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。
機能

説明

変更され
たリリー
ス

参照先

PTP

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

オンライン診断
（GOLD）

M3 モジュールのサポートが追加さ 7.3(0)DX(1) 第 14 章「オンライン
れました。
診断の設定」

SPAN

M3 モジュールのサポートが追加さ 7.3(0)DX(1) 第 17 章「SPAN の設
れました。
定」

ERSPAN

M3 モジュールのサポートが追加さ 7.3(0)DX(1) 第 18 章「ERSPAN の
れました。
設定」

NetFlow

M3 モジュールのサポートが追加さ 7.3(0)DX(1) 第 20 章「NetFlow の
れました。
設定」
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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

機能

説明

変更され
たリリー
ス

参照先

CoPP インターフェイス CoPP インターフェイスでの NetFlow 7.3(0)D1(1) 第 5 章「PTP の設定」
での NetFlow サポート サポート機能が追加されました。
SPAN セッションあたり SPAN セッションあたり 4K の
4K の VLAN
VLAN のサポートが追加されまし
た。

7.3(0)D1(1) 第 17 章「SPAN の設
定」

ERSPAN セッションあ
たり 4K の VLAN

7.3(0)D1(1) 第 18 章「ERSPAN の
設定」

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。

NTP 認証キーの長さの NTP 認証キーの長さが、15 文字か
拡張
ら 32 文字の英数字に増加しまし
た。
GIR の設定

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1) 以 7.3(0)D1(1) 第 22 章「GIR の設定
降では、GIR のデフォルト モード
（Cisco NX-OS Release
は isolate です。計画外メンテナン
7.3(0)D1(1)）」
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。

F3 モジュールでの出力 F3 モジュールで出力 NetFlow がサ
NetFlow のサポート
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

7.3(0)D1(1) 第 4 章「NTP の設
定」

7.2(0)D1(1) 第 20 章「NetFlow の
設定」

F2、F2e、F3 サブインターフェイス 7.2(0)D1(1) 第 20 章「NetFlow の
で NetFlow がサポートされます。
設定」

EEM アクション文とス 条件文、文字列、および算術演算で 7.2(0)D1(1) 第 15 章「Embedded
ケジューリング文
EEMアプレットをプログラムする、
Event Manager の設
アクション ベースのプログラマビ
定」
リティ。
NetFlow

F3 シリーズ モジュールのパケット 7.2(0)D1(1) 第 20 章「NetFlow の
処理率を 50000 pps に強化しまし
設定」
た。

オンライン診断
（GOLD）

オンライン診断のサポートが追加さ 7.2(0)D1(1) 第 14 章「オンライン
れました。
診断の設定」
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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

機能

説明

変更され
たリリー
ス

参照先

システム メッセージ ロ システム メッセージ ログ内で、物 7.2(0)D1(1) 第 7 章「システム
ギング
理的イーサネット インターフェイ
メッセージ ロギング
スおよびサブインターフェイスに対
の設定」
して説明を追加する機能が追加され
ました。
分離およびメンテナン
ス モードの機能拡張

デバッグやアップグレードを実行で 7.2(0)D1(1) 第 23 章「メンテナン
きるよう、スイッチを正常に取り出
ス モードの設定」
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。

SPAN

SPAN パケットから FabricPath およ 6.2(10)
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。

第 17 章「SPAN の設
定」

6.2(10)

第 14 章「オンライン
診断の設定」

オンライン診断
（GOLD）

• 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。

6.2(8)
CISCO-BGP-MIBv2 のサ cbgp2 キーワードが snmp-server
ポート
enable traps コマンドに追加されま
した。

第 12 章「SNMP の設
定」

オンライン診断
（GOLD）

特定のランタイム診断テストに対し 6.2(8)
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。

第 14 章「オンライン
診断の設定」

ERSPAN

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

第 18 章「ERSPAN の
設定」
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

ERSPAN

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。

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

拡張 ERSPAN のサポートが追加さ
れました。

6.2(2)

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

ルール ベースの ERSPAN のサポー 6.2(2)
トが追加されました。

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

例外 ERSPAN のサポートが追加さ
れました。

6.2(2)

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

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

第 18 章「ERSPAN の
設定」

NetFlow

同じインターフェイスで設定される 6.2(2)
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。

第 20 章「NetFlow の
設定」

NetFlow

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

第 20 章「NetFlow の
設定」

NetFlow

Cisco NetFlow Generation Appliance 6.2(2)
（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。

第 20 章「NetFlow の
設定」

NTP

アクセス グループ オプションを制 6.2(2)
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-group match-all コマンドを導
入しました。

第 4 章「NTP の設
定」

NTP

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

第 4 章「NTP の設
定」
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変更され
たリリー
ス

参照先

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

機能

説明

変更され
たリリー
ス

参照先

NTP

インターフェイス上で NTP ブロー 6.2(2)
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。

第 4 章「NTP の設
定」

NTP

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

第 4 章「NTP の設
定」

NTP

NTP アクセス グループのオプショ 6.2(2)
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。

第 4 章「NTP の設
定」

SNMP

場所に基づいてユーザを認証するた 6.2(2)
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。

第 12 章「SNMP の設
定」

SNMP

IPv4 および IPv6 ACL の両方を同じ 6.2(2)
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。

第 12 章「SNMP の設
定」

SPAN

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)

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

F2e シリーズ モジュールでのみ、Tx 6.2(2)
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。

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

拡張 SPAN のサポートが追加されま 6.2(2)
した。

第 17 章「SPAN の設
定」

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)

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

例外 SPAN のサポートが追加されま 6.2(2)
した。

第 17 章「SPAN の設
定」
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

XMLIN

CLI コマンドを Network Configuration 6.2(2)
（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。

第 25 章「CLI コマン
ドのネットワーク設
定形式への変換」

EEE

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。

第 21 章「EEE の設
定」

ERSPAN

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

第 18 章「ERSPAN の
設定」

NetFlow

F2 シリーズおよび F2e シリーズ モ 6.2(2)
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。

第 20 章「NetFlow の
設定」

NetFlow

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

第 20 章「NetFlow の
設定」

ERSPAN

ERSPAN タイプ III のサポートが追 6.1(1)
加されました。

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

スーパーバイザ 2 のサポートが追加 6.1(1)
されました。

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

F2 および M2 シリーズ モジュール 6.1(1)
のサポートが追加されました。

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

ERSPAN サンプリングのサポートが 6.1(1)
追加されました。

第 18 章「ERSPAN の
設定」

ERSPAN

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。

第 18 章「ERSPAN の
設定」

NTP

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

第 4 章「NTP の設
定」

オンライン診断
（GOLD）

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

第 14 章「オンライン
診断の設定」
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変更され
たリリー
ス

6.2(2)

参照先

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

機能

説明

変更され
たリリー
ス

参照先

オンライン診断
（GOLD）

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。

第 14 章「オンライン
診断の設定」

オンライン診断
（GOLD）

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

第 14 章「オンライン
診断の設定」

PTP

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)

第 5 章「PTP の設定」

PTP

M2 シリーズ モジュールのサポート 6.1(1)
が追加されました。

第 5 章「PTP の設定」

PTP

PTP MAC フォーマットが FF:FF か 6.1(1)
ら FF:FE に変更されました。

第 5 章「PTP の設定」

PTP

vrf オプションが ptp source コマン 6.1(1)
ドで廃止されました。

第 5 章「PTP の設定」

SPAN

SPAN に、SPAN サンプリングのサ 6.1(1)
ポートが追加されました。

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

帯域内インターフェイスが管理VDC 6.1(1)
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。

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

スーパーバイザ 2 のサポートが追加 6.1(1)
されました。

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

M2 シリーズ モジュールのサポート 6.1(1)
が追加されました。

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

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

第 17 章「SPAN の設
定」

ERSPAN

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

第 18 章「ERSPAN の
設定」
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機能

説明

変更され
たリリー
ス

参照先

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)

第 19 章「NetFlow の
設定」

NetFlow

ACL エントリによって拒否された 6.0(1)
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。

第 20 章「NetFlow の
設定」

オンライン診断
（GOLD）

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)

第 14 章「オンライン
診断の設定」

PTP

F2 シリーズ モジュールのサポート 6.0(1)
が追加されました。

第 5 章「PTP の設定」

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。

第 5 章「PTP の設定」

SPAN

F2 シリーズ モジュールのサポート 6.0(1)
が追加されました。

第 17 章「SPAN の設
定」

NTP

F2 シリーズ モジュールのサポート
が追加されました。

第 4 章「NTP の設
定」

CFS プロトコル

デバイス エイリアス、DPVM、FC 5.2(3)
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。

第 3 章「CFS の設
定」

EEM イベント相関

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

第 21 章「EEE の設
定」

ERSPAN

Cisco Nexus 2000 Series Fabric
5.2(1)
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。

第 18 章「ERSPAN の
設定」
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6.0(1)

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

機能

説明

変更され
たリリー
ス

ERSPAN

ERSPAN セッションのマルチキャス 5.2(1)
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。

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

参照先

第 18 章「ERSPAN の
設定」

第 8 章「Smart Call
Home の設定」

LLDP

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。

第 19 章「LLDP の設
定」

NetFlow

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

第 20 章「NetFlow の
設定」

NTP

すべての VDC に対する NTP サポー 5.2(1)
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。

第 4 章「NTP の設
定」

NTP

既存のタイム サーバと同期されて 5.2(1)
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。

第 4 章「NTP の設
定」

NTP

NTP のイネーブルまたはディセーブ 5.2(1)
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。

第 4 章「NTP の設
定」

NTP アクセス グループ 追加の NTP サービスに対するアク 5.2(1)
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。

第 4 章「NTP の設
定」

オンライン診断
（GOLD）

第 14 章「オンライン
診断の設定」

追加の NTP サービスに対するアク 5.2(1)
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。
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

オンライン診断
（GOLD）

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。

第 14 章「オンライン
診断の設定」

オンライン診断
（GOLD）

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。

第 14 章「オンライン
診断の設定」

PTP

高精度時間プロトコル（PTP）のサ 5.2(1)
ポートが追加されました。

第 5 章「PTP の設定」

SPAN

Cisco Nexus 2000 Series Fabric
5.2(1)
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。

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

各 SPAN セッションに対する MTU 5.2(1)
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。

第 17 章「SPAN の設
定」

システム メッセージ ロ システム メッセージ ログ内で、物 5.2(1)
ギング
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。

第 7 章「システム
メッセージ ロギング
の設定」

オンライン診断
（GOLD）

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。

第 14 章「オンライン
診断の設定」

ブリッジ NetFlow

VLAN 上でブリッジ NetFlow を設定 5.1(1)
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。

第 20 章「NetFlow の
設定」

DCBXP

このリンク層プロトコルは、ピア間 5.1(1)
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。

第 19 章「LLDP の設
定」
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変更され
たリリー
ス

参照先

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

機能

説明

変更され
たリリー
ス

参照先

ERSPAN および
ERSPAN ACL

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

第 18 章「ERSPAN の
設定」

オンライン診断
（GOLD）

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

第 14 章「オンライン
診断の設定」

RMON

RMON がデフォルトでイネーブル
にされました。

5.1(1)

第 17 章「SPAN の設
定」

SPAN

F1 シリーズ モジュールのサポート 5.1(1)
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。

第 17 章「SPAN の設
定」

EEM パブリッシャとし スイッチからの syslog メッセージを 5.1(1)
ての syslog
モニタできます。

第 21 章「EEE の設
定」

Syslog サーバ

第 7 章「システム
メッセージ ロギング
の設定」

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

Smart Call Home の
Smart Call Home に対して複数の
SMTP サーバ コンフィ SMTP サーバを設定できます。
ギュレーション

5.0(2)

第 8 章「Smart Call
Home の設定」

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

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

第 8 章「Smart Call
Home の設定」

Smart Call Home のク
ラッシュ通知

ラインカード（およびスーパーバイ 5.0(2)
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。

第 8 章「Smart Call
Home の設定」

EEM システム ポリシー 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。

5.0(2)

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」
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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

機能

説明

LLDP

ローカル ネットワーク上の他のデ 5.0(2)
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。

第 19 章「LLDP の設
定」

NetFlow

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。

第 20 章「NetFlow の
設定」

参照先

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

第 4 章「NTP の設
定」

NTP 認証

ローカル ロックを同期させる時刻 5.0(2)
源を認証するようデバイスを設定で
きます。

第 4 章「NTP の設
定」

NTP ロギング

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

第 4 章「NTP の設
定」

NTP サーバ コンフィ
ギュレーション

NTP サーバとの通信で使用するキー 5.0(2)
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。

第 4 章「NTP の設
定」

SNMP 通知

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

第 12 章「SNMP の設
定」
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変更され
たリリー
ス

5.0(2)

