
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, 1 ページ

• CFSについて, 2 ページ

• CFSのライセンス要件, 6 ページ

• CFSの前提条件, 6 ページ

• CFSの注意事項と制約事項, 6 ページ

• CFSのデフォルト設定, 7 ページ

• CFS配信の設定, 8 ページ

• CFS設定の確認, 27 ページ

• CFSに関する追加情報, 28 ページ

• CFSの機能の履歴, 29 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 1：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。

   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
4

CFS の設定
混合ファブリック内での CFS の接続性



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 2：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   
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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   

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
17

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

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
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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 3：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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