
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 9000シリーズ NX-OSインターフェイスコンフィギュレーションガ
イド』に記載されている新機能および変更された各機能について、リリース固有の情報を示しま

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
この表では、『Cisco Nexus 9000シリーズ NX-OSインターフェイスコンフィギュレーションガイ
ド』の新機能および変更された機能を要約し、その参照先を示しています。

表 1：新機能および変更された機能

参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

Cisco SFP+アダプタモ
ジュールのサポート

7.0(3)I4(2)CVR-2QSFP28-8SFPアダプ
タに Cisco Nexus 9236Cス
イッチの100Gポートの25G
光ファイバサポートが追加

されました。

SFP+アダプタモジュール

SVIの VRFメンバーシップ
の変更

7.0(3)I4(1)SVIの VRFメンバーシップ
変更のサポートが追加され

ました。

SVIの VRFメンバーシップ
変更のサポート

ポートプロファイル7.0(3)I4(1)ポートプロファイルのサ

ポートが追加されました。

ポートプロファイルのサ

ポート
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参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

vPCマルチキャスト：PIM、
IGMP、および IGMPスヌー
ピング

7.0(3)I4(1)vPCでの PIMSSMのサポー
トが追加されました。

vPCでの PIMSSMのサポー
ト

スタティックNATの注意事
項および制約事項

7.0(3)I4(1)In Service Software Upgrade
（ISSU）のNATサポートが
追加されました。

In Service Software Upgrade
（ISSU）の NATサポート

CiscoNexus C9332PQスイッ
チ

7.0(3)I3(1)CiscoNexus C9332PQスイッ
チのブレークアウトおよび

FEXサポートが追加されま
した（TORスイッチ）。

CiscoNexus C9332PQスイッ
チのブレークアウトおよび

FEXサポート

Cisco Nexus C92160YCス
イッチ

7.0(3)I3(1)CiscoNexus 92160YCスイッ
チのブレークアウトサポー

トが追加されました（TOR
スイッチ）。

CiscoNexus 92160YCスイッ
チのブレークアウトサポー

ト

Cisco Nexus C9272Qスイッ
チ

7.0(3)I3(1)Cisco Nexus 9272Qスイッチ
のブレークアウトサポート

が追加されました（TORス
イッチ）。

Cisco Nexus 9272Qスイッチ
のブレークアウトサポート

IPアンナンバード7.0(3)I3(1)IP unnumberedコマンドのサ
ポートが追加されました。

ip unnumberedコマンド

レイヤ 2データセンター相
互接続の設定

7.0(3)I2(2)レイヤ 2データセンター相
互接続のサポートが追加さ

ました。

レイヤ 2データセンター相
互接続

vPCの設定7.0(3)I2(2)vPCdomainコマンドの shut
およびno shutのサポートが
追加されました。

vPC domainコマンドの
shutおよびno shutサポート

DHCP Client7.0(3)I2(2)Cisco Nexus 9500シリーズ
スイッチのサポートが追加

されました。

DHCP Client

スイッチポートの分離によ

る 4K VLAN設定の有効化
7.0(3)I2(1)switchport isolatedコマンド

のサポートが追加されまし

た。

スイッチポート分離のサ

ポート
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参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

DHCP Client7.0(3)I2(1)管理インターフェイスまた

は物理イーサネットイン

ターフェイスでの DHCPク
ライアントの IPv4または
IPv6アドレス設定のサポー
トが追加されました。

DHCP Client

GREトンネルの設定7.0(3)I2(1)v4トンネル経由の GRE v6
ペイロードとv6トンネル経
由の GRE v4ペイロードの
サポートが追加されまし

た。

GREトンネル拡張機能

注意事項と制約事項7.0(3)I2(1)IPv4や IPv6のインバンドま
たはアウトバンド送信元 IP
アドレスを設定するための

source-interfaceコマンドオ
プションのサポートが追加

されました。

送信元インターフェイスの

サポート

注意事項と制約事項7.0(3)I2(1)一連のインターフェイスを

アドレス指定するための正

規表現のサポートが追加さ

れました。

正規表現のサポート

グローバルなBFDパラメー
タの設定

7.0(3)I2(1)この機能が導入されまし

た。

BFD起動タイマー

スタティックNATとダイナ
ミック NAT変換の設定

7.0(3)I2(1)スタティックおよびダイナ

ミックNAT変換のサポート
が追加されました。

スタティックおよびダイナ

ミックNAT変換のサポート

スイッチ仮想インターフェ

イスおよび自動ステート動

作

7.0(3)I2(1)スイッチ仮想インターフェ

イスおよび自動ステート動

作のサポートが追加されま

した。

スイッチ仮想インターフェ

イスおよび自動ステート動

作のサポート

トンネルインターフェイス

の作成

7.0(3)I2(1)IP-in-IPトンネルマスクのサ
ポートが追加されました。

IP-in-IPトンネルマスクのサ
ポート

Q-in-Q VLANトンネルの設
定

7.0(3)I2(1)Q-in-Q VLANトンネルのサ
ポートが追加されました。

Q-in-Q VLANトンネルのサ
ポート
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参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

MAC組み込み IPv6アドレ
ス

7.0(3)I2(1)この機能が導入されまし

た。

MAC組み込み IPv6
（MEv6）アドレス

vPCフォークリフトアップ
グレード

7.0(3)I1(2)vPCトポロジ内の Nexus
9000スイッチのペアから異
なるNexus 9000シリーズス
イッチのペアへのアップグ

レードのサポートが追加さ

れました。

vPCフォークリフトアップ
グレードのサポート

遅延 LACP7.0(3)I1(2)遅延 LACP機能により、
LACP PDUが受信されるま
でポートチャネルメンバー

の起動を遅延させることが

できます。

遅延 LACPのサポート

negotiate autoコマンド7.0(3)I1(2)イーサネットインターフェ

イスの速度、デュプレック

ス、および自動フロー制御

を設定できます。

negotiate autoコマンドのサ
ポート

IP-in-IPトンネルのサポート7.0(3)I1(2)トンネルを作成するために

パケットをカプセル化およ

びカプセル化解除できま

す。

IP-in-IPトンネルのサポート

ポートチャネルインター

フェイスでのサブインター

フェイスの設定

7.0(3)I1(2)ポートチャネルインター

フェイでの 1つまたは複数
のサブインターフェイスの

サポートが追加されまし

た。

ポートチャネルインター

フェイスでのサブインター

フェイスのサポート

ダイナミックブレークアウ

ト

7.0(3)I1(1)高帯域幅ポートを 4つのブ
レークアウトポートに分割

できます。

ダイナミックブレークアウ

トのサポート

対称ハッシュ7.0(3)I1(1)ポートチャネル上で対称

ハッシュを有効にすると、

双方向トラフィックが確実

に同じ物理インターフェイ

スを使用するようになりま

す。

対称ハッシュのサポート
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参照先変更さ

れたリ

リース

説明機能

IPトンネル設定の確認7.0(3)I1(1)インターフェイスカウンタ

に関する統計情報のサポー

トが追加されました。

追加の show interface tunnel
コマンドのサポート

双方向フォワーディング検

出の設定

7.0(3)I1(1)BFDv6のサポートが追加さ
れました。

BFDv6のサポート
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