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インターフェイスについて
Cisco NX-OS は、サポート対象の各インターフェイス タイプの複数の設定パラメータをサポート
します。ほとんどのパラメータはこのマニュアルで説明しますが、一部は他のマニュアルで説明
します。
以下の表に、インターフェイスに設定できるパラメータの情報の入手先を示します。
表 1：インターフェイスのパラメータ

機能

パラメータ（Parameters）

解説場所

基本パラメータ

説明、デュプレクス、エラー
ディセーブル、フロー制御、
MTU、ビーコン

「基本インターフェイス パラ
メータの設定」

レイヤ 3

メディア、IPv4 および IPv6 ア 「レイヤ 3 インターフェイスの
ドレス
設定」

レイヤ 3

帯域幅、遅延、IP ルーティン
グ、VRF

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS
Unicast Routing Configuration
Guide』
『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS
Multicast Routing Configuration
Guide』

ポート チャネル

チャネル グループ、LACP

「ポート チャネルの設定」
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機能

パラメータ（Parameters）

解説場所

セキュリティ

EOU

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS
Security Configuration Guide』

Ethernet Interfaces
イーサネット インターフェイスには、ルーテッド ポートが含まれます。

Access Ports
アクセス ポートは 1 つの VLAN のトラフィックを送受信します。このポートのタイプはレイヤ 2
インターフェイスだけです。
ルーテッド ポートの詳細については、「アクセス インターフェイスとトランク インターフェイ
スについて」の項を参照してください。

Routed Ports
ルーテッド ポートは、IP トラフィックを他のデバイスにルーティングできる物理ポートです。
ルーテッド ポートはレイヤ 3 インターフェイスだけです。
ルーテッド ポートの詳細については、「ルーテッド インターフェイス」の項を参照してくださ
い。

管理インターフェイス
管理イーサネット インターフェイスを使用して、Telnet クライアント、簡易ネットワーク管理プ
ロトコル（SNMP）、その他の管理エージェントを使用するリモート管理用ネットワークにデバ
イスを接続できます。管理ポート（mgmt0）は、自動検知であり、10/100/1000 Mb/s の速度の全二
重モードで動作します。
管理インターフェイスの詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration
Guide』を参照してください。このマニュアルにも、管理インターフェイスの IP アドレスとデフォ
ルト IP ルーティング設定に関する情報を記載しています。

ポートチャネル インターフェイス
ポートチャネルは、複数の物理インターフェイスを集約した論理インターフェイスです。最大32
の物理ポートへの個別リンクを 1 つのポート チャネルにバンドルして、帯域幅と冗長性を向上さ
せることができます。ポートチャネリングにより、これらの物理インターフェイスチャネルのト
ラフィックをロード バランスさせることもできます。ポート チャネル インターフェイスの詳細
については、「ポート チャネルの設定」の項を参照してください。
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サブインターフェイス
レイヤ 3 インターフェイスとして設定した親インターフェイスに仮想サブインターフェイスを作
成できます。親インターフェイスは物理ポートでかまいません。親インターフェイスはサブイン
ターフェイスによって複数の仮想インターフェイスに分割されます。これらの仮想インターフェ
イスに IP アドレスやダイナミック ルーティング プロトコルなど固有のレイヤ 3 パラメータを割
り当てることができます。

ループバック インターフェイス
仮想ループバックインターフェイスは、常にアップ状態にあるシングルエンドポイントを持つ仮
想インターフェイスです。パケットが仮想ループバック インターフェイスを通じて送信される
と、仮想ループバックインターフェイスですぐに受信されます。ループバックインターフェイス
は物理インターフェイスをエミュレートします。サブインターフェイスの詳細については、「ルー
プバック インターフェイス」の項を参照してください。

ブレークアウト インターフェイス
Cisco NX-OS は、モジュール レベルまたは個別ポート レベルでの高帯域幅 40G インターフェイス
のブレークアウトをサポートしています。

モジュール レベルのブレークアウト
モジュール レベルのブレークアウトでは、interface breakout コマンドにより、モジュールの高帯
域幅 40G インターフェイスが 4 つの 10G インターフェイスに分割されます。コマンドが実行され
ると、モジュールがリロードされ、インターフェイスの設定は削除されます。
次に、コマンドの例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface breakout module 1
Module will be reloaded. Are you sure you want to continue(yes/no)? yes

no interface breakout modulemodule_number コマンドはブレークアウト設定を取り消します。モ
ジュールのすべてのインターフェイスを 40G モードにし、前の 10G インターフェイスの設定を削
除します。

ダイナミック ブレークアウト（個別ポート レベルのブレークアウト）
ダイナミック ブレークアウト（個別ポート レベルのブレークアウト）では、interface breakout コ
マンドにより、高帯域幅の 40G ポートが 4 つの 10G ブレークアウト ポートに分割されます。ブ
レークアウト ポートは、「Ethernet <slot>/<front-panel-port>/<breakout-port>」として識別されま
す。たとえば、個別ポート レベルのブレークアウト ポートは Ethernet 1/2/1、Ethernet 1/2/2、
Ethernet 1/2/3、および Ethernet 1/2/4 として識別される場合があります。
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モジュールの 1 つまたは複数の 40G インターフェイスが個別ポート レベルでブレークアウトされ
る場合、コマンドの実行時にインターフェイスの設定が削除されます。

（注）

個別ポート レベルのブレークアウトでは、モジュールのリロードは不要です。
次に、1 つのブレークアウト ポートを設定する例を示します。
switch(config)# interface breakout module 1 port 1 map 10g-4x
switch(config)#

次に、複数のブレークアウト ポートを設定する例を示します。
switch(config)# interface breakout module 1 port 1-4 map 10g-4x
switch(config)#

no interface breakout コマンドにより、ブレークアウト ポートを取り消すことができます。
次に、ブレークアウト ポートを取り消す例を示します。
switch(config)# no interface breakout module 1 port 1 map 10g-4x
switch(config)#

レーン セレクタについて
レーン セレクタは、Cisco Nexus スイッチ上にある（前面パネルの左側にあり「LS」というラベ
ルが付いている）押しボタン式のスイッチと 4 つの LED です。この押しボタン式のスイッチと
LED は、ポートのステータスを確認するために使用されます。レーン セレクタは、Cisco Nexus
9000 シリーズ スイッチと Cisco Nexus 3164 および 3232 スイッチでサポートされています。
デフォルトでは、この LED によって、1 x 40G 設定のリンク/アクティビティ ステータスが示され
ます。ポートが 4 x 10G として設定されている場合は、このレーン セレクタを使用して各 10G ポー
トのリンク ステータスを個別に確認できます。
レーン セレクタの押しボタンを押すと、選択したレーンのリンク/アクティビティ ステータスが
ポート LED に表示されます。押しボタンを押すと、1 回目には最初の LED に最初のポートのス
テータスが表示されます。2 回目には 2 番目のポートのステータスが示され、以降同様です。押
しボタンをこのように押すことで、4 つのポートのステータスを個別に確認できます。
たとえば、ポート 60 が 4 x 10G として設定されている場合、レーン セレクタの押しボタンを 1 回
押すと、60/1/1 のリンク ステータスが表示されます。押しボタンをもう一度押すと、60/1/2 のリ
ンク ステータスが表示されます。
最後のポートのステータスが表示された後に押しボタンを押すと、4 つの LED がすべて消灯しま
す。これは、レーン セレクタがデフォルトの 1 x 40G 設定のステータスを表示する状態に戻った
ことを示します。
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（注）

10G ブレイクアウト ポートに対してビーコン機能が設定されている場合は、そのポートの LED
が点滅します。

（注）

ポートが 10G ブレークアウト モードになるように設定されており、レーンが選択されていな
いときは、いずれかの 10G ブレイクアウト ポートだけが稼働している場合でも、40G ポート
の LED が緑色で点灯します。

ブレークアウト インターフェイスに関する注意事項
注意事項
• ブレークアウト ポートをポートチャネルの一部として設定する場合は、そのポートチャネル
の有効性を確保するために、設定を 2 回（write-erase/reload の実行後に）適用する必要があり
ます。

高帯域幅インターフェイス
高帯域幅インターフェイスのブレークアウト（モジュールレベルまたは個別ポートレベル）は、
次でのみサポートされます。
• Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチの X9636PQ、X9432PQ、および X9536PQ ライン カード
• Cisco Nexus 9332PQ スイッチ
• Cisco Nexus 3164Q スイッチ

Cisco Nexus C92160YC スイッチ
7.0(3)I3(1) 以降、Cisco Nexus C92160YC スイッチは、2 つの異なる動作モードを提供しています。
• モード 1：48 X 10G/25G + 4 X 40G + 2 X 100G（デフォルト設定）
◦ ハードウェア プロファイル ポートモード 48x25G + 2x100G + 4x40G
◦ ブレークアウトは 2 つの 100G ポートでサポート
• モード 2：48 X 10G/25G + 4 X 100G
◦ ハードウェア プロファイル ポートモード 48x25G + 4x100G
◦ ブレークアウトは 4 つの 100G ポートでサポート
現在の動作モードを表示するには、show running-config | grep portmode コマンドを使用します。
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例：
switch(config-if-range)# show running-config | grep portmode
hardware profile portmode 48x25G+2x100G+4x40G

詳細については、Cisco Nexus C92160YC スイッチのインストレーション ガイドを参照してくださ
い（Install and Upgrade Guides for Cisco Nexus 9000 Series Switches）。
Cisco Nexus C92160YC スイッチを使用している場合は、2 つのブレークアウト モードがあります。
• 40G から 4 X 10G へのブレークアウト ポート
◦ 40G ポートから 4 X 10G ポートへのブレークアウトを有効にします。
◦ interface breakout module 1 portxmap 10g-4x コマンドを使用します。
• 100G から 4 X 25G へのブレークアウト ポート
◦ 100G ポートから 4 X 25G ポートへのブレークアウトを有効にします。
◦ interface breakout module 1 portxmap 25g-4x コマンドを使用します。

Cisco Nexus C9272Q スイッチ
7.0(3)I3(1) 以降、Cisco Nexus C9272Q スイッチは、72 の 40G ポートを提供しています。ポート 37
~ 71 は、ブレークアウト インターフェイスをサポートしています。
ブレークアウト インターフェイスを設定するには、interface breakout module 1 portxmap 10g-4x
コマンドを使用します。
例：
switch(config)# interface breakout module 1 port 38 map 10g-4x
switch(config)# show interface ethernet 1/38 capabilities | grep -i break
Breakout capable:

yes

Cisco Nexus C9332PQ スイッチ
7.0(3)I3(1) 以降、Cisco Nexus C9332PQ スイッチは、ブレークアウト モードをサポートし、FEX の
4 つの 10G NIF ポートに接続できる、24 の 40G ポートを提供しています。ポート 1 ~ 12 とポート
15 ~ 26 がサポートされています（ポート 13 および 14 は予約されており、ブレークアウト モード
には使用できません）。

（注）

すべての FEX がサポートされています。
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（注）

Cisco Nexus 9332PQ スイッチだけが、FEX ファブリック インターフェイスのインターフェイ
ス ブレークアウト サポートを提供しています（7.0(3)I3(1) 以降）。

仮想デバイス コンテキスト
Cisco NX-OS では、仮想デバイスをエミュレートするバーチャル デバイス コンテキスト（VDC）
に、オペレーティング システムおよびハードウェア リソースを分割できます。Cisco Nexus 9000
シリーズ スイッチは、複数の VDC をサポートしていません。すべてのスイッチ リソースはデフォ
ルト VDC で管理されます。

インターフェイスのハイ アベイラビリティ
インターフェイスは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。ステートフ
ル再起動はスーパーバイザ切り替え時に発生します。切り替え後、Cisco NX-OS は実行時の設定
を適用します。
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