内容を表示します。

switch# show snapshots
dumpsnapshot-name

ステップ 1   

次に、生成されたスナップショットのさまざまなセクションの内容をダンプする例を示します。

switch# show snapshots dump new
File: interface.xml Snapshot: new
===========================================================================
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nf:rpc-reply xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" xmlns="http://w
ww.cisco.com/nxos:7.3.0.D1.1.:if_manager">
<nf:data>
<show>
<interface>
<__readonly__>
<TABLE_interface>
<ROW_interface>
<interface>mgmt0</interface>
<state>up</state>
<admin_state>up</admin_state>
<eth_hw_desc>GigabitEthernet</eth_hw_desc>
<eth_hw_addr>5cfc.666d.3b34</eth_hw_addr>
<eth_bia_addr>5cfc.666d.3b34</eth_bia_addr>
<eth_ip_addr>5.24.100.101</eth_ip_addr>
<eth_ip_mask>16</eth_ip_mask>
<eth_ip_prefix>5.24.0.0</eth_ip_prefix>
<eth_mtu>1500</eth_mtu>

… <snip> …
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メンテナンスモードの開始
system mode maintenanceコマンドを使用してシステムに生成を任せるのでなく、ユーザが独自の
プロファイルを作成するには、「カスタムメンテナンスモードプロファイルおよびカスタム通

常モードプロファイルの設定」の項を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

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

プ 1   

すべての有効なプロトコルをメンテナンスモードにします

（isolateコマンドを使用）。
switch(config)# system
mode maintenance
[shutdown | timeoutvalue |

ステッ

プ 2   

dont-generate-profileおよび shutdownオプションを使用して、
スイッチをメンテナンスモードにします。

on-reload
reset-reasonreason |
dont-generate-profile |
always-use-custom-profile] • dont-generate-profile：有効なプロトコルの動的な検索が回

避され、メンテナンスモードプロファイルに設定されて

いるコマンドが実行されます。システムによりカスタムメ

ンテナンスモードプロファイルのコマンドが実行される

ようにするには、このオプションを使用します。

• shutdown：すべてのプロトコルおよび管理インターフェイ
スを除くインターフェイスをシャットダウンします

（shutdownコマンドを使用）。このオプションを指定する
と中断が発生しますが、デフォルト（isolateコマンドを使
用）の場合、中断は発生しません。

メンテナンスモードパラメータを設定するには、on-reload
reset-reason、timeoutおよび always-use-custom-profileオプショ
ンを使用します。これによってスイッチがメンテナンスモード

になることはありません。

• timeoutvalue：指定した分数の間、スイッチをメンテナン
スモードのままにします。範囲は 5～ 65535です。タイム
アウト値は、少なくとも 60分に設定することを推奨しま
す。設定した時間が経過すると、スイッチは自動的に通常

モードに戻ります。no systemmodemaintenance timeoutコ
マンドは、タイマーを無効にします。

• on-reload reset-reasonreason：指定されているシステムク
ラッシュが発生した場合、スイッチは自動的にメンテナン

スモードで起動します。no system mode maintenance
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目的コマンドまたはアクショ

ン

on-reload reset-reasonコマンドを使用すると、システムク
ラッシュ時にスイッチがメンテナンスモードで起動するの

を回避できます。メンテナンスモードのリセット理由は次

のとおりです。

• HW_ERROR：ハードウェアエラー

• SVC_FAILURE：重大なサービス障害

• KERN_FAILURE：カーネルパニック

• WDOG_TIMEOUT：ウォッチドッグタイムアウト

• FATAL_ERROR：致命的なエラー

• MANUAL_RELOAD：手動リロード

• MAINTENANCE：リロード前にスイッチがすでにメ
ンテナンスモードである場合に、メンテナンスモー

ドでスイッチをリロードします。

• MATCH_ANY：上記のいずれかの理由

• ANY_OTHER：上記で指定されていないリロードの理
由。

続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は y、プ
ロセスを終了する場合は nを入力します。

リセット理由を設定してスタートアップコンフィギュ

レーションに保存することをお勧めします。これによ

り、どのような理由でも、スイッチがリロードした

ら、スイッチをメンテナンスモードにすることがで

きます。

（注）

• always-use-custom-profile：既存のカスタムメンテナンス
モードプロファイルを適用し、自動生成メンテナンスモー

ドプロファイルが作成されるのを防ぐ場合、このオプショ

ンを使用します。このオプションにより、system mode
maintenanceコマンドで指定されていない場合にも、
dont-generate-profileオプションが適用されます。このオプ
ションが使用されている場合は、shutdownオプションを使
用できません。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

現在のシステムモードを表示します。また、このコマンドは、

スイッチがメンテナンスモードの場合に、メンテナンスモード

タイマーの現在の状態を表示します。

switch# show systemmodeステッ

プ 3   

次に、systemmodemaintenanceコマンドを使用してすべてのプロトコルをメンテナンスモードに
する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system mode maintenance
Following configuration will be applied:

router bgp 100
isolate

router ospf 100
isolate

router isis 100
isolate

Do you want to continue (y/n)? [no] y

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

Applying : router bgp 100
Applying : isolate
Applying : router ospf 100
Applying : isolate
Applying : router isis 100
Applying : isolate

Maintenance mode operation successful.

次に、スイッチのすべてのプロトコルおよびインターフェイスをシャットダウンする例を示しま

す。

switch# configure terminal
switch(config)# system mode maintenance shutdown
Following configuration will be applied:

router bgp 64581
shutdown

router eigrp p2
shutdown
address-family ipv6 unicast
shutdown

router eigrp 0
shutdown
address-family ipv6 unicast
shutdown

router ospf 200
shutdown

router isis 70
shutdown

vpc domain 2
shutdown

system interface shutdown

NOTE: 'system interface shutdown' will shutdown all interfaces excluding mgmt 0
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Do you want to continue (yes/no)? [no] yes

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

Applying : router bgp 64581
Applying : shutdown
Applying : router eigrp p2
Applying : shutdown
Applying : address-family ipv6 unicast
Applying : shutdown
Applying : router eigrp 0
Applying : shutdown
Applying : address-family ipv6 unicast
Applying : shutdown
Applying : router ospf 200
Applying : shutdown
Applying : router isis 70
Applying : shutdown
Applying : vpc domain 2
Applying : shutdown2016 Jan 15 11:10:36.080386 CP-BL26-N7K-1A %$ VDC-1 %$
%VPC-2-VPC_SHUTDOWN: vPC shutdown status is ON

Applying : system interface shutdown

Maintenance mode operation successful.
switch(config)# 2016 Jan 15 11:10:42.057678 CP-BL26-N7K-1A %$ VDC-1 %$ %MMODE-2-MODE_CHANGED:
System changed to "maintenance" mode.
2016 Jan 15 11:10:42.058167 CP-BL26-N7K-1A %$ VDC-1 %$ %MMODE-2-MODE_CHANGE_WARN: System
will be moved to "normal" mode in 5 minutes

次に、スイッチを指定の期間（分）メンテナンスモードに保持する例を示します。

switch# configure terminal
switch (config)# system mode maintenance timeout 25

switch# show system mode
System Mode: Maintenance
Maintenance Mode Timer: 24 minutes 55 seconds remaining

次に、致命的なエラーが発生した場合に、スイッチを自動的にメンテナンスモードで起動する例

を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system mode maintenance on-reload reset-reason fatal_error

次に、以前に作成したメンテナンスモードプロファイルを使用してスイッチをメンテナンスモー

ドにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system mode maintenance dont-generate-profile

Following configuration will be applied:

router bgp 100
isolate

sleep instance 1 10
interface Ethernet1/1
shutdown

Do you want to continue (y/n)? [no] y

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

Applying : router bgp 100
Applying : isolate
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Applying : sleep instance 1 10
Applying : interface Ethernet1/1
Applying : shutdown

Maintenance mode operation successful.

次に、既存のカスタムメンテナンスモードプロファイルを適用し、自動生成メンテナンスモー

ドプロファイルが作成されるのを防ぐ例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system mode maintenance always-use-custom-profile

通常モードへの復帰

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   

以前に作成した通常モードプロファイルファイルを実行

するか、または動的に通常モードプロファイルファイル

switch# no system mode
maintenance
[dont-generate-profile]

ステップ 2   

を作成します。dont-generate-profileオプションは、通常
モードメンテナンスプロファイルの作成を抑制し、既存

の通常モードメンテナンスプロファイルの再利用も防ぎ

ます。

続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は

y、プロセスを終了する場合は nを入力します。

大規模な設定の場合、インターフェイスは一定

の期間の後に起動します。

（注）

次に、メンテナンスモードから通常モードに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no system mode maintenance
Following configuration will be applied:

interface Ethernet1/1
no shutdown

sleep instance 1 20
router bgp 100
no isolate

Do you want to continue (y/n)? [no] yes

Starting to apply commands...

Applying : interface Ethernet1/1
Applying : no shutdown
Applying : sleep instance 1 20
Applying : router bgp 100
Applying : no isolate
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Maintenance mode operation successful.

Generating Current Snapshot

Please use 'show snapshots compare before_maintenance after_maintenance' to check the health
of the system
switch(config)#

switch(config)# show system mode
System Mode: Normal

メンテナンスプロファイルの削除

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   

通常モードまたはメンテナンスモード

プロファイルを削除します。

switch# no configure maintenance
profile {normal-mode |
maintenance-mode}

ステップ 2   

次に、メンテナンスプロファイルを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no configure maintenance profile maintenance-mode

GIR の設定例
次に、カスタムメンテナンスモードプロファイルを作成する例を示します。

switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Please configure 'system mode maintenance always-use-custom-profile' if you want to use
custom
profile always for maintenance mode.
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 10
switch(config-mm-profile)# interface ethernet 1/1
switch(config-mm-profile-if-verify)# shutdown
switch(config-mm-profile-if-verify)# end
Exit maintenance profile mode.

次に、カスタム通常モードプロファイルを作成する例を示します。

switch# configure maintenance profile normal-mode
Please configure 'system mode maintenance always-use-custom-profile' if you want to use
custom
profile always for maintenance mode.
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# interface ethernet 1/1
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switch(config-mm-profile-if-verify)# no shutdown
switch(config-mm-profile-if-verify)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 20
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# no isolate
switch(config-mm-profile-router)# end
Exit maintenance profile mode.

次に、IPv6プロトコルで、カスタムメンテナンスモードプロファイルおよびカスタム通常モー
ドプロファイルを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# configure maintenance profile maintenance-mode
Please configure 'system mode maintenance always-use-custom-profile' if you want to use
custom
profile always for maintenance mode.
switch(config-mm-profile)# router ospfv3 ospf_ipv6
switch(config-mm-profile-router)# shutdown
switch(config-mm-profile-router)# exit
switch(config-mm-profile)# router eigrp 660
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# shutdown
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# router isis isp
switch(config-mm-profile-router)# set-overload-bit always
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# shutdown
switch(config-mm-profile-router-af)# exit

switch# configure terminal
switch(config)# configure maintenance profile normal-mode
Please configure 'system mode maintenance always-use-custom-profile' if you want to use
custom
profile always for maintenance mode.
switch(config-mm-profile)# router isis isp
switch(config-mm-profile-router)# no set-overload-bit always
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# no shutdown
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# router eigrp 660
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# no shutdown
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# router ospfv3 ospf_ipv6
switch(config-mm-profile-router)# no shutdown
switch(config-mm-profile-router)# exit

switch# show maintenance profile
[Normal mode]
router isis isp
no set-overload-bit always
address-family ipv6 unicast
no shutdown

router eigrp 660
address-family ipv6 unicast
no shutdown

router ospfv3 ospf_ipv6
no shutdown

[Maintenance Mode]
router ospfv3 ospf_ipv6
shutdown

router eigrp 660
address-family ipv6 unicast
shutdown

router isis isp
set-overload-bit always
address-family ipv6 unicast
shutdown
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次に、VPCで、カスタムメンテナンスモードプロファイルおよびカスタム通常モードプロファ
イルを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# configure maintenance profile maintenance-mode
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# exit
switch(config-mm-profile)# interface port channel 5
switch(config-mm-profile-if-verify)# vpc orphan port suspend
switch(config-mm-profile-if-verify)# exit
switch(config-mm-profile)# interface port channel 6
switch(config-mm-profile-if-verify)# vpc orphan port
suspend switch(config-mm-profile-if-verify)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 5
switch(config-mm-profile)# vpc domain 1
switch(config-mm-profile-vpc-domain)# shutdown

switch# configure terminal
switch(config)# configure maintenance profile normal-mode
switch(config-mm-profile)# vpc domain 1
switch(config-mm-profile-vpc-domain)# no shutdown
switch(config-mm-profile-vpc-domain)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 60
switch(config-mm-profile)# interface port channel 5
switch(config-mm-profile-if-verify)# no vpc orphan port suspend
switch(config-mm-profile-if-verify)# exit
switch(config-mm-profile)# interface port channel 6
switch(config-mm-profile-if-verify)# no vpc orphan port suspend
switch(config-mm-profile-if-verify)# exit
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# no isolate

switch# show maintenance profile
[Normal Mode]
vpc domain 1
no shutdown

sleep instance 1 60
interface port-channel 5
no vpc orphan-port suspend

interface port-channel 6
no vpc orphan-port suspend router

bgp 100
no isolate

[Maintenance Mode]
router bgp 100
isolate

interface port-channel 5 vpc
orphan-port suspend

interface port-channel 6 vpc
orphan-port suspend

sleep instance 1 5
vpc domain 1 shutdown

次に、isolateコマンドを使用して、すべてのプロトコルをメンテナンスモードにする例を示しま
す。

switch(config)# system mode maintenance

Following configuration will be applied:

router bgp 100
isolate

router ospf 100
isolate

router isis 100
isolate
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Do you want to continue (y/n)? [no] y

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

Applying : router bgp 100
Applying : isolate
Applying : router ospf 100
Applying : isolate
Applying : router isis 100
Applying : isolate

Maintenance mode operation successful.

次に、スイッチのすべてのプロトコルおよびインターフェイスをシャットダウンする例を示しま

す。

switch# configure terminal
switch(config)# system mode maintenance shutdown

Following configuration will be applied:

router bgp 64581
shutdown

router eigrp p2
shutdown
address-family ipv6 unicast
shutdown

router eigrp 0
shutdown
address-family ipv6 unicast
shutdown

router ospf 200
shutdown

router isis 70
shutdown

vpc domain 2
shutdown

system interface shutdown

NOTE: 'system interface shutdown' will shutdown all interfaces excluding mgmt 0
Do you want to continue (yes/no)? [no] yes

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

Applying : router bgp 64581
Applying : shutdown
Applying : router eigrp p2
Applying : shutdown
Applying : address-family ipv6 unicast
Applying : shutdown
Applying : router eigrp 0
Applying : shutdown
Applying : address-family ipv6 unicast
Applying : shutdown
Applying : router ospf 200
Applying : shutdown
Applying : router isis 70
Applying : shutdown
Applying : vpc domain 2
Applying : shutdown2016 Jan 15 11:10:36.080386 CP-BL26-N7K-1A %$ VDC-1 %$
%VPC-2-VPC_SHUTDOWN: vPC shutdown status is ON

Applying : system interface shutdown

Maintenance mode operation successful.
switch(config)# 2016 Jan 15 11:10:42.057678 CP-BL26-N7K-1A %$ VDC-1 %$ %MMODE-2-MODE_CHANGED:
System changed to "maintenance" mode.
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2016 Jan 15 11:10:42.058167 CP-BL26-N7K-1A %$ VDC-1 %$ %MMODE-2-MODE_CHANGE_WARN: System
will be moved to "normal" mode in 5 minutes

次に、メンテナンスモードから通常モードに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no system mode maintenance dont-generate-profile

Following configuration will be applied:
interface Ethernet1/1
no shutdown
sleep instance 1 20

router bgp 100
no isolate

Do you want to continue (y/n)? [no] yes
Starting to apply commands...
Applying : interface Ethernet1/1
Applying : no shutdown
Applying : sleep instance 1 20
Applying : router bgp 100
Applying : no isolate
Maintenance mode operation successful.
Generating Current Snapshot
Please use 'show snapshots compare before_maintenance after_maintenance' to check the
health of the system

次に、FabricPathで、カスタムメンテナンスモードプロファイルおよびカスタム通常モードプロ
ファイルを作成する例を示します。

switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# fabricpath domain default
switch(config-mm-profile-fabricpath-isis)# set-overload-bit always
switch(config-mm-profile-fabricpath-isis)# end
Exit maintenance profile mode.
switch#

switch# configure maintenance profile normal-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# fabricpath domain default
switch(config-mm-profile-fabricpath-isis)# no set-overload-bit always
switch(config-mm-profile-fabricpath-isis)# end
Exit maintenance profile mode.
switch#

switch# show maintenance profile
[Normal Mode]
fabricpath domain default
no set-overload-bit always

[Maintenance Mode]
fabricpath domain default
set-overload-bit always

次に、仮想ポートチャネル（vPC）で、カスタムメンテナンスモードプロファイルおよびカス
タム通常モードプロファイルを作成する例を示します。

switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# vpc domain 1
switch(config-mm-profile-vpc-domain)# shutdown
switch(config-mm-profile-vpc-domain)# exit
switch(config-mm-profile)# system interface shutdown
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch#

switch# configure maintenance profile normal-mode
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Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# vpc domain 1
switch(config-mm-profile-vpc-domain)# no shutdown
switch(config-mm-profile-vpc-domain)# exit
switch(config-mm-profile)# no system interface shutdown
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch#

switch# show maintenance profile
[Normal Mode]
vpc domain 1
no shutdown

no system interface shutdown
[Maintenance Mode]
vpc domain 1
shutdown

system interface shutdown

次に、vPCVLANトラフィックを伝送するポートチャネルまたは通常のL2イーサネットインター
フェイス（vPCピアリンクを除く）が存在し、対応するスイッチ仮想インターフェイス（SVI）
の状態がこれらのインターフェイスにより制御されないようにする必要がある場合に必要な設定

の例を示します。

Port-channel configuration
switch(config)# interface port-channel3
switch(config-if)# description "L2-Cross Link eth3/3 eth4/3 eth5/3 eth6/3"
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1101-1500
switch(config-if)# spanning-tree port type network
switch(config-if)# lacp min-links 2
switch(config-if)# switchport autostate exclude vlan 1101-1500

L2 Ethernet configuration
switch(config)# interface ethernet 3/3
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1101-1500
switch(config-if)# switchport autostate exclude vlan 1101-1500

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）の isolateモードではダイレクトルートが撤回されな
いため、BGPでの「redistribute direct」の設定でトラフィックは収集されます。次に、route-map
コマンドを使用してBGPをイネーブルにし、isolateモードでダイレクトルートを撤回する例を示
します。

ポリシーの設定

メンテナンスモードで route-map my-rmap-denyを使用して、タグ 200が設定された SVIを除外
します。

switch(config)# route-map my-rmap-deny deny 10
switch(config-route-map)# match tag 200
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map my-rmap-deny permit 20

通常モードで route-map my-rmap-permitを使用して、タグ 200が設定された SVIを含めます。
switch(config)# route-map my-rmap-permit permit 10
switch(config-route-map)# match tag 200
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map my-rmap-permit permit 20
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仮想 IP（vIP）/スイッチ仮想インターフェイス（SVI）の設定
switch(config)# interface loopback 200
switch(config-if)# ip address 192.0.2.100/8 tag 200
switch(config)# interface vlan 2
switch(config-if)# ip address 192.0.2.108/8 tag 200
....
switch(config)# interface vlan 3
switch(config-if)# ip address 192.0.2.102/8 tag 200

BGPの設定
switch(config)# feature bgp
switch(config)# router bgp 100
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.100
....

メンテナンスモードプロファイル

switch# configure maintenance profile maintenance-mode
switch(config-mm-profile)# router bgp 200
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# redistribute direct route-map my-rmap-deny
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 10

通常モードプロファイル

switch# configure maintenance profile normal-mode
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# redistribute direct route-map my-rmap-permit
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 20

GIR の確認
設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

インターフェイスの要約情報を表示します。show interface brief

スイッチがメンテナンスモードで起動されるこ

とになる、リセット理由を表示します。

show maintenance on-reload reset-reason

メンテナンスモードプロファイルまたは通常

モードプロファイルの詳細を表示します。

show maintenance profile [maintenance-mode |
normal-mode]

メンテナンスモードのタイムアウト期間を表示

します。この期間後、スイッチは自動的に通常

モードに戻ります。

show maintenance timeout

シスコのテクニカルサポートのメンテナンス

モード情報を表示します。

show tech-support mmode

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
488

GIR の設定（Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)）
GIR の確認



目的コマンド

実行コンフィギュレーションまたはスタート

アップコンフィギュレーションのメンテナンス

モードのセクションを表示します。allオプショ
ンには、デフォルト値が含まれます。

show {running- config | startup- config}mmode
[all]

スイッチ上に存在するスナップショットを表示

します。

show snapshots

2つのスナップショットの比較を表示します。
summaryオプションは、2つのスナップショッ
ト間の全体的な変更を確認するのに十分な情報

のみ表示します。ipv4routesおよび ipv6routes
オプションは、2つのスナップショット間の
IPv4および IPv6ルートの変更を表示します。

show snapshots comparesnapshot-name-1
snapshot-name-2 [summary | ipv4routes |
ipv6routes]

生成されたスナップショットのさまざまなセク

ションの内容を表示します。

show snapshots dumpsnapshot-name

ユーザ指定のスナップショットセクションを表

示します。

show snapshots sections

現在のシステムモードを表示します。また、こ

のコマンドは、スイッチがメンテナンスモード

の場合に、メンテナンスモードタイマーの現

在の状態を表示します。

show system mode

プロトコルレベルでの GIR の確認
BGP（メンテナンスモード）

メンテナンスモードで BGPステータスを表示するには、show bgp processコマンドを使用しま
す。

switch# show bgp process

BGP Process Information
BGP Process ID : 11725
BGP Protocol Started, reason: : configuration
BGP Protocol Tag : 100
BGP Protocol State : Running (Isolate)
BGP MMODE : Initialized
BGP Memory State : OK
BGP asformat : asplain

BGP attributes information
Number of attribute entries : 1
HWM of attribute entries : 1
Bytes used by entries : 100
Entries pending delete : 0
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HWM of entries pending delete : 0
BGP paths per attribute HWM : 3
BGP AS path entries : 0
Bytes used by AS path entries : 0

プログラムされているBGPIPv4および IPv6プレフィックスの数と、プログラムされていないBGP
IPv4および IPv6プレフィックスの数を表示するには、show bgp internal all statisticsコマンドを使
用します。

BGP internal statistics information for VRF default, address family IPv4 Unicast
Total prefixes in BGP Table: 3
Total prefixes pending programming in HW: 0

BGP internal statistics information for VRF default, address family IPv6 Unicast
Total prefixes in BGP Table: 0
Total prefixes pending programming in HW: 0

EIGRP（メンテナンスモード）

メンテナンスモードでEIGRPステータスを表示するには、show ip eigrpコマンドを使用します。
switch# show ip eigrp
IP-EIGRP AS 100 ID 30.1.1.1 VRF default
Process-tag: 100
Instance Number: 1
Status: running (isolate)
Authentication mode: none
Authentication key-chain: none
Metric weights: K1=1 K2=0 K3=1 K4=0 K5=0
IP proto: 88 Multicast group: 224.0.0.10
Int distance: 90 Ext distance: 170
Max paths: 8
Number of EIGRP interfaces: 1 (0 loopbacks)
Number of EIGRP passive interfaces: 0
Number of EIGRP peers: 1
Redistributing:
direct route-map passall
static route-map passall

Graceful-Restart: Enabled
Stub-Routing: Disabled
NSF converge time limit/expiries: 120/0
NSF route-hold time limit/expiries: 240/6
NSF signal time limit/expiries: 20/0
Redistributed max-prefix: Disabled
MMODE: Initialized
Suppress-FIB-Pending Configured

ISIS（メンテナンスモード）

メンテナンスモードで ISISステータスを表示するには、show isis protocolコマンドを使用しま
す。

switch# show isis protocol
ISIS process : 100
Instance number : 1
UUID: 1090519320
Process ID 6969
VRF: default
System ID : 0300.0000.0004 IS-Type : L2
SAP : 412 Queue Handle : 16
Maximum LSP MTU: 1492
Stateful HA enabled
Graceful Restart enabled. State: Inactive
Last graceful restart status : none
Start-Mode Complete
BFD IPv4 is globally disabled for ISIS process: 100
BFD IPv6 is globally disabled for ISIS process: 100
Topology-mode is base
Metric-style : advertise(wide), accept(narrow, wide)
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Area address(es) :
10

Process is up and running (isolate)
VRF ID: 1
Stale routes during non-graceful controlled restart
Interfaces supported by IS-IS :
Ethernet1/2

OSPF（メンテナンスモード）

メンテナンスモードで OSPFステータスを表示するには、show ip ospf internalコマンドを使用し
ます。

switch# show ip ospf internal

ospf 100
ospf process tag 100
ospf process instance number 1
ospf process uuid 1090519321
ospf process linux pid 6968
ospf process state running (isolate)
System uptime 6d06h
SUP uptime 2 6d06h

Server up : L3VM|IFMGR|RPM|AM|CLIS|URIB|U6RIB|IP|IPv6|SNMP|MMODE
Server required : L3VM|IFMGR|RPM|AM|CLIS|URIB|IP|SNMP
Server registered: L3VM|IFMGR|RPM|AM|CLIS|URIB|IP|SNMP|MMODE
Server optional : MMODE

Early hello : OFF
Force write PSS: FALSE
OSPF mts pkt sap 324
OSPF mts base sap 320

GIR の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、

https://tools.cisco.com/bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリー
スノートを参照してください。

Informationリリース機能名

GIRのデフォルトモードは
isolateです。計画外メンテナン
ス、メンテナンスモードタイ

マー、FIB保留の抑制、スナッ
プショットへの Showコマンド
の追加、およびスナップショッ

トセクションのダンプをサポー

トします。

7.3(0)D1(1)グレースフル挿入と削除

（GIR）
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Informationリリース機能名

この機能が導入されました。

GIRのデフォルトモードは
shutdownです。「GIRの設定
（Cisco NX-OS Release
7.2(0)D1(1)）」を参照してくだ
さい。

7.2(0)D1(1)グレースフル挿入と削除

（GIR）
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第 23 章

GIR の設定（Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1)）

この章の内容は、次のとおりです。

• GIRについて, 493 ページ

• GIRの注意事項と制約事項, 494 ページ

• GIRサイクルの実行, 494 ページ

• 通常モードプロファイルファイルの設定, 495 ページ

• スナップショットの作成, 496 ページ

• メンテナンスモードの開始, 497 ページ

• 通常モードへの復帰, 498 ページ

• メンテナンスモードプロファイルファイルの設定, 498 ページ

• GIRの確認, 500 ページ

GIR について
デバッグやアップグレードを実行するために、グレースフル挿入と削除（GIR）を使用して、ス
イッチをネットワークから分離することができます。スイッチのメンテナンスが完了したら、ス

イッチを通常モードに戻すことができます。

スイッチをメンテナンスモードにすると、すべてのプロトコルはグレースフルに（正常に）ダウ

ン状態になり、すべての物理ポートがシャットダウンします。通常モードに戻すと、すべてのプ

ロトコルおよびポートが起動状態に戻ります。

次のプロトコルがサポートされています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• BGPv6

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）
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• EIGRPv6

• Intermediate System-to-Intermediate System（ISIS）

• Open Shortest Path First（OSPF）

• OSPFv3

以下もサポートされます。

•仮想ポートチャネル（vPC）

•インターフェイス

• FabricPath

スイッチをメンテナンスモードにする前にメンテナンスモードプロファイルファイルを作成で

きます。または [no] systemmodemaintenanceコマンドを入力する際に、システムによりメンテナ
ンスモードプロファイルファイルを作成するようにすることができます。

snapshotコマンドを使用して、選択した機能の実行状態をキャプチャし、永続ストレージメディ
アに保存します。

スナップショットは、メンテナンスモードになる前と通常モードに戻った後に、スイッチの状態

を比較するのに便利です。スナップショットプロセスは、次の 3つの部分で構成されます。

•事前に選択したスイッチの一部機能の状態のスナップショットを作成し、永続ストレージメ
ディアに保存する。

•さまざまな時間間隔で取得したスナップショットを一覧にして、管理する。

•スナップショットを比較し、各機能の概要と詳細を表示する。

GIR の注意事項と制約事項
グレースフル挿入と削除（GIR）には、次の注意事項と制約事項があります。

•メンテナンスモードプロファイル、通常モードプロファイルは、それぞれ、config profile
maintenance-mode type adminおよび config profile normal-mode type adminコマンドを使用
して作成できます。

GIR サイクルの実行

手順

ステップ 1 （任意） メンテナンスモードプロファイルファイルを作成ます。

メンテナンスモードプロファイルファイルの設定, （498ページ）を参照してください。
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ステップ 2 （任意） 通常モードプロファイルファイルを作成します。

通常モードプロファイルファイルの設定, （495ページ）を参照してください。

ステップ 3 メンテナンスモードに入る前にスナップショットを作成します。

スナップショットの作成, （496ページ）を参照してください。

ステップ 4 スイッチをメンテナンスモードにします。

メンテナンスモードの開始, （497ページ）を参照してください。

ステップ 5 （任意） copy running-config startup-configコマンドを入力します。

ステップ 6 スイッチを通常モードに戻します。

通常モードへの復帰, （498ページ）を参照してください。

ステップ 7 通常モードに戻ったら、スナップショットを作成します。

スナップショットの作成, （496ページ）を参照してください。

通常モードプロファイルファイルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

通常モードプロファイルファイルの設定セッショ

ンを開始します。

switch(config)# configure
profile normal-mode type
admin

ステップ 2   

設定しているプロトコルに応じて、プ

ロトコルを起動する適切なコマンドを

入力する必要があります。

（注）

通常モードプロファイルファイルを閉じます。switch# endステップ 3   

次に、通常モードプロファイルファイルを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# configure profile normal-mode type admin
switch(config-profile)# router ospf 100
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router eigrp 101
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router isis 102
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# no set-overload-bit always
switch(config-profile-router)# exit
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switch(config-profile)# router bgp 103
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# vpc domain 20
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# no system interface shutdown
switch(config-profile)# end
Exit configure profile mode.
switch#

次に、通常モードカスタムプロファイルファイルを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# configure profile normal-mode type admin
switch(config-profile)# router bgp 65501
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router eigrp 100
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# address-family ipv6 unicast
switch(config-profile)# no shutdown
switch(config-profile)# router eigrp 600
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# address-family ipv6 unicast
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router ospf 100
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router ospfv3 ospf_ipv6
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router isis isp
switch(config-profile-router)# no set-overload-bit always
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# vpc domain 2
switch(config-profile-router)# no shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# no system interface shutdown
switch(config-profile)# end
Exit configure profile mode.
switch#

スナップショットの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

スナップショットを作成します。name変数は
最大 64文字です。description変数は最大 256
文字です。

switch# snapshot
createnamedescription

ステップ 1   

次に、スナップショットを作成する例を示します。

switch# snapshot create snap1 For documentation purposes.
Executing show interface... Done
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Executing show bgp sessions vrf all... Done
Executing show ip eigrp topology summary... Done
Executing show ipv6 eigrp topology summary... Done
Executing show vpc... Done
Executing show ip ospf vrf all... Done
Feature 'ospfv3' not enabled, skipping...
Executing show isis vrf all... Done
Snapshot 'snap1' created
switch#

メンテナンスモードの開始

はじめる前に

systemmodemaintenanceコマンドで生成するのでなく独自のプロファイルを作成する場合は、メ
ンテナンスモードプロファイルファイルの設定, （498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   

以前に作成したメンテナンスモードプロファイルファ

イルを実行するか、または動的にメンテナンスモード

switch(config)# systemmode
maintenance
[dont-generate-profile]

ステップ 2   

プロファイルファイルを作成します。

dont-generate-profileオプションは、メンテナンスモー
ドプロファイルファイルの作成を抑制します。

続行を促すプロンプトが表示されます。続行

する場合は y、プロセスを終了する場合は n
を入力します。

（注）

これにより、スイッチはメンテナンスモードになります。

メンテナンスモードでは、インサービスソフトウェアダウングレード（ISSD）を行うことは
できません。

（注）

次に、以前に作成したメンテナンスモードプロファイルファイルを使用してスイッチをメンテ

ナンスモードにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# system mode maintenance dont-generate-profile
Do you want to continue (y/n)? [n] y

Progressing..............................................Done.

System mode operation completed successfully
switch(config)#
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通常モードへの復帰

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   

以前に作成した通常モードプロファイルファイルを実

行するか、または動的に通常モードプロファイルファ

switch(config)# no system
mode maintenance
[dont-generate-profile]

ステップ 2   

イルを作成します。dont-generate-profileオプションは、
通常モードプロファイルファイルの作成を抑制します。

続行を促すプロンプトが表示されます。続行

する場合はy、プロセスを終了する場合はnを
入力します。

（注）

これにより、スイッチは通常モードになります。

次に、メンテナンスモードから通常モードに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no system mode maintenance dont-generate-profile
Do you want to continue (y/n)? [n] y

Progressing................Done.

System mode operation completed successfully

switch(config)#

メンテナンスモードプロファイルファイルの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

メンテナンスモードプロファイルファイルの設

定セッションを開始します。

switch(config)# configure
profilemaintenance-mode type
admin

ステップ 2   

設定しているプロトコルに応じて、プ

ロトコルを停止する適切なコマンドを

入力する必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

メンテナンスモードプロファイルファイルを閉

じます。

switch# endステップ 3   

次に、メンテナンスモードプロファイルファイルを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# configure profile maintenance-mode type admin
switch(config-profile)# router ospf 100
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router eigrp 101
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router isis 102
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# set-overload-bit always
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router bgp 103
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# vpc domain 20
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# system interface shutdown
switch(config-profile)# end
Exit configure profile mode.
switch#

次に、メンテナンスモードカスタムプロファイルファイルを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# configure profile maintenance-mode type admin
switch(config-profile)# router bgp 65501
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# address-family ipv6 unicast
switch(config-profile)# shutdown
switch(config-profile)# router eigrp 600
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# address-family ipv6 unicast
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router ospf 100
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router ospfv3 ospf_ipv6
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router isis isp
switch(config-profile-router)# set-overload-bit always
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# vpc domain 2
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# system interface shutdown
switch(config-profile)# end
Exit configure profile mode.
switch#
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次に、IPv6プロトコルで、メンテナンスモードプロファイルを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# configure profile maintenance-mode type admin
switch(config-profile)# router ospfv3 ospf_ipv6
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router eigrp 660
switch(config-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-profile-router-af)# shutdown
switch(config-profile-router-af)# exit
switch(config-profile-router)# router isis isp
switch(config-profile-router)# set-overload-bit always
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)# router bgp 655551
switch(config-profile)# address-family ipv6 unicast
switch(config-profile-router)# shutdown
switch(config-profile-router)# exit
switch(config-profile)#

GIR 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

現在のシステムモードを表示します。show system mode

インターフェイスの要約情報を表示します。show interface brief

スイッチ上に存在するスナップショットを表示

します。

show snapshotsbefore-maintenance-mode description

config-profileファイルの詳細を表示します。show config-profilename

show system mode コマンド
switch# show system mode
System Mode : Maintenance

show interface brief コマンド
switch# show interface brief

-----------------------------------------------------------------------------
Ehternet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
-----------------------------------------------------------------------------
Eth1/1 - - eth routed down sysIntfShut 10G(D) - -
Eth1/2 - - eth routed down sysIntfShut 10G(D) - -
Eth1/3 - - eth routed down sysIntfShut 10G(D) - -
Eth1/4 - - eth routed down sysIntfShut 10G(D) - -
Eth1/5 - - eth routed down sysIntfShut 10G(D) - -
Eth1/6 - - eth routed down sysIntfShut 10G(D) - -
Eth1/7 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
Eth1/8 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
Eth1/9 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
Eth1/10 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
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Eth1/12 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
Eth1/13 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
Eth1/14 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
Eth1/15 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -
Eth1/16 - - eth routed down SFP not inserted 10G(D) - -

-------------------------------------------------------------------------------
Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol
Interface
-------------------------------------------------------------------------------
Po1 1 eth access down No operational members auto(I) none
Po100 1 eth access down No operational members auto(I) none

-------------------------------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
-------------------------------------------------------------------------------
mgmt0 - - up 192.0.0.1 1000 1500
switch#

show snapshots コマンド
switch# show snapshots
Snapshot Name
---------------------------------------------------------------------------------------
snapshot_before_maintenance Wed Sep 10 20:19:31 2014 system-internal-snapshot
snapshot_after_maintenance Wed Sep 10 20:29:54 2014 system-internal-snapshot
snap1 Wed Sep 10 20:36:15 2014 For testing

show config-profile コマンド
switch# show config-profile

config-profile maintenance-mode type admin
router ospf 100
shutdown
router eigrp 101
shutdown
router isis 102
set-overload-bit always
router bgp 103
shutdown
vpc domain 20
shutdown
system interface shutdown exclude fex-fabric

config-profile normal-mode type admin
router ospf 100
no shutdown
router eigrp 101
no shutdown
router isis 102
no set-overload-bit always
router bgp 103
no shutdown
vpc domain 20
no shutdown
no system interface shutdown
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第 24 章

ソフトウェアメンテナンスアップグレード

の実行

この章では、Cisco NX-OSデバイスでソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行する方
法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• SMUの前提条件, 503 ページ

• SMUの注意事項と制約事項, 504 ページ

• ソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行に関する情報, 505 ページ

• Cisco NX-OSのソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行, 507 ページ

• 次の作業, 519 ページ

• その他の参考資料, 520 ページ

• ソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行するための機能情報, 521 ページ

SMU の前提条件
アクティブ化または非アクティブ化するパッケージでは、これらの前提条件が満たされている必

要があります。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる

場合、AAA管理者に連絡してください。

•すべてのラインカードが取り付けられ、正常に動作していることを確認します。たとえば、
ラインカードのブート中、ラインカードのアップグレード中または交換中、または自動ス

イッチオーバーアクティビティが予想される場合は、パッケージのアクティブ化や非アク

ティブ化はできません。
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•デュアルスーパーバイザシステムでは、アクティブおよびスタンバイスーパーバイザモ
ジュールの両方を、相互に同期する必要があります。

SMU の注意事項と制約事項
SMUに関する注意事項および制約事項は次のとおりです。

•パッケージによっては、他のパッケージのアクティブ化または非アクティブ化が必要です。
SMUに相互に依存関係がある場合は、前の SMUをまずアクティブにしないとそれらをアク
ティブ化できません。

•アクティブ化するパッケージは、現在のアクティブなソフトウェアのセットと互換性がある
必要があります。

• 1つのコマンドで複数の SMUをアクティブにできません。

• VDCごとの SMUはサポートされません。

•パッケージの互換性が確認できた場合に限り、アクティブ化が実行されます。競合がある場
合は、エラーメッセージが表示されます。

•ソフトウェアパッケージをアクティブ化する間、その他の要求はすべての影響のあるノード
で実行できません。これと同様のメッセージが表示されると、パッケージのアクティブ化は

完了します。

Install operation 1 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:24 2014

•各 CLIインストール要求には要求 IDが割り当てられます。これは後でイベントを確認する
のに使用できます。

• SMUは物理デバイスに依存します。つまり、Cisco Nexus 7000シリーズ用の SMUは Cisco
Nexus 7700シリーズで使用できず、逆もまた同様です。

•ソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行後、デバイスを新しい Cisco NX-OSソフ
トウェアリリースにアップグレードする場合、新しいイメージで以前のCiscoNX-OSリリー
スと SMUパッケージファイルの両方が上書きされます。

• SMUは、インストールされている Cisco NX-OSソフトウェアリリースのバージョンに依存
します。使用中のリリースと互換性のあるSMUをインストールする必要があります。リロー
ドまたは ISSUを使用して他の Cisco NX-OSソフトウェアリリースに移行すると、以前にイ
ンストールされていた Cisco NX-OSソフトウェアリリースにインストールした SMUは非ア
クティブになります。たとえば、Supervisor 2セットアップで、Cisco NX-OS Release 7.2.0で
SMUを使用していた場合、Cisco NX-OS Release 7.2.2などの他のリリースのイメージに移行
すると、SMUは非アクティブになります。

• SMUをサポートしない NX-OS Release 7.2.0以前の Cisco NX-OSソフトウェアリリースのイ
メージをロードすると、SMUは無効になります。ただし、Cisco NX-OS Release 7.2.0に戻る
と SMUはアクティブになります。
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ソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行に関す

る情報

SMU の概要
通常、SMUがデバイスの動作に大きな影響を及ぼすことはありません。SMUのバージョンは、
アップグレードするパッケージのメジャー、マイナー、およびメンテナンスバージョンに同期さ

れます。

SMUは、メンテナンスリリースの代わりになるものではありません。直近の問題に対する迅速な
解決策を提供します。SMUで修正された障害は、メンテナンスリリースにすべて統合されます。

SMUの実際の導入はデバイスによって異なります。通常、プロセスを再起動するだけでソフト
ウェアはパッチされます。ただし、デバイスによってはパッチしたプロセスが再起動せず、その

場合、リロードまたは ISSUによって SMUを導入します。

SMUの影響は次のタイプによって異なります。

•プロセスの再起動SMU：アクティベーション時にプロセスまたはプロセスのグループの再起
動を引き起こします。

•リロード SMU：スイッチ全体のリロード、スーパーバイザとラインカードの並列リロード
を引き起こします。

•ラインカード SMU：ラインカードのタイプに基づきます。スーパーバイザは、影響を受け
るすべてのラインカードにこの SMUをプッシュします。ラインカード SMUをアクティブ
化するには、スイッチのリロードが必要です。

• ISSU SMU：ISSUオーケストレーションを使用して導入されます。

•前提条件SMU：依存するSMUをロードする前にアクティブ化が必要です。1つのSMUに、
前提条件としての SMUを 1つ以上含めることができます。

•置き換え SMU：以前にロードされた SMUの累積的な修正を含み、以前の SMUを置き換え
ます。

デバイスを新しい機能やメンテナンスリリースにアップグレードする詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』を参照してください。

SMUは、SMUバイナリファイル、および関連する警告を含む添付の README.txtから構成され
ます。SMUの命名規則を次に示します。

<platform>-<pkg-type>.<release_version>.<CDET>.<file-type>

次に例を示します。

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.txt
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パッケージ管理

デバイスでの SMUパッケージの追加およびアクティブ化の一般的な手順は次のとおりです。

1 パッケージファイルをローカルストレージデバイスまたはファイルサーバにコピーします。

2 install addコマンドを使用してデバイス上でパッケージを追加します。
3 install activateコマンドを使用して、デバイス上でパッケージをアクティブ化します。
4 install commitコマンドを使用して、現在のパッケージのセットをコミットします。ただし、

SMUをリロードまたは ISSUする場合は、リロードまたは ISSUの後にパッケージをコミット
します。

5 （任意）必要に応じて、パッケージを非アクティブ化して削除します。

次の図は、パッケージの管理プロセスの主要な手順について説明します。

図 9：SMU パッケージを追加、アクティブ化およびコミットするプロセス

パッケージのアクティブ化と非アクティブ化の影響

SMUパッケージのアクティブ化または非アクティブ化は、システムにすぐさま影響を与える可能
性があります。システムは次のように影響を受ける場合があります。

•新しいプロセスが開始する場合があります。

•実行しているプロセスが停止または再起動する場合があります。

•ラインカード上のすべてのプロセスがパッチされる場合があり、再起動可能なプロセスのみ
が再起動します。ラインカードのプロセスの再起動は、ソフトリセットと同等です。

•ラインカード SMUの場合、システムはアップグレードの動作と似た動作をします。

•ラインカードがリロードする場合があります。

•システム全体がリロードする場合があります。

•ラインカードのプロセスは影響を受けない場合があります。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
506

ソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行

パッケージ管理



必要に応じて、改訂されたコンフィギュレーションおよびコンフィギュレーションの再適用に

よって起こる問題に対処する必要があります。

（注）

パッケージをアクティブ化する際に testオプションを使用すると、稼働中のシステムに影響を
与えることなく、コマンドの効果をテストすることができます。アクティブ化プロセスが完了

したら、show install logコマンドを入力してプロセスの結果を表示します。

ヒント

Cisco NX-OS のソフトウェアメンテナンスアップグレー
ドの実行

パッケージインストールの準備

SMUパッケージのインストールの準備に関する情報を収集するには、複数の showコマンドを使
用する必要があります。

はじめる前に

ソフトウェアの変更が必要かどうかを確認します。

使用中のシステムで新しいパッケージがサポートされていることを確認する。ソフトウェアパッ

ケージによっては、他のパッケージまたはパッケージバージョンをアクティブにする必要があ

り、特定のラインカードのみをサポートするパッケージもあります。

そのリリースに関連する重要な情報についてリリースノートを確認し、そのパッケージとデバイ

ス設定の互換性の有無を判断する。

システムの動作が安定していて、ソフトウェアの変更に対応できることを確認する。

手順

目的コマンドまたはアクション

デバイス上のアクティブなソフトウェアを表示

します。デバイスに追加する必要があるソフト

show install active

例：
switch# show install active

ステップ 1   

ウェアを確認するには、次のコマンドを使用し

ます。

すべてのモジュールが安定状態であることを確

認します。

show module

例：
switch# show module

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

システムクロックが正しいことを確認します。

ソフトウェア操作は、デバイスクロックの時刻

に基づいて証明書を使用します。

show clock

例：
switch# show clock

ステップ 3   

SMUのコンテンツ、つまり、SMU再起動タイ
プ、プラットフォーム、影響されるプロセスな

どに関する詳細を表示します。

show install pkg-infoSMU_name

例：
Device# show install pkg-info
n7700-s2-
dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステップ 4   

次に、システム全体のアクティブなパッケージを表示する例を示します。この情報を使用して、

ソフトウェアの変更が必要かどうかを判断します。

SMUのインストール前：
switch# show install active

Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/ n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/ n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

Active Packages:
Active Packages on Module #1:

SMUのインストール後：
Switch# show install active

Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

Active Packages:

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo7721.bin

Active Packages on Module #1:
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo7721.bin

次に、現在のシステムクロックの設定を表示する例を示します。
switch# show clock

02:14:51.474 PST Wed Jan 04 2014

次に、インストールしたパッケージの詳細を表示する例を示します。この情報を使用して、ソフ

トウェアの変更が必要かどうかを判断します。

switch# show install pkg-info n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1. CSCuo07721.bin

Contents of Package file 'n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin'
Expiry date: Sun Oct 22 11:39:35 2017
Uncompressed size: 224905
Vendor: Cisco Systems
Restart type: restart
Desc: Bug Fix for CDET: CSCuo07721
Build: Built on Tue Aug 4 01:12:10 2015
Source: By Unknown
Platform: Nexus7700
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Supersedes: None
Superseded By: None
Pre-requisite: None
Restart information: Ethpm
Pre-install activate scripts: None
Post-install activate scripts: None
Pre-install deactivate scripts: None
Post-install deactivate scripts: None

Cisco.com からの SMU パッケージファイルのダウンロード
SMUパッケージファイルをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

手順

ステップ 1 Cisco.comにログインします。

ステップ 2 次の URLから [Download Software]ページに移動します。 http://software.cisco.com/download/
navigator.html

ステップ 3 [Select a Product]リストから、[Switches] > [DataCenter Switches] > [CiscoNexus 7000 Series Switches]
> [model]を選択します。

ステップ 4 デバイスに適した SMUファイルを選択し、[Download]をクリックします。

ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバへのパッケー

ジファイルのコピー

デバイスがアクセスできるローカルストレージデバイスまたはネットワークファイルサーバに

SMUパッケージファイルをコピーする必要があります。この作業が完了したら、パッケージをデ
バイスに追加しアクティブにできます。

デバイスにパッケージファイルを保存する必要がある場合は、ハードディスクにファイルを保存

することを推奨します。ブートデバイスは、パッケージを追加しアクティブするローカルディス

クです。デフォルトのブートデバイスは bootflash:です。

ローカルストレージデバイスにパッケージファイルをコピーする前に、dirコマンドを使用
して、必要なパッケージファイルがデバイスに存在するかどうかを確認します。

ヒント

ブートフラッシュに十分なスペースがあることを確認します。ヒント

SMUパッケージファイルがリモート TFTP、FTP、SCP、または SFTPサーバにある場合、ローカ
ルストレージデバイスにファイルをコピーできます。ファイルがローカルストレージデバイス

に置かれた後、パッケージをそのストレージデバイスからデバイスに追加しアクティブにできま

す。次のサーバプロトコルがサポートされます。
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• TFTP：ネットワークを介して、あるコンピュータから別のコンピュータへファイルを転送で
きるようにします。通常は、クライアント認証（たとえば、ユーザ名およびパスワード）を

使用しません。これは FTPの簡易版です。

パッケージファイルによっては、大きさが 32 MBを超える場合もあります
が、一部のベンダーにより提供されるTFTPサービスではこの大きさのファイ
ルがサポートされていない場合があります。32MBを超えるファイルをサポー
トするTFTPサーバにアクセスできない場合は、FTPを使用してファイルをダ
ウンロードします。

（注）

•ファイル転送プロトコル：FTPは TCP/IPプロトコルスタックの一部であり、ユーザ名とパ
スワードが必要です。

•セキュアコピー：SCPは、セキュアシェル（SSH）をサポートするネットワークサーバか
らファイルが転送されるようにします。セキュアコピープロトコル（SCP）を使用します。

• SSHファイル転送プロトコル：SFTPは、セキュリティパッケージの SSHv2機能の一部で、
セキュアなファイル転送を提供します。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Security Configuration Guide』を参照してください。

お使いのネットワークサーバの場所と可用性については、システム管理者に問い合わせてく

ださい。

（注）

ファイル転送プロトコルを使用してサーバからデバイスに SMUパッケージファイルをコピーす
るには、次の表のコマンドを使用します。

表 44：SMU パッケージファイルをデバイスにコピーするためのコマンド

目的コマンド

TFTPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• hostname-or-ipaddress：ネット
ワークファイルサーバのホ

スト名または IPアドレス。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy tftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filenamebootflash:
switch# copy tftp://10.1.1.1/images/
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin bootflash:
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目的コマンド

FTPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• username：パッケージファイ
ルを保存するディレクトリへ

のアクセス権を持つユーザの

ユーザ名。

• password：パッケージファイ
ルを保存するディレクトリへ

のアクセス権を持つユーザの

ユーザ名に関連付けられたパ

スワード。パスワードを指定

しないと、ネットワーキング

デバイスは、anonymous FTP
を受け入れます。

• hostname-or-ipaddress：ネット
ワークファイルサーバのホ

スト名または IPアドレス。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。指定されるディレク

トリは、ユーザのホームディ

レクトリの下のディレクトリ

である必要があります。この

例では、ダウンロードされた

ファイルはユーザ「john」の
ホームディレクトリ内の

「images」というサブディレ
クトリにあります。

FTPサービスの場
合、directory-pathは
usernameホーム
ディレクトリの相対

パスです。ディレク

トリの絶対パスを指

定するには、サーバ

アドレスの後ろに

「/」を追加する必
要があります。

（注）

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy
ftp://username:password@hostname-or-ipaddress/directory-path/filenamebootflash:
switch# copy ftp://john:secret@10.1.1.1/images/
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin bootflash:
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目的コマンド

SFTPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• username：パッケージファイ
ルを保存するディレクトリへ

のアクセス権を持つユーザの

ユーザ名。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy
sftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filenamebootflash:
switch# copy
sftp://10.1.1.1/images
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
bootflash:

SCPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• hostname-or-ipaddress：ネット
ワークファイルサーバのホ

スト名または IPアドレス。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy
scp://username@scpserver.cisco.com//directory-path/filenamebootflash:
switch# copy
scp://john@10.1.1.1//download/n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

bootflash:n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

SMUパッケージファイルをネットワークファイルサーバまたはローカルストレージデバイスに
転送した後に、ファイルを追加しアクティブ化することができます。

パッケージの追加とアクティブ化

ローカルストレージデバイスまたはリモート TFTP、FTP、SFTPサーバに保存されている SMU
パッケージファイルをデバイスに追加できます。
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アクティブ化する SMUパッケージは、現在アクティブで動作可能なソフトウェアと互換性が
なければなりません。アクティブ化が試行されると、システムは自動互換性チェックを実行

し、パッケージがデバイス上で他のアクティブなソフトウェアと互換性があることを確認しま

す。競合がある場合は、エラーメッセージが表示されます。アクティブ化が実行されるのは、

すべての互換性が確認できた場合だけです。

（注）

あるプロセスの SMUのアクティブ化によって他のプロセスに適用されている SMUが非アク
ティブ化されることはありません。ただし、同じプロセスで以前アクティブだった SMUは非
アクティブ化されます。

（注）

はじめる前に

追加するすべてのパッケージがローカルストレージデバイスまたはネットワークファイルサー

バにあることを確認します。

パッケージのアクティブ化の前提条件をすべて満たしていることを確認します。

「ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバへのパッケージファイルのコピー」

に記載されている手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンソールポートに CLI管理セッションを確立します。コンソールポートに接続して、ログイン

します。

ス

テッ

プ 1   

（任意）

追加可能なパッケージファイルを表示します。

dir bootflash:ス

テッ

プ 2   
このプロシージャを使用して追加およびアクティブ化で

きるのは SMUパッケージファイルだけです。
（注）

ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバからパッ

ケージソフトウェアファイルを解凍して、アクティブスーパーバ

install addfilename [activate]

例：
switch# install add bootflash:
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ス

テッ

プ 3   イザおよびスタンバイスーパーバイザ上のブートフラッシュに追加

します。

filename引数は、次の形式をとることができます。

• bootflash:filename

• tftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filename

• ftp://username:password@hostname-or-ipaddress/directory-path/filename

• sftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filename

• usb1:filename
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目的コマンドまたはアクション

現在実行中のソフトウェアに影響を与えずに、複数バージョンの

SMUパッケージをストレージデバイスに追加できます。ただし、
アクティブ化できるのは 1つのバージョンのパッケージだけです。

（任意）

デバイス上の非アクティブなパッケージを表示します。前述の手順

で追加されたパッケージが表示に出ることを確認します。

show install inactive

例：
switch# show install inactive

ス

テッ

プ 4   

デバイスに追加されたパッケージをアクティブにします。SMUパッ
ケージは、アクティブにされるまで無効のままです。（install add

install activatefilename [test]

例：
switch# install activate n7700-s2-
dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ス

テッ

プ 5   activateコマンドを使用して、パッケージが前にアクティブにされ
た場合は、この手順を省略します。）

パッケージ名を部分的に入力してから ?を押すと、アク
ティブ化に使用できるすべての候補が表示されます。候

補が 1つしかない場合に Tabキーを押すと、パッケージ
名の残りの部分が自動入力されます。

（注）

パッケージをアクティブ化する際に testキーワードを使
用すると、稼働中のシステムに影響を与えることなく、

コマンドの効果をテストすることができます。アクティ

ブ化プロセスが終了したら、show install logコマンドを入
力してプロセスの結果を表示します。

ヒント

Install operation 158 completed
successfully at Tue Jun 9 19:09:33
2015

必要に応じて他のパッケージもアクティブ化します。すべてのパッケージがアクティブ化され

るまで手順 5を繰り返します。
ス

テッ

プ 6   

（任意）

すべてのアクティブなパッケージを表示します。このコマンドを使

用して、正しいパッケージがアクティブであるかどうかを判断しま

す。

show install active

例：
switch# show install active

ス

テッ

プ 7   

アクティブなパッケージセットのコミット

SMUパッケージがデバイス上でアクティブになると、それは現在の実行コンフィギュレーション
の一部になります。パッケージのアクティブ化をシステム全体のリロード間で持続させるには、

デバイス上でパッケージをコミットする必要があります。

SMUのリロードおよび ISSUでは、スイッチのリロードまたは ISSUの完了後、パッケージをコ
ミットする必要があります。
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起動時に、デバイスはコミットされたパッケージセットをロードします。現在のアクティブ

なパッケージがコミットされる前にシステムがリロードされると、以前にコミットされたパッ

ケージセットが使用されます。

（注）

はじめる前に

パッケージセットをコミットする前に、デバイスが正常に動作し、想定どおりにパットを転送し

ていることを検証します。

パッケージの追加とアクティブ化, （512ページ）に記載されている手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

現在のパッケージのセットをコミットし

て、デバイスが再起動したときにこれら

install commitfilename

例：
switch# install commit
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステップ 1   

のパッケージが使用されるようにしま

す。

（任意）

コミットされたパッケージを表示しま

す。

show install committed

例：
switch# show install committed

ステップ 2   

次に、デバイス上でアクティブなSMUパッケージをコミットして、次にコミットされたパッケー
ジを確認する例を示します。

switch# install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 2 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014

switch# show install committed
Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/ n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

Committed Packages:
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

パッケージの非アクティブ化と削除

パッケージを非アクティブ化すると、そのデバイスではアクティブではなくなりますが、パッケー

ジファイルはブートディスクに残ります。パッケージファイルは、後で再アクティブ化できま

す。また、ディスクから削除もできます。

Cisco NX-OSソフトウェアでは、選択されたパッケージセットを前に保存されたパッケージセッ
トにロールバックする柔軟性も提供されます。現在アクティブなパッケージセットよりも以前の
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パッケージセットの方が好ましい場合は、install deactivateおよび install commitコマンドを使用
して、現在のパッケージを非アクティブ化し、install activeおよび install commitコマンドを使用し
て、以前のパッケージをアクティブ化できます。

はじめる前に

別のアクティブなパッケージに必要なパッケージを非アクティブ化することはできません。パッ

ケージを非アクティブ化しようとすると、システムがそのパッケージが他のアクティブなパッケー

ジによって必要とされていないかを自動的にチェックします。非アクティブ化を実行するのは、

すべての互換性が確認できた場合だけです。

デバイスの実行中のソフトウェアまたはコミットされたソフトウェアの一部であるパッケージは

削除できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンソールポートにCLI管理セッションを確
立します。

コンソールポートに接続して、ログイン

します。

ステッ

プ 1   

デバイスに追加されたパッケージを非アク

ティブ化し、ラインカードのパッケージ機能

をオフにします。

install deactivatefilename

例：
switch# install deactivate
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステッ

プ 2   

パッケージ名を部分的に入力してか

ら?を押すと、非アクティブ化に使
用できるすべての候補が表示されま

す。候補が 1つしかない場合に Tab
キーを押すと、パッケージ名の残り

の部分が自動入力されます。

（注）

（任意）

デバイス上の非アクティブなパッケージを表

示します。

show install inactive

例：
switch# show install inactive

ステッ

プ 3   

（任意）

現在のパッケージのセットをコミットして、

デバイスが再起動したときにこれらのパッ

ケージが使用されるようにします。

install commit

例：
switch# install commit

ステッ

プ 4   

パッケージを削除できるのは、非ア

クティブ化操作がコミットされた場

合だけです。

（注）

（任意）

非アクティブなパッケージを削除します。

install remove {filename | inactive}

例：
switch# install remove n7700-s2-
dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステッ

プ 5   

•削除できるのは非アクティブなパッケー
ジだけです。

Proceed with removing n7700-s2-
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目的コマンドまたはアクション

dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin? (y/n)?
[n] y

•パッケージは、デバイスのすべてのライ
ンカードから非アクティブにされた場合

にのみ削除できます。

例：
switch# install remove inactive
Proceed with removing? (y/n)? [n] y

•パッケージの非アクティブ化はコミット
する必要があります。

•ストレージデバイスから特定の非アク
ティブなパッケージを削除するには、

install removeコマンドに filename引数を
指定して使用します。

•システムのすべてのノードから非アク
ティブなパッケージをすべて削除するに

は、install removeコマンドと inactive
キーワードを使用します。

次に、パッケージを非アクティブ化し、変更内容をコミットし、デバイスから非アクティブなパッ

ケージを削除する例を示します。

switch# install deactivate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 3 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:36 2014

switch# show install inactive
Inactive Packages: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

switch# install commit
Install operation 4 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014

switch# install remove n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Proceed with removing n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin? (y/n)? [n] y
Install operation 5 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:57 2014

インストールログ情報の表示

インストールログは、インストール動作の履歴についての情報を提供します。インストール動作

が実行されるたびに、その動作に対して番号が割り当てられます。

• show install logコマンドを使用して、インストール動作の成功および失敗の両方について情
報を表示します。

•引数を指定しない show install logコマンドを使用して、すべてのインストール動作のサマ
リーを表示します。ある動作に固有の情報を表示するには、request-id引数を指定します。
ファイルの変更、リロードできなかったノード、その他プロセスに影響する操作など、特定

の操作の詳細を表示するには、detailキーワードを使用します。
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次に、すべてのインストール要求の情報を表示する例を示します。

switch# show install log
Thu Jan 9 01:26:09 2014
Install operation 1 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:19 2014
Install add bootflash: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 1 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:24 2014
----------------------------------------
Install operation 2 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:29 2014
Install activate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 2 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:45 2014
----------------------------------------
Install operation 3 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:05 2014
Install commit n7700-s2- dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 3 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:08 2014
----------------------------------------
Install operation 4 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:21 2014
Install deactivate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 4 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:36 2014
----------------------------------------
Install operation 5 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:43 2014
Install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 5 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014
----------------------------------------
Install operation 6 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:55 2014
Install remove n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 6 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:57 2014
----------------------------------------
Install operation 7 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:21:07 2014
Install remove
Install operation 7 completed successfully at Thu Jan 9 01:21:10 201

次に、ノードやプロセスへの影響を含む追加情報を表示する例を示します。

switch# show install log detail
Thu Jan 9 01:24:03 2014
Install operation 1 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:19 2014
Installer started downloading the package: / n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
via bootflash
Install add bootflash: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Copying file at Thu Jan 9 01:19:20 2014
Download success, 238545 bytes received
Verifying package
Checking MD5 at Thu Jan 9 01:19:21 2014
MD5 checksum OK
Checking HW platform at Thu Jan 9 01:19:22 2014
Checking SW platform at Thu Jan 9 01:19:23 2014
Package verified successfully
Sending patch file to plugin manager at Thu Jan 9 01:19:23 2014
The following package is now available to be activated: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

Install operation 1 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:24 2014
----------------------------------------
Install operation 2 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:29 2014
Install activate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install activate action started
The software will be activated with process restart
2 processes affected
sysinfo (modified)
vman (modified)
Install operation 2 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:45 2014
----------------------------------------
Install operation 3 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:05 2014
Install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
MD5 checksum OK for patch: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 3 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:08 2014
----------------------------------------
Install operation 4 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:21 2014
Install deactivate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install deactivate action started
The software will be deactivated with process restart
2 processes affected
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sysinfo (modified)
vman (modified)
Install operation 4 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:36 2014
----------------------------------------
Install operation 5 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:43 2014
Install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
MD5 checksum OK for patch: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 5 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014
----------------------------------------
Install operation 6 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:55 2014
Install remove n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 6 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:57 2014
----------------------------------------
Install operation 7 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:21:07 2014
Install remove
Install operation 7 completed successfully at Thu Jan 9 01:21:10 2014

次に、SMUパッケージが起動した後、スイッチがリロードされる前の出力の例を示します。
switch# show install log detail
Install operation 18 by user 'admin' at Sun Mar 9 00:42:10 2014
Install activate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install activate action started
The software will be activated with system reload
Install operation 18 !!WARNING!!
This patch will get activated only after a reload of the switch. at Sun Mar 9 00:42:12 2014

次の例では、特定の SMUの詳細を示します。
switch# show install package
Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/ n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/ n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

-------------------------------------------------------------------
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin Active Committed

Modules

Module #3: Active Committed

Module #4: Active Committed

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin Inactive

Modules

Module #3: Inactive

Module #4: Inactive

次の作業
制御ポリシーの設定の詳細については、「Configuring ISGControl Policies」モジュールを参照して
ください。
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Software Upgrade andDowngrade
Guide』

ソフトウェアアップグレード

『System Management Command
Reference』

システム管理コマンド

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

ソフトウェアアップグレード

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
520

ソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行

その他の参考資料

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


ソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行するた

めの機能情報
次の表に、このソフトウェアでサポートされる SMUパッケージファイルのリリース情報を示し
ます。次の表には、特定の SMUパッケージのサポートが導入されているソフトウェアリリース
だけを示します。特に明記されていない限り、記載のソフトウェアの後続のリリースでも SMU
パッケージをサポートします。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
http://www.cisco.com/go/cfnに進みます。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

説明リリースSMU パッケージ
ファイル

再起動タイプ：再起動

プラットフォーム：Nexus7700

置き換え：なし

被置き換え：なし

再起動情報：CSCuo07721

アクティブ化スクリプトのプリインス

トール：なし

アクティブ化スクリプトのポストイン

ストール：なし

非アクティブ化スクリプトのプリイン

ストール：なし

非アクティブ化スクリプトのポストイ

ンストール：なし

7.2(0)n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
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第 25 章

CLI コマンドのネットワーク設定形式への変
換

この章では、CLIコマンドをNetworkConfigurationProtocol（NETCONF）に変換するためにXMLIN
ツールをインストールして使用する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 523 ページ

• XMLINについて, 524 ページ

• XMLINのライセンス要件, 524 ページ

• XMLINツールのインストールおよび使用, 524 ページ

• showコマンド出力の XMLへの変換, 525 ページ

• XMLINの設定例, 526 ページ

• 関連資料, 528 ページ

• XMLINの機能の履歴, 528 ページ

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

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

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

照してください。
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XMLIN について
XMLINツールは、CLIコマンドをネットワーク設定（NETCONF）プロトコル形式に変換します。
NETCONFは、ネットワークデバイスの設定をインストール、処理、削除する機能を提供するネッ
トワーク管理プロトコルです。これは、設定データとプロトコルメッセージに XMLベースのエ
ンコーディングを使用します。NETCONFプロトコルの NX-OS実装は、<get>、<edit-config>、
<close-session>、<kill-session>、および <exec-command>のプロトコル操作をサポートします。

XMLINツールは、show、EXEC、およびコンフィギュレーションコマンドを対応するNETCONF
<get>、<exec-command>、および<edit-config>リクエストに変換します。複数のコンフィギュレー
ションコマンドを単一の NETCONF <edit-config>インスタンスにまとめることができます。

XMLINツールはまた、showコマンドの出力を XML形式に変換します。

XMLIN のライセンス要件
表 45：XMLIN のライセンス要件

ライセンス要件製品

XMLIN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、
『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照してくだ
さい。

Cisco NX-OS

XMLIN ツールのインストールおよび使用
XMLINツールをインストールして、コンフィギュレーションコマンドを NETCONF形式に変換
するために使用できます。

はじめる前に

XMLINツールは通常、対応する機能セットまたは必要なハードウェア機能がデバイス上で使用で
きない場合でもコマンドの NETCONFインスタンスを生成できますが、xmlinコマンドを入力す
る前に機能セットの一部をインストールする必要がある場合があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

switch# xmlin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(xmlin)# configure
terminal

ステップ 2   

コンフィギュレーションコマンドをNETCONF
形式に変換します。

コンフィギュレーションコマ

ンド

ステップ 3   

（任意）

対応する <edit-config>要求を生成します。
switch(config)(xmlin)# endステップ 4   

showコマンドに対してXMLインス
タンスを生成する前に、endコマン
ドを入力して現在の XML設定を終
了する必要があります。

（注）

（任意）

showコマンドを NETCONF形式に変換しま
す。

switch(config-if-verify)(xmlin)#
showcommands

ステップ 5   

（任意）

EXECモードに戻ります。
switch(config-if-verify)(xmlin)#
exit

ステップ 6   

show コマンド出力の XML への変換
showコマンドの出力を XMLに変換できます。

はじめる前に

変換するコマンドのすべての機能がインストールされ、デバイス上で有効になっていることを確

認します。そうしない場合、コマンドは失敗します。

terminal verify-onlyコマンドを使用すると、デバイスに入力しなくても機能が有効になっている
ことを確認できます。

コマンドに対するすべての必須ハードウェアがデバイス上に存在することを確認します。そうし

ない場合、コマンドは失敗します。

XMLINツールがインストールされ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# show-command | xmlinステップ 1   

コンフィギュレーションコマンドと一緒

にこのコマンドを使用することはできませ

ん。

（注）

XMLIN の設定例
次の例は、XMLINツールがデバイス上にどのようにインストールされ、一連のコンフィギュレー
ションコマンドを <edit-config>インスタンスに変換するためにどのように使用されるかを示して
います。

switch# xmlin
******************************************
Loading the xmlin tool. Please be patient.
******************************************
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright ©) 2002-2013, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

switch(xmlin)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)(xmlin)# interface ethernet 2/1
% Success
switch(config-if-verify)(xmlin)# cdp enable
% Success
switch(config-if-verify)(xmlin)# end
<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:configure_"
xmlns:m="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:_exec"
xmlns:m1="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:configure__if-eth-base" message-id="1">
<nf:edit-config>

<nf:target>
<nf:running/>

</nf:target>
<nf:config>
<m:configure>
<m:terminal>
<interface>

<__XML__PARAM__interface>
<__XML__value>Ethernet2/1</__XML__value>
<m1:cdp>
<m1:enable/>

</m1:cdp>
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</__XML__PARAM__interface>
</interface>
</m:terminal>
</m:configure>
</nf:config>
</nf:edit-config>

</nf:rpc>
]]>]]>

次の例は、showコマンドに対して XMLインスタンスを生成する前に現在の XML設定を終了す
るために endコマンドを入力する必要があることを示しています。

switch(xmlin)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)(xmlin)# interface ethernet 2/1
switch(config-if-verify)(xmlin)# show interface ethernet 2/1
********************************************************
Please type "end" to finish and output the current XML document before building a new one.
********************************************************
% Command not successful

switch(config-if-verify)(xmlin)# end
<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:configure_"
xmlns:m="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:_exec" message-id="1">

<nf:edit-config>
<nf:target>

<nf:running/>
</nf:target>
<nf:config>

<m:configure>
<m:terminal>

<interface>
<__XML__PARAM__interface>

<__XML__value>Ethernet2/1</__XML__value>
</__XML__PARAM__interface>

</interface>
</m:terminal>
</m:configure>

</nf:config>
</nf:edit-config>

</nf:rpc>
]]>]]>

switch(xmlin)# show interface ethernet 2/1
<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:if_manager" message-id="1">
<nf:get>
<nf:filter type="subtree">
<show>
<interface>
<__XML__PARAM__ifeth>

<__XML__value>Ethernet2/1</__XML__value>
</__XML__PARAM__ifeth>

</interface>
</show>

</nf:filter>
</nf:get>

</nf:rpc>
]]>]]>
switch(xmlin)# exit
switch#

次の例は、show interface briefコマンドの出力を XMLに変換する方法を示しています。

switch# show interface brief | xmlin
<?xml version="1.0"?>
<nf:rpc xmlns:nf="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
xmlns="http://www.cisco.com/nxos:6.2.2.:if_manager"
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message-id="1">
<nf:get>
<nf:filter type="subtree">

<show>
<interface>

<brief/>
</interface>

</show>
</nf:filter>

</nf:get>
</nf:rpc>
]]>]]>

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

XMLINコマンド：コマンド構文の詳細、コマ
ンドモード、コマンド履歴、デフォルト設定、

使用上のガイドライン、および例

XMLIN の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 46：XMLIN の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.2(2)XMLIN
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付録 A
Cisco NX-OS システム管理でサポートされて
いる IETF RFC

Cisco NX-OSでサポートされているシステム管理に関する IETF RFCは次のとおりです。

• Cisco NX-OSシステム管理でサポートされている IETF RFC, 529 ページ

Cisco NX-OS システム管理でサポートされている IETF RFC
Cisco NX-OSでサポートされているシステム管理に関する IETF RFCは次のとおりです。

タイトルRFC

『Remote Network Monitoring Management Information
Base』

RFC 2819

『The BSD syslog Protocol』RFC 3164

『An Architecture for Describing Simple Network
Management Protocol (SNMP)Management Frameworks』

RFC 3411および RFC 3418

『Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9』RFC 3954
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付録 B
Embedded Event Manager システムイベント
およびコンフィギュレーション例

この付録では、EmbeddedEventManager（EEM）システムポリシー、イベント、およびポリシー
のコンフィギュレーション例について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

• EEMシステムポリシー, 531 ページ

• EEMイベント, 534 ページ

• EEMポリシーのコンフィギュレーション例, 536 ページ

EEM システムポリシー
次の表に、Embedded Event Manager（EEM）のシステムポリシーを示します。

説明イベント

CallHomeを実行し、Syslog、OBFL、または例
外ログにエラーを記録し、GOLD"PortLoopback"
テストに 10回連続で失敗した場合は、その後
影響を受けたポートでのHMテストをディセー
ブルにします。

__PortLoopback

CallHomeを実行し、Syslog、OBFL、または例
外ログにエラーを記録し、GOLD"RewriteEngine"
テストに 10回連続で失敗した場合は、その後
影響を受けたポートでのHMテストをディセー
ブルにします。

__RewriteEngineLoopback
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説明イベント

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"ASICRegisterCheck"テストに 20回連続で失敗
した場合は、その後その ASICデバイスおよび
インスタンスのHMテストをディセーブルにし
ます。

__asic_register_check

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"CompactFlash"テストに 20回連続で失敗した場
合は、その後HMテストをディセーブルにしま
す。

__compact_flash

CallHomeを実行し、GOLD "CryptoDevice"テス
トに失敗するとエラーを記録します。

__crypto_device

CallHomeを実行し、GOLD"EOBCPortLoopback"
テストに失敗するとエラーを記録します。

__eobc_port_loopback

アクション：なし__ethpm_debug_1

アクション：なし__ethpm_debug_2

アクション：なし__ethpm_debug_3

アクション：なし__ethpm_debug_4

420秒間隔でリンクフラップが 30を超えてい
ます。アクション：エラー。ポートをディセー

ブルにします。

__ethpm_link_flap

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"ExternalCompactFlash"テストに 20回連続で失
敗した場合は、その後HMテストをディセーブ
ルにします。

__external_compact_flash

2度電源を切って入れ直し、電源を切ります。__lcm_module_failure

CallHomeを実行し、GOLD
"ManagementPortLoopback"テストに失敗すると
エラーを記録します。

__management_port_loopback

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"NVRAM"テストに 20回連続で失敗した場合
は、その後 HMテストをディセーブルにしま
す。

__nvram
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説明イベント

両方のファントレイ（f1と f2）が 2分間存在
しない場合は、シャットダウンします。

__pfm_fanabsent_all_systemfan

ファンで障害が発生した場合シスログに記録し

ます。

__pfm_fanbad_all_systemfan

ファンで障害が発生した場合シスログに記録し

ます。

__pfm_fanbad_any_singlefan

不十分な電力超過バジェットに対するシスログ

警告

__pfm_power_over_budget

TempSensorメジャーしきい値アクション：
シャットダウン

__pfm_tempev_major

TempSensorマイナーしきい値アクション：シス
ログ

__pfm_tempev_minor

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"PrimaryBootROM"テストに 20回連続で失敗し
た場合は、その後HMテストをディセーブルに
します。

__primary_bootrom

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"PwrMgmtBus"テストに20回連続で失敗した場
合は、モジュールまたはスパインカードの HM
テストをディセーブルにします。

__pwr_mgmt_bus

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"RealTimeClock"テストに 20回連続で失敗した
場合は、その後HMテストをディセーブルにし
ます。

__real_time_clock

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"SecondaryBootROM"テストに 20回連続で失敗
した場合は、その後HMテストをディセーブル
にします。

__secondary_bootrom

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"SpineControlBus"テストに 20回連続で失敗し
た場合は、そのモジュールまたはスパインカー

ドの HMテストをディセーブルにします。

__spine_control_bus
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説明イベント

CallHomeを実行し、エラーを記録し、10回連
続で失敗した場合は、その後HMテストをディ
セーブルにします。

__standby_fabric_loopback

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"StatusBus"テストに 5回連続で失敗した場合
は、その後 HMテストをディセーブルにしま
す。

__status_bus

CallHomeを実行し、エラーを記録し、GOLD
"SystemMgmtBus"テストに 20回連続で失敗し
た場合は、そのファンまたは電源のHMテスト
をディセーブルにします。

__system_mgmt_bus

CallHomeを実行し、GOLD "USB"テストに失
敗するとエラーを記録します。

__usb

EEM イベント
次の表は、デバイスで使用できる EEMイベントについて説明します。

説明EEM イベント

アプリケーション固有のイベントをパブリッ

シュします。

アプリケーション

ワイルドカードを使用したパターンを照合する

CLIコマンドが入力されます。
cli

EEMカウンタが指定された値または範囲に達し
ます。

counter

システムファントレイがありません。fanabsent

システムファンで障害が生成されます。fanbad

ユニキャスト FIBのルートまたは TCAMの使
用状況をモニタします。

fib

GOLDテスト失敗条件がヒットします。Gold
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説明EEM イベント

インターフェイスカウンタがしきい値を超えま

す。

interface

使用可能なシステムメモリがしきい値を超えま

す。

メモリ

指定したモジュールが、選択したステータスに

なります。

module

モジュール障害が生成されます。module-failure

指定されたイベントがないポリシーイベントを

実行します。

none

活性挿抜が発生します。oir

デフォルトのパラメータおよびしきい値が、上

書きするシステムポリシーのイベントに使用さ

れます。

policy-default

プラットフォームソフトウェアが電力バジェッ

ト条件を検出します。

poweroverbudget

SNMPオブジェクト ID（OID）の状態が変化し
ます。

snmp

プラットフォームソフトウェアがイーサネット

パケットストーム条件を検出します。

storm-control

syslogメッセージを監視し、ポリシーの検索文
字列に基づいてポリシーを呼び出します。

syslog

システムマネージャがイベントを生成します。sysmgr

システムの温度レベルがしきい値を超えます。temperature

指定された時間に到達します。timer

トラッキング対象オブジェクトの状態が変化し

ます。

track
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EEM ポリシーのコンフィギュレーション例

CLI イベントのコンフィギュレーション例

インターフェイスシャットダウンのモニタリング

インターフェイスのシャットダウンをモニタする例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# event manager applet monitorShutdown
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description “Monitors interface shutdown.”
switch(config-applet)# event cli match “conf t; interface *; shutdown”
switch(config-applet)# action 1.0 cli show interface e 3/1
switch(config)# copy running-config startup-config

EEMポリシーの一部として入力された showコマンドの出力は、「eem_archive_」というプレ
フィックスが付加されたテキストファイルとして logflashにアーカイブされます。アーカイブ
されている出力を表示するには、show file logflash:eem_archive_nコマンドを使用します。

（注）

モジュールパワーダウンのモニタリング

モジュールのパワーダウンをモニタする例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# event manager applet monitorPoweroff
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description “Monitors module power down.”
switch(config-applet)# event cli match “conf t ; poweroff *”
switch(config-applet)# action 1.0 cli show module
switch(config)# copy running-config startup-config

ロールバックを開始するトリガーの追加

ロールバックを開始するトリガーを追加する例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#
switch(config)# event manager applet rollbackTrigger
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description “Rollback trigger.”
switch(config-applet)# event cli match “rollback *”
switch(config-applet)# action 1.0 cli copy running-config bootflash:last_config
switch(config)# copy running-config startup-config
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メジャーしきい値を上書き（ディセーブル）するコンフィギュレー

ション例

メジャーしきい値に達したときにシャットダウンを防ぐ方法

メジャーしきい値に達したことによるシャットダウンを防ぐ例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

1 つの不良センサーをディセーブルにする方法
センサー 3で障害が発生した場合（他のセンサーに影響なし）に、モジュール 2でセンサー 3だ
けをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

複数の不良センサーをディセーブルにする方法

モジュール 2のセンサー 5、6、7で障害が発生した場合（他のセンサーに影響なし）に、これら
のセンサーをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 5 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 6 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
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switch(config)# end

モジュール全体の上書き（ディセーブル）

誤動作するモジュール 2をディセーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

複数のモジュールおよびセンサーの上書き（ディセーブル）

誤動作するモジュール 2のセンサー 3、4、7とモジュール 3のすべてのセンサーをディセーブル
にする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 3 threshold major
switch(config-applet)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

1 つのセンサーをイネーブルにして、すべてのモジュールの残りのセンサーをすべ
てディセーブルにする方法

モジュール 9のセンサー 4を除くすべてのモジュールのすべてのセンサーをディセーブルにする
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
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switch(config-applet)# end

複数のセンサーをイネーブルにして、すべてのモジュールの残りのセンサーをすべ

てディセーブルにする方法

モジュール 9のセンサー 4、6、7を除くすべてのモジュールのすべてのセンサーをディセーブル
にする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 6 threshold major
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end

1 つのモジュールのすべてのセンサーをイネーブルにして、残りのモジュールのす
べてのセンサーをディセーブルにする方法

モジュール 9のすべてのセンサーを除く残りのモジュールのすべてのセンサーをディセーブルに
する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end

モジュールのセンサーを組み合わせてイネーブルにして、残りのモジュールのすべ

てのセンサーをディセーブルにする方法

モジュール 2のセンサー 3、4、7とモジュール 3のすべてのセンサーを除くすべてのモジュール
のすべてのセンサーをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
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switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet5 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 3 threshold major
switch(config-applet)# action 5 policy-default
switch(config-applet)# end

ファントレイ取り外しのためのシャットダウンを上書き（ディセーブ

ル）するコンフィギュレーション例

1 つまたは複数のファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセー
ブル）

1つまたは複数（またはすべて）のファントレイを取り外せるように、シャットダウンをディセー
ブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end

指定したファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセーブル）

指定したファントレイ（ファントレイ 3）を取り外せるように、シャットダウンをディセーブル
にする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config) no event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config)# end
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指定した複数のファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディセー

ブル）

指定した複数のファントレイ（ファントレイ 2、3、4）を取り外せるように、シャットダウンを
ディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 4 time 60
switch(config-applet)# end

デフォルトコンフィギュレーションに戻す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config)# end

1 つを除くすべてのファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（ディ
セーブル）

1台（ファントレイ2）を除くすべてのファントレイを取り外せるように、シャットダウンをディ
セーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end

ファントレイの指定したセットを除くファントレイを取り外すためのシャットダウ

ンの上書き（ディセーブル）

指定したファントレイのセット（ファン 2、3、4）を除くファントレイを取り外せるように、
シャットダウンをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2,3,4 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
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ファントレイのセットから 1 台を除くすべてのファントレイを取り外すためのシャッ
トダウンの上書き（ディセーブル）

指定したファントレイのセット（ファントレイ 2、3、4）の 1台を除くすべてのファントレイを
取り外せるように、シャットダウンをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 4 time 60
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end

補足ポリシーを作成するコンフィギュレーション例

ファントレイが存在しないイベントの補足ポリシーの作成

event fanabsentコマンドを使用して、補足ポリシーを作成する例を示します。

[no] event fanabsent [fanfan-tray-number] timetime-interval

ファントレイ 1が 60秒間存在しない場合に、デフォルトのポリシーに加えて、ポリシー
myappletnameとアクション 3を実行する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname
switch(config-applet)# event fanabsent fan 1 time 60
switch(config-applet)# action 3 cli “show env fan”
switch(config-applet)# end

温度しきい値イベントの補足ポリシーの作成

event temperatureコマンドを使用して、補足ポリシーを作成する例を示します。

[no] event temperature [modmodule-number] [sensorsensor-number] threshold {major |minor | any}

モジュール 2のセンサー 3で温度がマイナーしきい値を超えた場合に、デフォルトのポリシーに
加えて、ポリシー myappletnameとアクション 1を実行する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold minor
switch(config-applet)# action 1 cli “show environ temperature”
switch(config-applet)# end
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電力のバジェット超過ポリシーのコンフィギュレーション例

電力のバジェット超過ポリシーは、使用可能な電力がゼロ未満に低下し、前に起動されたモジュー

ルを起動状態で維持できなくなった場合に開始します。デフォルトのアクションでは、ユーザに

電力のバジェット超過が発生したことを通知する syslogを出力します。

利用可能な電力が赤（負）のゾーンから回復するまでモジュールの電源を落とす追加アクション

をイネーブルにできます。

モジュールのシャットダウン

モジュールを指定しない場合、電力のバジェット超過シャットダウンはスロット 1から始まり、
電力が赤（負）のゾーンから回復するまでモジュールをシャットダウンします。空のスロットや

スーパーバイザ、スタンバイスーパーバイザ、スパイン、クロスバーを含むスロットは飛ばされ

ます。

利用可能な電力がゼロ未満に低下した場合に、モジュール 1からモジュールをシャットダウンす
る例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet <myappletname4a> override __pfm_power_over_budget
switch(config-applet)# event poweroverbudget
switch(config-applet)# action 4 overbudgetshut
switch(config-applet)# end

指定された一連のモジュールのシャットダウン

電力のバジェット超過アクションによって、電力が赤（負）のゾーンから回復するまでシャット

ダウンされるモジュールのリストを指定できます。空のスロットやスーパーバイザ、スタンバイ

スーパーバイザ、スパイン、クロスバーを含むスロットは飛ばされます。

利用可能な電力がゼロ未満に低下した場合に、指定されたモジュールのリスト（1、2、7、8）か
らモジュールをシャットダウンする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet <myappletname4b> override __pfm_power_over_budget
switch(config-applet)# event poweroverbudget
switch(config-applet)# action 5 overbudgetshut module 1,2,7,8
switch(config-applet)# end

シャットダウンするモジュールを選択するコンフィギュレーション例

デフォルトでシャットダウンに非上書きモジュールを選択するポリシーの使用

メジャーしきい値を超えた場合に、デフォルトで非上書きモジュールをシャットダウンするよう

選択するポリシーを使用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5a1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
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switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5a2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 1-3 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 5 policy-default
switch(config-applet)# end

シャットダウンに非上書きモジュールを選択するパラメータ置き換えの使用

メジャーしきい値を超えた場合に、パラメータの置き換えを使用してシャットダウンする非上書

きモジュールを選択する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5b1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5b2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 1-3 sensor 8 threshold major
switch(config-applet)# action 6 forceshut module my_module_list reset “temperature-sensor
policy trigger”
switch(config-applet)# end

イベントマネージャパラメータを作成するには、event manager environmentコマンドを使用し
ます。イベントマネージャパラメータの値を表示するには、show event manager environment all
コマンドを使用します。

活性挿抜イベントのコンフィギュレーション例

活性挿抜イベント（OIR）には、デフォルトのポリシーがありません。

event oirコマンドを使用して、OIRイベントを設定する例を示します。

event oirdevice-typeevent-type [device-number]

device-typeは、fan、moduleまたは powersupplyです。

event-typeは、insert、remove、または anyoir（装着または取り外し）です。

オプションの device-numberでは 1台のデバイスを指定します。省略すると、すべてのデバイスが
選択されます。

装着イベントを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module insert
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg “OIR insert event: A Module
is inserted”

取り外しイベントを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module remove
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg “OIR remove event: A Module
is removed”
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ユーザ syslog を生成するコンフィギュレーション例
action syslogコマンドを使用して、ユーザ syslogを生成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module remove
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg “Module is removed”

このイベントが発生すると、次の syslogが生成されます。
switch(config)# 2013 May 20 00:08:27 p1b-57 %$ VDC-1 %$ %EEM_ACTION-2-CRIT: “Module is
removed”

Syslog メッセージをモニタする設定例
次に、スイッチからの Syslogメッセージをモニタする例を示します。
switch(config)# event manager applet a1
switch(config-applet)# event syslog occurs 6 period 4294967 pattern "authentication failed"

このイベントがトリガーされると、ポリシーで定義されているアクションが実行されます。

SNMP 通知のコンフィギュレーション例

SNMP OID のポーリングによる EEM イベントの生成
スイッチの CPU使用率を問い合わせるには、SNMPオブジェクト ID（OID）
CISCO-SYSTEM-EXT-MIB::cseSysCPUUtilizationが使用されます。
cseSysCPUUtilization OBJECT-TYPE
SYNTAX Gauge32 (0..100 )
UNITS "%"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The average utilization of CPU on the active supervisor."
::= { ciscoSysInfoGroup 1 }

10秒間隔でポーリングされ、しきい値が 95 %の SNMP OIDを使用する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet test_policy
switch(config-applet)# event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.305.1.1.1.0 get-type exact entry-op
gt entry-val 95 exit-op lt exit-val 90 poll-interval 10

イベントポリシーのイベントへの応答で SNMP 通知を送信
このタイプのコンフィギュレーションを使用して、重大なイベントトリガーでSNMP通知を生成
できます。
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イベントマネージャのアプレットコンフィギュレーションモードからイベントに対して SNMP
通知を送信する例を示します。

switch(config-applet)# action 1.1 snmp-trap intdata1 100 intdata2 300 strdata "CPU Hogging
at switch1"
switch(config-applet)# action 1.1 snmp-trap intdata1 100 intdata2 300 strdata "Port Failure
eth9/1"

このコンフィギュレーションでは、スイッチから SNMPホストに SNMP通知（トラップ）を行い
ます。SNMPペイロードには、ユーザ定義フィールド intdata1、intdata2、および strdataの値が含
まれます。

ポートトラッキングのコンフィギュレーション例

1つのポートの状態を別のポートの状態と一致させるように設定する例を示します（ポートトラッ
キング）。

イーサネットインターフェイス 1/2によるイーサネットインターフェイス 3/23のポートトラッ
キングを設定するには、次のステップに従います。

手順

ステップ 1 イーサネットインターフェイス 3/23のステータスを追跡するオブジェクトを作成します。

例：
switch# configure terminal
switch(config)# track 1 interface ethernet 3/23
switch(config-track)# end

ステップ 2 トラッキングオブジェクトがシャットダウンされたらイーサネットインターフェイス1/2をシャッ
トダウンする EEMイベントを設定します。

例：
switch(config)# event manager applet track_3_23_down
switch(config-applet)# event track 1 state down
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet track_3_23_down shutting down port
eth1/2 due to eth3/23 being down
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli shut
switch(config-applet)# end

ステップ 3 イーサネットインターフェイス 3/23が起動したらイーサネットインターフェイス 1/2を起動する
EEMイベントを設定します。

例：
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet track_3_23_up
switch(config-applet)# event track 1 state up
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet track_3_23_down bringing up port
eth1/2 due to eth3/23 being up
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli no shut
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switch(config-applet)# end

EEM によって EEM ポリシーを登録する設定例
次に、EEMによって EEMポリシーを登録する例を示します。

基本的なスイッチ設定：

event manager applet vpc_check_peer_at_startup
event track 101 state up
action 1.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/load_schedules running-config

feature scheduler

!!## 2 x dummy loopbacks are required ##!!
interface loopback 101
interface loopback 102

track 1 list boolean or
object 13
object 12
object 102
track 2 list boolean and
object 13
object 12
track 12 interface Ethernet 2/24 line-protocol
track 13 interface port-channel 3000 line-protocol
track 101 interface loopback 101 line-protocol
track 102 interface loopback 102 line-protocol

この例では、ポートチャネル 3000が vPCピアリンクで、イーサネット 2/24が vPCキープア
ライブリンクです。

（注）

ブートフラッシュに次のファイルをコピーする必要があります。

•スーパーバイザのブートフラッシュに作成する必要がある、/eem/user_script_policiesと呼ばれ
るディレクトリ。

•次の 5つのファイルを上記のディレクトリに作成してロードする必要があります。

◦ load_schedules

◦ remove_vpc_if_peer_failed

◦ clean_up

◦ unload_schedules

◦ restore_vpc

load_schedulesファイルの設定
feature scheduler

configure terminal
scheduler job name vpc_check
configure terminal
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event manager policy remove_vpc_if_peer_failed
end

configure terminal
scheduler job name clean_up
configure terminal
event manager policy clean_up
end

configure terminal
scheduler job name trigger
configure terminal
interface loopback 102
shutdown
no shutdown
end

configure terminal
scheduler schedule name load_vpc_check
time start +00:00:04
job name vpc_check

scheduler schedule name trigger_vpc_check
time start +00:00:05
job name trigger

scheduler schedule name load_clean_up
time start +00:00:08
job name clean_up

scheduler schedule name trigger_clean_up
time start +00:00:10
job name trigger

remove_vpc_if_peer_failedファイルの設定
event manager applet remove_vpc_if_peer_failed
event track 1 state down
action 1.0 cli show run vpc > bootflash://sup-active/eem/user_script_policies/vpc_saved.cfg
action 2.0 cli show run vpc > bootflash://sup-standby/eem/user_script_policies/vpc_saved.cfg
action 3.0 cli configure terminal
action 4.0 cli no feature vpc
action 5.0 syslog msg severity alert "##### WARNING!!!! PEER SWITCH FAILED TO COME ONLINE.
VPC CONFIG REMOVED #####"
action 6.0 cli event manager policy restore_vpc
action 7.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/unload_schedules running-config
action 8.0 cli no event manager applet remove_vpc_if_peer_failed
action 9.0 cli end

clean_upファイルの設定
event manager applet clean_up
event track 102 state up
action 1.0 cli configure terminal
action 2.0 cli no event manager applet remove_vpc_if_peer_failed
action 3.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/unload_schedules running
action 4.0 cli no event manager applet clean_up
action 5.0 end

unload_schedulesファイルの設定
no scheduler schedule name load_vpc_check
no scheduler schedule name trigger_vpc_check
no scheduler schedule name load_clean_up
no scheduler schedule name trigger_clean_up
no scheduler job name vpc_check
no scheduler job name trigger
no scheduler job name clean_up
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restore_vpcファイルの設定
event manager applet restore_vpc
event track 2 state up
action 1.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/vpc_saved.cfg running-config
action 2.0 syslog msg severity alert "##### VPC PEER DETECTED. VPC CONFIG RESTORED #####"
action 3.0 cli configure terminal
action 4.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/unload_schedules running-config
action 5.0 cli no event manager applet restore_vpc
action 6.0 cli end
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付録 C
Cisco NX-OS システム管理の設定制限事項

設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。

• Cisco NX-OSシステム管理の設定制限事項, 551 ページ

Cisco NX-OS システム管理の設定制限事項
設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。
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