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ご参加ありがとうございます
本日の資料はこちらからダウンロードいただけます

ダウンロードリンクはこちら
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12937196

https://supportforums.cisco.com/ja/document/12937196


オーディオ ブロードキャスト について
[Audio Broadcast（オーディオ ブロードキャスト）] ウィン
ドウが自動的に表示され、コンピュータのスピーカーか
ら音声が流れます

[Audio Broadcast（オーディオ ブロードキャスト）] ウィン
ドウが表示されない場合は、[Communicate（コミュニ
ケート）] メニューから [Audio Broadcast（オーディオ ブ
ロードキャスト）] を選択します

イベントが開始されると自動的に音声が流れ始めます

音声接続に関する詳細はこちらをご参照ください。解決
しない場合は、QA ウィンドウよりお知らせください。
https://supportforums.cisco.com/ja/document/82876

https://supportforums.cisco.com/ja/document/82876


ご質問方法
Webcast 中のご質問は全て画面右側のQAウィンドウ
より All Panelist 宛に送信してください
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Nexus 

シリーズ
Catalyst 

シリーズ

CRS シリーズ
ASR 9k シリーズ

NCS シリーズ

ISR シリーズ
ASR シリーズ

ME シリーズ

サービスプロバイダエンタープライズ

ル
ー
タ
製
品

ス
イ
ッ
チ
製
品

データセンタ キャンパス



Nexus & Catalyst シリーズスイッチ製品

データセンター向け
Nexus シリーズスイッチ

キャンパス向け

Catalyst シリーズスイッチ



本セッションのターゲット、目的

ターゲット

- 既にある程度 Catalyst、Nexus のいずれかにある程度精通
しているエンジニアの方

- Catalyst、Nexus の両方のプロダクトを扱う方

目的

一方のプロダクトの知識、技術をもう一方に活かすためのベース
となる情報のご提供



投票質問1

普段、Nexus と Catalyst に関わる業務
の割合はどの程度でしょうか。

1) Nexus が 7割以上

2) Catalyst が 7割以上

3) 多少どちらかに偏るか、およそ 5:5

4) Nexus に触れることが(ほぼ)ない

5) Catalyst に触れることが(ほぼ)な
い



投票質問2

Nexus と Catalyst に関するご自身の知
識の比率はどの程度だと感じています
か。

1) Nexus が 7割以上

2) Catalyst が 7割以上

3) 多少どちらかに偏るか、およそ 5:5

4) Nexus の知識はほぼない

5) Catalyst の知識はほぼない



Agenda

1. 要求仕様の比較

2. 実装機能の違い

3. プロダクトの比較

4. NX-OS と IOS/IOS-XE の比較

5. 実装/仕様の違い

6. トラブルシューティング方法の違い



1. 要求仕様の比較



ポイント1: 物理的な要件の比較

データセンター(Nexus) キャンパス(Catalyst)

スペース 狭い広い

接続ホスト 分散密集

接続拠点 多い少ない

- 大きくて安定した電源供給
- エアフローを重視
- セキュリティ完備

- 省エネ志向
- 弱いセキュリティ



データセンタネットワーク



キャンパスネットワーク



ポイント2: ホスト端末の接続/通信要件

データセンター(Nexus) キャンパス(Catalyst)
ホスト端末
- サーバ
- ストレージ
- 仮想化端末
- HPC / HFT

ホスト端末
- PC

- モバイル端末
- IP phone 

- ビデオ

- 無線AP

- サーバ

接続要件
- 1G/10Gポート
- FC/FCoEポート

通信要件
- ベストエフォート
⇔ギャランティ

- オーバーサブ
- セキュリティ監視

通信要件
- 大容量通信
- ロスレス
- 低遅延
- マイクロバースト
- 仮想化,テナント化

接続要件
- 100M / 1G / 

Multigigabit

- 無線



データセンタスイッチに求められる要件

データセンター(Nexus)

- 限定された拠点
- 端末(サーバ)が一定の量で密集している
→回線本数、回線コストに制約が少ない

- 広いフロアに多くの機器が密集
- 電源容量が大きい
- 処理要求の高いハイスペックのホストが接続される
→1台のスイッチにできる限りの容量を持たせる

高性能 / 広帯域 / 大容量のスイッチ



キャンパススイッチに求められる要件

- 多くの離れた拠点
- 端末(サーバ)が様々なバランスで分散している
→回線本数、回線コストに制約が多い

- フロア単位の接続数がまちまち
- 接続されるホスト端末の種類も多岐に渡る
- 設置箇所毎に接続要件がまちまち

(省エネ重視、静音重視、セキュリティ配備など)

バリエーション / 機能重視

キャンパス(Catalyst)



2. 実装機能の違い



Nexus

差別化されている実装機能

Catalyst

ユニファイドポート
(SAN/LAN)

低遅延・マイクロバー
スト対応

DCB / FCoE

VDC

10G BASE-T対応 Autoconf

Multigigabit Ethernet サービスモジュール

内蔵無線コントローラ PoE/UPoE

Fabricpath

Fabric Extender Instant AccessvPC VSS / stack

WAN, L3VPN
OTV / LISP

SDN / ACI

アクセス関連機能

転送関連機能

VXLAN サービスモジュール



Nexus

ポイント3: アクセス関連の実装機能の違い

Catalyst

ユニファイドポート
(SAN/LAN)

低遅延・マイクロバー
スト対応

DCB / FCoE

VDC

10G BASE-T対応

アクセス関連機能

- ユニファイドポート (SAN/LAN) : 1台のスイッチで FC とEthernet を同時に接続
- DCB / FCoE : Ehternet 上でのストレージ通信を実現するための拡張技術
- 10G BASE-T対応 : Cat6/6e ケーブルを用いた 10G 回線を収容でき、10G ネットワークを安価に構築可能
- 低遅延・マイクロバースト対応 : HFT / HPC などの高度な通信要求に対応可能
- VDC : ネットワークの仮想化、テナント化によりデータセンターの統合を実現



Nexus

ポイント3: アクセス関連の実装機能の違い

Catalyst

Autoconf

Multigigabit Ethernet サービスモジュール

内蔵無線コントローラ PoE/UPoE

アクセス関連機能

- Autoconf : 様々なデバイスの接続の管理を容易にする
- PoE/UPoE : 接続ホストに対して通信と電力を同時に供給
- 内蔵無線コントローラ : 有線端末と無線端末を同時に1台のスイッチで実現
- Multigigabit Ethernet : 無線通信速度(2.5G/5G)へ対応するためのEthernet拡張技術
- サービスモジュール : WiSM (無線接続モジュール), ASA (ファイヤウォールモジュール), NAM(通信の可視化) 



サービスモジュール



Nexus

ポイント4: 転送関連の実装機能の違い

Catalyst

Fabricpath

Fabric Extender Instant Access

vPC VSS / stack

WAN, L3VPN

OTV / LISP

SDN / ACI

転送関連機能

VXLAN

サービスモジュール

- Fabricpath : L2ファブリックを構成
- OTV/LISP : 仮想マシンのモビリティを高め分散型データセンターを実現する技術
- VXLAN : VLANの拡張
- SDN, ACI : ソフトウェア(アプリケーション)ベースの柔軟なネットワークを実現



データセンター要件における比較ポイント
比較ポイント Nexus シリーズ Catalyst シリーズ

製品カテゴリ
ユニファイドファブリック
(LAN/SAN)

LANスイッチ

ターゲットセグメント データセンター キャンパス

OS NX-OS IOS

シャーシ仮想化技術 vPC, FEX VSS, Stack, Instant Access

仮想オーバレイ VXLAN -

ファブリック拡張技術 FabricPath, ACI -

SANテクノロジー FCoE/FC -

低遅延 190 nsec～ -

DCI / L2延伸技術 OTV/VPLS/VXLAN VPLS

サービスモジュール NAM NAM, ASA, WiSM, ACE

スイッチング容量 60Tbps(N9K) 11.4Tbps(Cat6800)

スロット当たりの容量 3.84Tbps(N9K) 880Gbps(Cat6800)



VSS or vPC以前の構成(スパニングツリー) 論理接続

ブロックポートをなくし、帯域を有効活用
装置・リンク障害におけるネットワークの再計算が発生しない

ポイント5: vPC と VSS



vPC (Nexus)

vPC と VSS の違い

VSS (Catalyst)

VSS はスイッチ
を2台のスイッ

チをクラスタ化
し一つのスイッ
チにする技術

仮想的なポート
チャネルを形成
し1台であるか
のように振舞う

vPC以外から見
ると2台の機器
として振舞う



vPC (Nexus)

vPC と VSS の違い

VSS (Catalyst)

Active
Data Plane

Active
Control Plane

Active
Data Plane

Standby
Control Plane

MEC

VSL

Dual-Active

detection link

Active Standby

VSS domain

Active
Data Plane

Active
Control Plane

Active
Data Plane

Active
Control Plane

vPC

Peer-Link

Peer

Keepalive link

Primary Secondary

vPC domain



VSS の概要

- 1つのコントロールプレーン
- 1つのコンフィグ
- 1つの管理
- 1つのルーティングプロトコルインスタンス

- ２つのアクティブなデータプレーン

- アクティブ機とスタンバイ機間でのコントロール
メッセージとデータフレームはVSL リンクを経由
する

- FHRPが不要

Active
Data Plane

Active
Control Plane

Active
Data Plane

Standby
Control Plane

MEC

VSL

Dual-Active

detection link

Active Standby

VSS domain



vPC の概要

Active
Data Plane

Active
Control Plane

Active
Data Plane

Active
Control Plane

VPC

Peer-Link

Peer

Keepalive link

Primary Secondary

VPC domain

- 2つのコントロールプレーン
- それぞれのコンフィグ
- それぞれの管理ポイント
- それぞれのルーティングインスタンス

- ２つのアクティブなデータプレーン

- プライマリ機とセカンダリ機間でのコントロール
メッセージとデータフレームはPeer-linkリンクを
経由する

- FHRP が必要



vPC (Nexus)

vPC と VSS のGW冗長化の違い

VSS (Catalyst)

GW: 192.168.1.254 GW: 192.168.1.254

192.168.1.254

VIP: 192.168.1.254

IP: 192.168.1.1 IP: 192.168.1.2

HSRP



Nexus

vPC と VSS のネットワーク構成

Catalyst

vPC

vPC

vPC

Stackwise

VSS



Catalyst スイッチのスタック構成

ネットワークの成長に合わ
せて柔軟に拡張

- 単一のマネジメントとコン
トロールプレーン
- NSF対応

- 単一の接続
- 転送機能は分散



STP process

Active Standby
STP Process は Active 機のみで動作します
ので VSS domain は単一のSTPブリッジとし
て動作します

VSL は STP として動作せず、Block になりま
せん

BPDU はMEC上の一つのポートにてやり取
りされます

ループ発生時の影響を防ぐため、STP は常
に有効にしておくことが推奨されます

物理構成
1

2

3

4

1 2

3

4

VSS とスパニングツリー



vPC とスパニングツリー

STP process

Primary Secondary

STP process

STPは両方のスイッチで動作します。
ただし、 vPCに関しては Primary のみがコント
ロールします。
vPC メンバーリンクの状態変化は CFS を通して
Standby とやり取りされます。

1

Peer-link も STP の一部です
BPDU は Peer-link においてブロックポートが発
生しないように処理されます。

2

vPCに属さないポートは独立してそれぞれのス
イッチの local STP として処理されます。

1 1

2

物理構成

厳密にはもう少し細かいルールがありますが、基
本的には次項の peer-switch の使用が推奨です。



vPC Peer-Switch 機能

Primary Secondary

- 両方の vPC スイッチが BPDU を送信する
- 両方のスイッチが STP ブリッジの ROOT として動作する
- Primary の障害時/復旧時も同一の BPDU を維持する
- CFS上の同期は行わない

spanning-tree vlan 1-1000 priority 8192
vpc domain 1
peer-switch

spanning-tree vlan 1-1000 priority 8192
vpc domain 1
peer-switch

ROOT ROOT



Cisco Fabric Services (CFS)

Nexus# sh cfs application
----------------------------------------------
Application    Enabled   Scope
----------------------------------------------
arp Yes       Physical-eth
stp Yes       Physical-eth
vpc Yes       Physical-eth
igmp Yes       Physical-eth
l2fm Yes       Physical-eth
...

- コンフィグのチェック
- vPC メンバーポートの MACエントリの同期
- vPC メンバーポート状態の同期
- IGMP スヌーピング情報の同期
- vPC ステータスチェック
- STP ステータスチェック
- CFS は Ethernet Frame にカプセル化し Peer-link 上でやりとりする

CFS messaging



VSL の設定方法

Te1/1/1(Po1)

Te1/1/2(Po1)

Switch1 Switch2

Te2/1/1(Po2)

Te2/1/2(Po2)

Cat4500X(config)#switch virtual domain 10

Domain ID 10 config will take effect only

after the exec command 'switch convert mode virtual' is issued

Cat4500X(config-vs-domain)#switch 1

Cat4500X(config)#interface port-channel 1

Cat4500X(config-if)#switchport

Cat4500X(config-if)#switch virtual link 1

Cat4500X(config-if)#no shutdown 

Cat4500X(config-if)#int ran te1/1-2

Cat4500X(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Cat4500X#switch convert mode virtual 

This command will convert all interface names

to naming convention "interface-type switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and 

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Cat4500X>

Cat4500X(config)#switch virtual domain 10

Domain ID 10 config will take effect only

after the exec command 'switch convert mode virtual' is issued

Cat4500X(config-vs-domain)#switch 2

Cat4500X(config)#interface port-channel 2

Cat4500X(config-if)#switchport

Cat4500X(config-if)#switch virtual link 2

Cat4500X(config-if)#no shutdown 

Cat4500X(config)#int ran te1/1-2

Cat4500X(config-if-range)#channel-group 2 mode on 

Cat4500X#switch convert mode virtual 

This command will convert all interface names

to naming convention "interface-type switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and 

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Cat4500X-standby>

Switch 1 console Switch 2 console



VSS 正常性確認ポイント
vss# sh switch virtual

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 10

Local switch number          : 1

Local switch operational role: Virtual Switch Active

Peer switch number           : 2

vss# sh switch virtual link

VSL Status : UP

VSL Uptime : 18 hours, 38 minutes

VSL SCP Ping : Pass

VSL ICC Ping : Pass

VSL Control Link : Te1/1/1

vss# sh switch virtual link port

LMP summary

Link info:        Configured: 2        Operational: 1

Peer Peer Peer Peer Timer(s)running

Interface Flag State        Flag MAC           Switch Interface (Time remaining)

--------------------------------------------------------------------------------

Te1/1/2   v    link_down - - - -

Te1/1/1   vfs operational vfs 0007.0d72.4800 2      Te2/1/1   T4(960ms)

T5(29.98s)

...

vss# sh redundancy states

my state = 13 -ACTIVE

peer state = 4  -STANDBY COLD 

Mode = Duplex

...

 VSS モードになっているか
 それぞれの VSS でユニークな
番号となっているか

 このスイッチのロール
 対向のVSSスイッチが見えてい
るか

 VSL は upしているか

 コントロールメッセージが伝播
するリンク

 VSL メンバーリンクの状態
 Redundancy Mode



vPC の設定方法
peer-link

feature vpc
feature lacp

vpc domain 1
peer-keepalive destination 10.1.1.2 source 10.1.1.1
peer-gateway
peer-switch
role priority 1

interface e1/1-2
channel-group 10 mode active

interface port-channel 10
switchport trunk allowed vlan 100-200
switchport mode trunk
vpc peer-link

interface e1/3
channel-group 100 mode active

interface port-channel 100
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100
vpc 100

feature vpc
feature lacp

vpc domain 1
peer-keepalive destination 10.1.1.1 source 10.1.1.2
peer-gateway
peer-switch
role priority 2

interface e1/1-2
channel-group 10 mode active

interface port-channel 10
switchport trunk allowed vlan 100-200
switchport mode trunk
vpc peer-link

interface e1/3
channel-group 100 mode active

interface port-channel 100
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100
vpc 100

1/1

1/2

1/1

1/2

peer-keepalive

1/3 1/3



vPCの正常性確認ポイント
vpc1# sh vpc

vPC domain id                   : 1

Peer status                     : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status           : peer is alive

Configuration consistency status: success

Type-2 consistency reason       : Consistency Check Not Performed

vPC role                        : primary

Number of vPCs configured       : 1

Peer Gateway                    : Disabled

Dual-active excluded VLANs      : -

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

-- ---- ------ --------------------------------------------------

1    Po10  up     1,100-200

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

-- ---- ------ ----------- ------ ------------

1    Po100    up     success     success 100

 CFS が対向のデバイスとやり
取りできている状態

 peer keep-alive が正常
 対向デバイスとの間でコンフィ
グの矛盾がない状態

 このデバイスのロール
 Peer-Link はCFS と peer-keep-

alive と Config checkに問題がな
いときに Up となる

 vPC Member Link の状態



Nexus

ポイント6: Fabric Extender と Instant Access

Catalyst

Catalyst 6800ia Catalyst 6800ia

Catalyst

6500/6800

VSS

vPC

peer-link

論理スイッチ

Nexus 2000(FEX) Nexus 2000(FEX)



Fabric Extender(FEX)

特徴

• 管理ポイントが少ない

• ケーブルコスト削減

• 拡張性が高い

• 機能の共通化が容易

• OS / ライセンスの管理も必要ない

物理的な配線

論理的な制御

+

Nexus 2000(FEX)

Nexus 5000 Nexus 7000



Nexus

Fabric Extender と Instant Access

Catalyst

Catalyst 6800ia Catalyst 6800ia

Catalyst

6500/6800

VSS

vPC

peer-link

論理スイッチ

Nexus 2000(FEX) Nexus 2000(FEX)



Instant Access: トポロジの比較

VSS 

LACP or

PAGP

VSL

Access Switch Access Switch

Stack

SiSi SiSi

Instant Access 

VSL

Instant Access 

Stack

SDP

SRP

SCP

Instant Access 

Client

SiSi SiSi

Standalone

Access Switch

LACP

or PAGP

SiSi SiSi

STP or

MST

Access Switch

Stack



Fabric Extender を用いたトポロジ
A

JI

E HGF

DCB

K L

Cisco Live! BRKARC-3454



3. プロダクトの比較



Nexus

Nexus & Catalyst プロダクト一覧比較

Catalyst
Nexus シリーズ番号 プロダクト ポジション

Nexus 1000 1000v 仮想スイッチ

Nexus 2000
2148T/2248TP/2348T
Q/etc..

ファブリックエクステンダー

Nexus 3000
3000 / 3100シリーズ 低遅延アクセススイッチ

3500シリーズ アルゴブーストテクノロジー

Nexus 4000 4001l Bladeスイッチ

Nexus 5000

5010/5020
第1世代ユニファイドファブ
リック

5548/5596
第2世代ユニファイドファブ
リック

5624Q/5672UP/5696
Q/etc..

第3世代ユニファイドファブ
リック

Nexus 6000 6001/6004
Nexus 5672 シリーズへ型番
統合

Nexus 7000 7000/7700 モジュラ型コア向け

Nexus 9000
9300プラットフォーム リーフ向け

9500プラットフォーム モジュラ型スパイン向け

Catalyst シリーズ番号 プロダクト ポジション

Catalyst 2960
2960-X/2960-
S/2960-XR

デスクトップスイッチ

Catalyst 3560/3750
3560-E/3750-
E/3560-X/3750-X

アクセスL3スイッチ

Catalyst 3650/3850 3650/3850
有線/無線統合アクセスL3ス
イッチ

Catalyst 4500
4500-X ボックス型

4500-
E/4507R+E/etc..

モジュラ型

Catalyst 4900 4928/4948E/4900Mボックス型

Catalyst 6500 6509/6509-E/etc.. モジュラ型コア向け＋サービ
スモジュール

Catalyst 6800
6840-X/6880-X ボックス型

6807-XL モジュラ型



Nexus

Nexus プロダクト一覧比較

Nexus シリーズ番号 プロダクト ポジション

Nexus 1000 1000v 仮想スイッチ

Nexus 2000
2148T/2248TP/2348T
Q/etc..

ファブリックエクステンダー

Nexus 3000
3000 / 3100シリーズ 低遅延アクセススイッチ

3500シリーズ アルゴブーストテクノロジー

Nexus 4000 4001l Bladeスイッチ

Nexus 5000

5010/5020
第1世代ユニファイドファブ
リック

5548/5596
第2世代ユニファイドファブ
リック

5624Q/5672UP/5696
Q/etc..

第3世代ユニファイドファブ
リック

Nexus 6000 6001/6004
Nexus 5600 シリーズへ型番
統合

Nexus 7000 7000/7700 モジュラ型コア向け

Nexus 9000
9300プラットフォーム リーフ向け

9500プラットフォーム モジュラ型スパイン向け

Cisco
Nexus 7x00

Nexus 2000 Nexus 3000

Nexus 7000

Nexus 5000

Nexus 9000



ポイント7: Nexus プロダクト内の住み分け
Nexus2200/2300 Nexus3100 Nexus5600 Nexus7000/7700 Nexus9000

vPC

Fabric Extender (FEX parent)FEX

FCoE

ユニファイドポート

低遅延

Fabricpath

VXLAN

FCoE

VDC/OTV/LISP

ACI



Catalyst プロダクト一覧比較

Catalyst
Catalyst シリーズ番号 プロダクト ポジション

Catalyst 2900
2960-X/2960-
S/2960-XR

アクセススイッチ

Catalyst 3560/3750
3560-E/3750-
E/3560-X/3750-X

アクセスL3スイッチ

Catalyst 3650/3850 3650/3850
有線/無線統合アクセスL3ス
イッチ

Catalyst 4500
4500-X ボックス型

4500-
E/4507R+E/etc..

モジュラ型

Catalyst 4900 4928/4948E/4900Mボックス型

Catalyst 6500 6509/6509-E/etc.. モジュラ型コア向け＋サービ
スモジュール

Catalyst 6800
6840-X/6880-X ボックス型

6807-XL モジュラ型



ポイント8: Catalyst プロダクト内の住み分け
アクセス ディストリビューション コア

Catalyst 6800
VSS対応,L2/L3, VPN, 100G, Instant Access対応, サービスモジュール対応マルチサービススイッチ

Catalyst 6500
VSS対応,L2/L3, VPN, サービスモジュール対応マルチサービススイッチ

Catalyst 4500E
アクセスからコアまで対応可能な高性能スイッチ, IOS-XE搭載, VSS 対応, 低い消費電力

Catalyst 4500-X
1GE/10GE対応、高性能なボックス型コアスイッチ, IOS-XE搭載, VSS 対応

Catalyst 3650/3850
有線/無線をアクセスで統一する革新的なスタック対応L3スイッチ, IOS-XE搭載

Catalyst 2960-X
All GE, 低価格に低消費電力のL2スイッチ



4. NX-OS と IOS/IOS-XE



NX-OS

ポイント9: NX-OS と IOS / IOS-XE

Catalyst 6500/6800

Catalyst 4900/4500

Catalyst 3750/3560

Catalyst 2900

IOS IOS-XE

Catalyst 4500E *

Catalyst 3650/3850

ISR シリーズルータ ASR シリーズルータ

* Sup7E & Sup8E

MDSシリーズ
SANスイッチ

Nexus シリーズ全て



IOS / IOS-XE アーキテクチャ

1. text

IOSソフトウェア IOS-XE ソフトウェア

Linux カーネル

共通管理インフラストラクチャ / HA

ホスト
アプリケーション

Wireshark

Wireless LAN Controller 

etc…
機種依存ドライバ

IOS

共通管理インフラ
機種依存ドライバ

カーネル

機能コンポーネント

IOSd

(IOS daemon)

マルチコアCPUへの対応
柔軟な運用管理の移行(既存IOSと同様の感覚)

各プロセスの独立性を確保し可用性を向上

ホストアプリケーション/サービスの追加柔軟性向上
ハードウェアへの柔軟性も向上



NX-OS について

Catalyst シリーズから使われていた
実績のあるIOS と、MDSシリーズで用
いられていた SAN-OS を統合し、デー

タセンターに求められるハイアベイラビ
リティ、中断のないサービサビリティ、
詳細に渡る障害管理機能を提供する
OSを実現



NX-OS アーキテクチャー

- 細かく分かれたサービス (プロセス)
- それぞれのサービスは独立してメモリを
確保

- 個別にモニタ・管理
- それぞれのサービスがコミュニケーション
することで、機能を実現

Linux Kernel

Netstack

Management

Infrastructure

Hardware 

Drivers

HA 

Infrastructure

UDLD FCF FCoE STP

HSRP OTV vPC LISP

OSPF EIGRP BGP PBR



NX-OS Feature 有効化

59

- NX-OS ではサービス
(Protocols/Features) はそれぞれ独立
に有効化/無効化できる

- ほぼ全てのサービスは個別に有効化す
る必要がある

- サービスの無効化:

- 余分なリソースが使われない
- 無効化したサービスの CLI は使用
できない

Nexus5600(config)# feature ?
bfd Enable/Disable BFD
bgp Enable/Disable BGP
eigrp Enable/Disable EIGRP
evb Enable/Disable Edge Virtual Bridge (EVB)
fabric                 Enable/Disable Fabric features
fcoe Enable/Disable FCoE/FC feature
fcoe-npv Enable/Disable FCoE NPV feature
fex Enable/Disable FEX
flexlink Enable/Disable Flexlink
hsrp Enable/Disable HSRP
http-server            Enable/Disable http-server
interface-vlan Enable/Disable interface vlan

Nexus5600# show feature
Feature Name          Instance  State   
-------------------- -------- --------
Flexlink 1         disabled
amt 1         disabled
bfd 1         disabled
bfd_app 1         disabled
bgp 1         disabled
bulkstat 1         disabled



Nexus

ポイント10: OS リリース/バージョン

Catalyst



Nexus （NX-OS)

OSバージョン

Catalyst

IOS

IOS-XE

7.x 最新のリリース
6.x 現在の安定リリース

5.x

Nexus 5000, Nexus 7000

において、以前より用いら
れていたリリース
メンテナンス終了

4.x 4.x : EoS アナウンス済み

15.2 最新のリリース
15.1 / 15.0 現在の安定リリース
12.x EoS アナウンス済み

16.x 次期IOS-XE 

3.7.x / 3.8.x 最新のリリース
3.6.x 現在の安定リリース
3.3.x メンテナンス終了
3.2.x EoS アナウンス済み



Nexus

推奨リリース (2016年2月現在)

Catalyst

※1 最新のリリースでは 7.3(0)D1(1)のように、プラッ
トフォーム識別子に “D” がアサインされています。

プロダクトシリーズ 推奨バージョン
3560X / 3750X 15.0.2-SE9
3650 / 3850 3.6.4E, 152-2.E4

4500-X / 4500 (Sup 8-E) 3.6.3E, 152-2.E3

4948E / 4900M 15.1.2-SG7
6500 / 6807-XL (Sup2T) 15.1.2-SY6
6840-X / 6880-X 15.2.1-SY1a

プロダクトシリーズ 推奨バージョン

3100 7.0(3)I2(2a) 

3500 6.0(2)A6(5a) 

3000 6.0(2)U6(5a) / 7.0(3)I2(2a) 

5500 / 5600 7.0(7)N1(1) 

7000 / 7700 6.2(14) ※1

9300 / 9500 
(NX-OS mode)

6.1(2)I3(5) / 7.0(3)I2(2a) 



NX-OS 型番

- メジャーリリース: 重要な新機能やプラットフォームのサポートのために展開される (およそ3年周期)
- マイナーリリース: メジャーリリースの機能強化バージョン(およそ半年周期)
- メンテナンスリリース: マイナーリリースに対する不具合対処
- リビルド: 重要な不具合を早急に修正するためのバージョン

I = N9K, D = N7K, N = N5K/6K, U= N3K, A=N3.5K, M=MDS

Maintenance Release Number

Major Release Number 

Minor Release Number

NX-OS: 7.2(1b)D1(1)

Platform Letter Designator

Maintenance Release Rebuild Letter

Platform Release Number

Platform Maintenance Release Number



NX-OS リリースガイドライン

x.1 は short-lived release
x.2 は long-lived release

Long-Livedリリース
- short-lived リリースで実装された機

能やハードウェアへの対応について、
長期間メンテナンスリリースが出され
ます。

- 広範囲に展開されたアップグレード頻
度が低いネットワークに推奨されます。

Short-lived リリース
- 新しいハードウェアやフィーチャーを

迅速に導入する用途としての使用が
推奨されます。



IOS リリースガイドライン

Extended Maintenance (EM) リリース
- 長期メンテナンス
- 2.5年から4年のサポート
- 幅広い機能、ハードウェアをサポート
- マイナーリリースではバグフィックスのみの対応

Standard Maintenance (SM) リリース
- 短いサイクルでの最新機能やハードウェアを展開
- 半年から1年のサポート

※プロダクトやリリースにより変わる場合があります。詳細は cisco.com をご確認ください



IOS-XE リリースガイドライン

SM Rebuilds EM Rebuilds

• 1年半で合計3つのリビルドをリリース
• 最後のリビルドは PSIRT 対応のみ

• 44ヶ月かけて合計9つのリビルドをリリース
• 最後2つのリビルドは PSIRT対応のみ

• Extended Maintenance (EM) と Standard Maintenance (SM) があり、1年ごと
にEM と SM を交互にリリースする

3.x/15.x SMSM EMSMEM EM



IOS-XEのイメージ名の見方

cat4500e-universalk9.SPA.03.01.00.SG.15-01.SG

cat4500e: プラットフォーム識別子
universal: ユニバーサルイメージ
k9: 暗号化識別子
SPA: デジタル署名付きイメージ
03.01.00.SG: IOS XE リリース番号
15.01.SG: IOSdパッケージバージョン番号 –この番号は他
の IOS プラットフォームの同じ版数のものと関連付けられます



IOS-XE Denali 16.1

Release Notes for Cisco Catalyst 3850 Series Switch, Cisco IOS XE Denali 16.1.x
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-1/release_notes/ol-16-1-3850.html



Nexus

ポイント11: OS アップグレード方法

Catalyst

※上記の手順は一例です。詳細は各リリースごとのリリースノートのアップグレード手順をご参照ください。

Catalyst 2k / 3k / 4k(IOS)

Switch# archive download-sw /overwrite /reload tftp:[URL]/image-name.tar

Catalyst 3650/3850

Switch# software install file flash:[Image_file] switch 1-2

Catalyst 4k(IOS-XE) / 6k ISSU

1. issu loadversion

2. issu runversion

3. issu acceptversion

4. issu commitversion

Catalyst 4k ISSU

Switch# issu changeversion [Active-slot] [Image-file] [Standby-slot] [Image-

file] 

Catalyst 6500 (非 ISSU)

Switch(config)#no boot system disk0:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF.bin

Switch(config)#boot system disk0:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF6.bin

Switch#copy run start

Switch#reload

Nexus# install all kickstart kickstart-url system system-url 



OS イメージファイル

Kickstart / Boot loader

- カーネル読み込み / システムイメージ起動に使われ

- 簡単なCLIシェルを提供

※1 Nexus 3000/9000シリーズにおける NX-OS バージョ
ン7.0.(3)i2(1) から kick start が廃止

OS プロダクト バージョン ファイルサイズ

IOS
Catalyst 3750X 15.0.2-SE9 24.56 MB 

Catalyst 6500  Sup2T 15.1.2-SY6 114.66 MB  (Boot 40.47 MB )

IOS-XE
Catalyst 3850 3.6.4E,  152-2.E4 288.95 MB 
Catalyst 4500E  Sup 8-E 3.8.1E 212.25 MB 

NX-OS
Nexus 5500 / 5600 7.0(7)N1(1) 259.65 MB  (Kick 35.61 MB)

Nexus 7000 / 7700 6.2(14) 291.08 MB  (Kick 34.63 MB)

Nexus 9300 / 9500 (NX-OS mode) 7.0(3)I2(2a) 513.05 MB ※1

System イメージ

- ラインカード やハードウェアドライバのロード

- スーパバイザーや と ラインカードのマイクロコードの
ロード

- Ethernet/Core 等プラグインの読み込み



Advanced Enterprise Services

Advanced IP Services

Enterprise Services

IP BaseEnhanced 

L2

FCoEEnterprise

LAN
Base Enterprise

Nexus

ポイント12: ライセンス モデル

Catalyst

NX-OS Base LAN Base

OSPFStatic

RIP

PBR

EIGRP

BGP

L3VPN

MPLS L2VPNOSPFStatic

PIM

VRRP

HSRP

SVI

BGPv4

EIGRP NPV

FCoE

Fabric

path

VRF-Lite



Nexusシリーズのライセンス基本概念

• 上位、下位の概念が無く、必要な機能
ライセンスを個別にインストールする

Nexus5600# show license usage 
Feature                      Ins  Lic Status Expiry Date Comments

Count
--------------------------------------------------------------------------------
FCOE_NPV_PKG                  No    - Unused             -
FM_SERVER_PKG                 No    - Unused             -
ENTERPRISE_PKG                No    - Unused             -
FC_FEATURES_PKG               No    - Unused             Grace 112D 4H
VMFEX_FEATURE_PKG             No    - Unused             -
ENHANCED_LAYER2_PKG           Yes   - Unused never       -
NETWORK_SERVICES_PKG          No    - Unused             -
LAN_BASE_SERVICES_PKG         Yes   - In use never       -
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG   Yes   - Unused never       -
--------------------------------------------------------------------------------

Nexus7000# show license usage 
Feature                      Ins  Lic Status Expiry Date Comments

Count
--------------------------------------------------------------------------------
MPLS_PKG                      Yes   - Unused Never       license missing
STORAGE-ENT                   No    - Unused             Grace 119D 13H
VDC_LICENSES                  Yes   8   Unused Never       8 license(s) missing
ENTERPRISE_PKG                No    - Unused             -
FCOE-N7K-F132XP               No    0   Unused             -
FCOE-N7K-F248XP               No    0   Unused             Grace 115D 7H
ENHANCED_LAYER2_PKG           Yes   - Unused Never       -
SCALABLE_SERVICES_PKG         Yes   - In use Never       license missing
TRANSPORT_SERVICES_PKG        Yes   - Unused Never       license missing
LAN_ADVANCED_SERVICES_PKG     Yes   - In use Never       license missing
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG   Yes   - Unused Never       license missing
--------------------------------------------------------------------------------

Enhanced 

L2

FCoEEnterprise

LAN
Base Enterprise

NX-OS Base

OSPFStatic

PIM

VRRP

HSRP

SVI

BGPv4

EIGRP NPV

FCoE

Fabric

path

VRF-Lite



Nexus 7000/7700 のライセンス体系



Nexus 5672 のライセンス体系



Catalyst シリーズのライセンス基本概念

• 上位のライセンスは下位の機能を継承する
• Catalyst シリーズプロダクト毎にライセンス形
態が若干ことなる

• 上位のライセンスを使用する場合、

• IOS 12.x : 対応したイメージをインストール

• IOS 15.x : ライセンスをActivate

• ライセンスのインストール方法

• ライセンスをインストールしActivate

• RTU ライセンスをActivate

Advanced Enterprise Services

Advanced IP Services

Enterprise Services

IP Base

LAN Base

OSPFStatic

RIP

PBR

EIGRP

BGP

L3VPN

MPLS L2VPN



5. 実装/仕様の違い



基本的な実装/仕様の差異

プロトコル NX-OS IOS

リンクチャネル LACP LACP/PAgP

トランキング dot1q dot1q/ISL

PVST Rapid-PVST+ PVST

RIP RIP v2 v1/v2

PIM PIMv2 sparse mode PIM v1/v2 sparse / dense

VTP 非推奨 / デフォルトでdisable デフォルトtransparent

NX-OS IOS

ARP キャッシュデフォルト
タイムアウト 1500秒 (25分) 14400秒 (4時間)

MAC エントリデフォルト
エージングタイマー 1800秒 (30分) 300秒 (5分)

- IOS コードの根幹の変更が難しく、改良を断念したもの
- 仕様動作を変更した場合に既存プロダクトへの影響が大きく 、IOS では
改良を断念したもの

- データセンターに特化して意図的に仕様を変えているもの (デフォルトタイ
マーなど)

- あまり使用されていない機能を切り捨て



実装/仕様の差異
NX-OS / IOS の違い
ポイント13: システム設定 / CLI / 設定変更の違い
- サポートコミュニティ: システム設定 / CLI / 設定変更 / ネットワーク管理

https://supportforums.cisco.com/ja/document/12749036

ポイント14: インターフェース設定 / L2(スイッチング)機能の違い
- サポートコミュニティ: インターフェース設定 / L2機能

https://supportforums.cisco.com/ja/document/12751996

ポイント15: L3(ルーティング)機能の違い
- サポートコミュニティ: L3機能 / ルーティングプロトコル

https://supportforums.cisco.com/ja/document/12752006

- NX-OS/IOS Comparison Tech Notes

http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Nexus_7000_NX-

OS/IOS_Comparison_Tech_Notes

https://supportforums.cisco.com/ja/document/12749036
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12751996
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12752006
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Nexus_7000_NX-OS/IOS_Comparison_Tech_Notes


NX-OS

ポイント13: システム設定 / CLI / 設定変更の違い

IOS/IOS-XE

Nexus5600# ssh admin@1.1.1.2
Nexus 6000 Switch
Password: 
Nexus5600# conf
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Nexus5600(config)# feature telnet
Nexus5600(config)# int lo1
Nexus5600(config-if)# ip address 10.0.0.1/32
Nexus5600(config-if)# end
Nexus5600# copy run start
[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Nexus5600# 

Catalyst3850#telnet 1.1.1.1
*Mar 12 05:28:53.027: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by 
console
Catalyst3850#telnet 1.1.1.1
Trying 1.1.1.1 ... Open

User Access Verification

Password: 
Catalyst3850>enable
Password: 
Catalyst3850#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Catalyst3850(config)#interface lo1
Catalyst3850(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
Catalyst3850(config-if)#end
Catalyst3850#copy run start
Destination filename [startup-config]? 
Building configuration...
Compressed configuration from 5290 bytes to 2533 bytes[OK]
Catalyst3850#

デフォルトではSSHしか有効になっていない
telnet は個別に有効にする必要がある

Exec モードと特権モード

コンフィグの保存

(NX-OS): Local 認証が有効
(IOS):Local 認証が無効

(NX-OS) マスク長指定
(IOS)サブネットマスク指定



ポイント14: インターフェース設定 / L2(スイッチング)機能の違い

Nexus5600# show int e1/6 switchport
Name: Ethernet1/6

Switchport: Enabled
Operational Mode: access
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Allowed: 1-4094

Nexus5600(config)# int e1/6
Nexus5600(config-if)# switchport mode trunk 
Nexus5600# show int e1/6 switchport
Name: Ethernet1/6

Switchport: Enabled
Switchport Monitor: Not enabled 
Operational Mode: trunk
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Allowed: 1-4094

Nexus5600(config)# int eth 1/1-10
Nexus5600(config-if-range)# swithport mode trunk

Catalyst3750X#show interfaces gi1/0/3 switchport
Name: Gi1/0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Catalyst3750X(config)#int gi1/0/3
Catalyst3750X(config-if)#switchport mode trunk 
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be 
configured to "trunk" mode.
Catalyst3750X(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
Catalyst3750X(config-if)#switchport mode trunk 
Catalyst3750X#show interfaces gi1/0/3 switchport
Name: Gi1/0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL

Catalyst3750X(config)#int range gig 1/0/1-10
Catalyst3750X(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q 
Catalyst3750X(config-if-range)# switchport mode trunk

デフォルトのモード

Trunkポートの設定

I/F range 指定

NX-OS IOS/IOS-XE



ポイント15: L3(ルーティング)機能の違い
NX-OS IOS
feature ospf
feature eigrp
feature bgp

ルーティングの有効化 ip routing

feature pim
マルチキャストルーティングの

有効化
ip multicast-routing

全ての redistribute コマンドにルートマップが必要
config)# redistribute [protocol] route-map [name]

redistribute コマンドによる
再配布

ルートマップが無い場合は全て再配布
config)# redistribute [protocol]

8 ECMPのパス数 4

デフォルトで無効 ネイバーロギング デフォルトで有効

デフォルトで有効 NSF デフォルトで無効

1) router-id 設定値
2) Loopback 0 のIP
3) 一番初めのLoopback インターフェースのIP
4) 一番初めの物理インターフェースのIP

ルータIDの選択順
1) router-id 設定値
2) Loopback インターフェースの最も大きいIP 
3) 最も大きいIP



OSPFの違い

feature ospf

router ospf 1
router-id 10.0.0.1
redistribute static route-map static-to-ospf
log-adjacency-changes
vrf Cisco

router-id 172.16.1.1

interface Ethernet1/1
ip address 192.168.1.1/24
ip ospf passive-interface
ip router ospf 1 area 0.0.0.0

route-map static-to-ospf permit 10 

ip routing

router ospf 1
router-id 10.0.0.1
passive-interface GigabitEthernet1/0/1
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
redistribute static subnet

!
router ospf 10 vrf Cisco
router-id 172.16.1.1
capability vrf-lite

!
interface GigabitEthernet1/0/1
no switchport
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

!

passive-interfaceの位置
- (NX-OS) router ospf 配下
- (IOS) interface 配下

OSPFを有効にするネットワークは
- (NX-OS) interface にて指定する
- (IOS) network で指定する (interface 指定も可能)

redistribute コマンドについて
- (NX-OS) classless のみ動作する
- (IOS) subnet オプションが基本的に必要

再配布対象について
- (NX-OS) route-map を指定しない限り動作しない
- (IOS) 何も指定しない場合は全てが再配布対象となる

vrf にてOSPFを動作させる場合
- (NX-OS) router ospf 配下の同一プロセス
- (IOS) 別プロセスが必要

capability vrf-lite が必要

NX-OS IOS/IOS-XE



OSPFの違い cont.

Nexus5600# show ip ospf
Routing Process 1 with ID 10.0.0.1 VRF default
Stateful High Availability enabled
Graceful-restart is configured

Grace period: 60 state: Inactive 
Last graceful restart exit status: None

Reference Bandwidth is 40000 Mbps
SPF throttling delay time of 200.000 msecs,

SPF throttling hold time of 1000.000 msecs, 
SPF throttling maximum wait time of 5000.000 msecs

Nexus5600# show ip ospf int e1/1 | i cost
State DR, Network type BROADCAST, cost 4

Nexus5600# restart ospf 1

Catalyst3750X#show ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.0.0.1
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
IETF NSF helper support enabled
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 100 mbps

Catalyst3750X# sh ip ospf int gi1/0/1 | i Cost
Process ID 1, Router ID 192.168.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10

Catalyst3750X# clear ip ospf process 1

- (NX-OS) デフォルトでNSF Capableが動作
- (IOS) デフォルトでNSF Helperが動作

Reference Bandwidth が
- (NX-OS) 40G : 10G I/F の場合 -> 4
- (IOS) 100M : 1G I/F の場合 -> 10

デフォルトのSPF Throttle Timers 
(delay/hold/max)
- (NX-OS) 200/1000/5000 (msec)
- (IOS) 5000/10000/10000 (msec)

プロセスをリスタートする際のコマンド

NX-OS IOS/IOS-XE



EIGRPの違い

feature eigrp

router eigrp 1
router-id 10.0.0.1
redistribute static route-map static-to-eigrp
default-information originate
vrf Cisco

autonomous-system 20
router-id 172.16.1.1

interface Ethernet1/1
ip address 192.168.1.1/24
ip router eigrp 10
ip passive-interface eigrp 10

route-map static-to-ospf permit 10 

ip routing

router eigrp 1
!
address-family ipv4 vrf Cisco autonomous-system 20
eigrp router-id 172.16.1.1

exit-address-family
network 192.168.1.0
redistribute static
passive-interface GigabitEthernet1/0/1
eigrp router-id 10.0.0.1
(no anto-summary)

!
interface GigabitEthernet1/0/1
no switchport
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

!

passive-interfaceの位置は
- (NX-OS) router EIGRP配下
- (IOS) interface 配下

EIGRPを有効にするネットワークは
- (NX-OS) interface にて指定する
- (IOS) network で指定する

redistribute コマンドについて
- (NX-OS) route-map を指定しない限り動作しない
- (IOS) 何も指定しない場合は全てが再配布対象となる

vrf にてEIGRPを動作させる場合
- (NX-OS) router EIGRP配下の同一プロセス
- (IOS) 別プロセスが必要

no auto-summary が必要 (最近のIOSもdefaultで無効)プロトコル内での default 経路生成が可能

NX-OS IOS/IOS-XE



BGPの違い

feature bgp

router bgp 1
router-id 10.0.0.1
log-neighbor-changes
address-family ipv4 unicast

aggregate-address 192.168.10.0/24
template peer-session TIMER

timers 5 15
neighbor 192.168.2.1 remote-as 2

low-memory exempt
inherit peer-session TIMER
password 3 9125d59c18a9b015
address-family ipv4 unicast

route-reflector-client
default-originate

interface Ethernet1/1
ip address 192.168.1.1/24

ip routing

router bgp 1
bgp router-id 10.0.0.1
bgp log-neighbor-changes
network 192.168.10.0
neighbor TIMER peer-group
neighbor TIMER timers 5 15
neighbor 192.168.2.1 remote-as 2
neighbor 192.168.2.1 peer-group TIMER
neighbor 192.168.2.1 password cisco
neighbor 192.168.2.1 default-originate
no synchronization
no auto-summary

interface GigabitEthernet1/0/1
no switchport
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

peer のグループ化
- (NX-OS) templateコマンドで作成

inheritコマンドで適用
- (IOS) peer-group 設定で作成/適用

neighbor階層とaddress-familyがベースのコンフィグ

BGP同期と自動集約
- (NX-OS) 無効(設定が存在しない)
- (IOS) 無効にする必要がある (最近のIOSはデフォルトで無効)

重要なeBGPピアにはメモリ不足になった際の保護の設定が推奨

(NX-OS)集約経路の生成にはaggregate設定が推奨

NX-OS IOS/IOS-XE



6. トラブルシューティング方法の違い



トラブルシューティング全般の比較
NX-OS (Nexus) 目的 IOS / IOS-XE (Catalyst)

・show コマンド
・機能ごとのshow tech

・tac-pac
データ収集

・show コマンド
・show tech

・Linuxコマンドによるデータの整形/抽出 データ解析 ・section/include/exclude を用いたデータの抽出

・Ethanalyzer

・ELAM

・SPAN

データ収集・解析ツール
(パケットキャプチャツール)

・Wireshark (IOS-XEのみ)

・ELAM

・netdr

・SPAN

・show logging

・イベントヒストリ
・豊富なロギング
・debug

・EEM

イベント収集
・show  logging

・debug

・EEM

・buffer (bootflash:)

・logflash

・NVRAM

・debug log

・OBFL

ロギング領域
・buffer (bootflash:)

・OBFL (optional)

・core dump S/W 障害解析
・crashinfo

・core dump (optional)

・GOLD

・OBFL H/W 障害解析
・GOLD

・OBFL (optional)



ポイント16: show コマンドによるデータ収集
NX-OS では
- 有効にされている feature のみ、show コマンドが実行可能
- コンフィギュレーションモードでの show コマンドが実行可能

Nexus5000-1(config)# show ip ospf ?
^

% Invalid command at '^' marker.

Nexus5000-1(config)# feature ospf //////// feature enable

Nexus5000-1(config)# show ip ospf ? //////// OSPF 関連の情報がリスト

border-routers            Border routers
database                  Link-state Database Summary
event-history             Show various event logs of OSPF
interface                 OSPF enabled interface
internal                  Commands for internal use
lsa-content-changed-list  LSAs that changed contents

<snip>

Nexus5000-1(config)# show ip route

1.1.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 1.1.1.1, Vlan10, [0/0], 4d14h, direct

1.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 1.1.1.1, Vlan10, [0/0], 4d14h, local

Catalyst3850(config)# show ip route
^

% Invalid input detected at '^' marker.

Catalyst3850(config)# do show ip route
Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/11] via 10.0.13.2, 1w2d, Vlan13

[110/11] via 10.0.12.2, 1w2d, Vlan12



ポイント16: show コマンドによるデータ収集
NX-OSでは
- show run <feature オプション> を使用して、 feature 毎に設定が表示できます
- 確認したい機能の設定を限定し、すばやく確認できる

(IOS ではごく一部の機能のみ)

Nexus5600# show run ?
aaa Display aaa configuration
acllog Show running config for acllog
aclmgr Show running config for aclmgr
adjmgr Display adjmgr information
all                     Current operating configuration with defaults
arp Display arp information
callhome Display callhome configuration
cdp Display cdp configuration
cert-enroll             Display certificates configuration
cfs Display cfs configurations
config-profile          Display port-profile configuration
copp Control-Plane Policing

<snip>

vdc-all                 Display config from all VDC
virtual-service         Show running config for virtualization services
vlan Vlan commands
vpc Show running config for vPC
vrf Display VRF information
vshd Show running config for vshd

Nexus5600# show run vpc
feature vpc

vpc domain 10
peer-switch
role priority 5
peer-keepalive destination 10.201.168.73 source 10.201.168.25
delay restore 150
peer-gateway

interface port-channel10
vpc peer-link

Catalyst3850#show run ?
aaa Show AAA configurations
all         Configuration with defaults
brief       configuration without certificate data
class-map   Show class-map information
eap Show EAP configuration
flow        Global Flow configuration subcommands
full        full configuration
identity    Show identity profile/policy information
interface   Show interface configuration
ip IPv4 subcommands
ipv6        IPv6 subcommands
linenum Display line numbers in output
map-class   Show map class information
mdns-sd Show mDNS-SD configurations
partition   Configuration corresponding a partition
policy-map  Show policy-map information
view        View options
vlan Show L2 VLAN information
vrf Show VRF aware configuration
wlan Show wlan configuration
|           Output modifiers



ポイント16: show コマンドによるデータ収集
NX-OS では
- linux ベースの豊富なフィルタオプションが実装
- 多重にフィルタリングすることも可能
- “>” もしくは “>>” で簡単にファイルへリダイレクト可能

Nexus5600# show run | ?
cut      Print selected parts of lines.
diff     Show difference between current and previous invocation (creates

temp files: remove them with 'diff-clean' command and dont use
it on commands with big outputs, like 'show tech'!) 

egrep Egrep - print lines matching a pattern
grep     Grep - print lines matching a pattern
head     Display first lines
human    Output in human format
last     Display last lines
less     Filter for paging
no-more  Turn-off pagination for command output
section  Show lines that include the pattern as well as the subsequent

lines that are more indented than matching line 
sed Stream Editor
sort     Stream Sorter
source   Run a script (python, tcl,...) from bootflash:scripts
tr Translate, squeeze, and/or delete characters
uniq Discard all but one of successive identical lines
vsh The shell that understands cli command
wc Count words, lines, characters
xml      Output in xml format (according to .xsd definitions)
begin    Begin with the line that matches
count    Count number of lines
end      End with the line that matches
exclude  Exclude lines that match
include  Include lines that match

!! show tech の結果から “mac” を含むコマンドを表示
Nexus5600# show tech | grep `show | grep mac
`show hardware internal cpu-mac mgmt counters`
`show hardware internal cpu-mac mgmt stats`
`show hardware internal cpu-mac inband counters`
`show hardware internal cpu-mac inband stats` 
`show mac-address-table

!! show tech の結果からshow コマンドの数をカウント
Nexus5600# show tech | grep `show | count
389

!! show tech の結果をshow_tech_vpc.txt というファイルに書き込み、show 
tech vpc の結果を追記する

Nexus5600# show tech-support > show_tech_vpc.txt
Nexus5600# show tech-support vpc >> show_tech_vpc.txt



ポイント17: show tech によるデータ収集
NX-OSのデータ収集アプローチ
- show tech + show tech <feature> を取得
- 急ぎ解析が必要なときや、feature が特定できないときはとにかく tac-pac

• 問題発生からなるべく早急に show tech を取得してください
• show tech > filename などで出力結果はファイルにリダイレクトしてください
• ファイルが大きくなりすぎて機器からの転送に時間がかかるときは機器の中で圧縮してください

!! Nexus5672UP 7.2(0)N1(1) では 100 以上の show tech 機能オプションが実装
Nexus5600# show tech-support ?
aaa Display aaa information
aclmgr ACL commands
adjmgr Display Adjmgr information
arp Display ARP information
ascii-cfg Show ascii-cfg information for technical support personnel

<snip>
vpc Gather detailed information for VPC troubleshooting
vtp Gather detailed information for vtp troubleshooting
vvlan Gather detailed information for Voice VLAN troubleshooting
xml              Gather information for xml trouble shooting
xos Cross-OS Library Information and Traces

!! 圧縮方法
Nexus5600# show tech vpc > bootflash:show_tech_vpc
Nexus5600# show tech lacp > bootflash:show_tech_lacp
Nexus5600# tar create bootflash:show_techs bootflash:show_tech*
Nexus5600# dir | grep show_tech

1963642    Feb 27 16:36:48 2016  show_tech_lacp
6912748    Feb 27 16:34:44 2016  show_tech_vpc
457089    Feb 27 16:37:55 2016  show_techs.tar.gz

(2M + 7M =) 9M to 500k ……….. 5%に圧縮

!! tac-pac 取得方法
Nexus5600# tac-pac bootflash:
Nexus5600# dir| grep tech

3206499    Mar 01 13:44:22 2016  show_tech_out.gz

!! vPC に問題が発生した場合

show tech > techfile
show tech vpc >> techfile
show tech port-channel >> techfile
show tech lacp >> techfile

Catalyst3850# show tech-support ?
cef CEF related information
cft CFT related information
eigrp EIGRP related information
ffm FFM related information
ipc IPC related information
ipmulticast IP multicast related information
ipsec IPSEC related information
isis CLNS and ISIS related information
media-services       Media Services Proxy
metadata             Metadata related information
mfib MFIB related information
mgmt-infra           Show tech support management infrastructure
nbar NBAR related information
onep ONEP related information
ospf OSPF related information
page                 Page through output
password             Include passwords
performance-monitor  Performance Monitor related information
platform             platform related information
rsvp                 IP RSVP related information
vrrp VRRP related information
wccp WCCP related information
wireless             Display wireless related tech support info

IOSのデータ収集アプローチ
- show tech + 事象に応じた多くの show コマンド



データ収集/解析：その他 TIPS
!! コマンドを忘れたときはこれ一つ
Nexus5600# show cli list | grep show | grep ospf
show debug ospf
show debug ip ospf
show logging level ospf
show running-config ospf all 
show running-config ospf
show startup-config ospf all 
show startup-config ospf
<snip>

Nexus5600# show cli list | grep show | grep ospf | grep event
show ip ospf <str> internal event-history msgs
show ip ospf <str> internal event-history statistics 
show ip ospf <str> internal event-history adjacency 
show ip ospf <str> internal event-history event 
show ip ospf <str> internal event-history ha 
<snip>

!! 特定のトラブルシュート時など一時的な Alias 設定
Nexus5600# terminal alias sio show interface | egrep "(^Eth)|(output packets)"
Nexus5600# sio
Ethernet1/1 is up

255330 output packets  24571552 bytes
Ethernet1/2 is up

824794 output packets  100587550 bytes
Ethernet1/3 is up

128225 output packets  30099912 bytes

!! 多くのカウンタから推移しているものを見つけたいとき
Nexus5600# show int e1/1 | diff
Nexus5600# show int e1/1 | diff
1c1
<     255462 output packets  24584244 bytes
---
>     255463 output packets  24584316 bytes

Nexus5600# show int e1/1 | diff
1c1
<     255463 output packets  24584316 bytes
---
>     255465 output packets  24584460 bytes

!! コマンドの出力結果を加工したいとき (アップしているインターフェースの show int counters を抜き出したい)
Nexus5600# show int brief
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1        1       eth  trunk  up none                       1000(D) 100
Eth1/2        1       eth  trunk  up none                       1000(D) 10
Eth1/3        1       eth  trunk  up none                       1000(D) 10
Eth1/4        1       eth  access up none                        10G(D) --
Eth1/5        1       eth  access up none                        10G(D) --
Eth1/6        1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth1/7        1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth1/8        1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth1/9        1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth1/10       1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth1/11       1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
<snip>

Nexus5600# show int brief | i up | sed "s/¥(Eth[^ ]*¥) .*/sh int ¥1 counters/"
sh int Eth1/1 counters
sh int Eth1/2 counters
sh int Eth1/3 counters
sh int Eth1/4 counters
sh int Eth1/5 counters
sh int Eth2/3 counters



ポイント18: パケットキャプチャツール
パケットキャプチャツール 用途 詳細

SPAN • サードパーティのSniffer ツールやパケッ
トアナライザが接続できる

• データトラフィックの確認やパケットロス
の調査に用いられる

• ローカルSPAN : 通常のSPAN

• リモート SPAN (RSPAN) ： 複数のスイッチをソー
スとしたSPANが可能

• ERSPAN : SPAN したデータをカプセル化してIP
アドレスを指定したホストへ転送可能

ELAM • 外部のツールには使えない

• 簡単にパケットの受信状況を確認したい
ときに有用

• 特定のパケットを探す際に有用

• 使用方法、設定が多少複雑

Ethanalyzer / 
Wireshark

• 機器のOS上でパケットを確認

• CPUへの受信/送信パケットが対象

• ACLを併用することで、データ通信のキ
ャプチャも可能

• OS上で確認することも、ファイルに吐き出すことも
可能

• キャプチャ対象のパケットをフィルタリングすること
も可能



Nexus

SPAN 設定方法

Catalyst
!! SPAN Destinationポートの設定
interface ethernet 2/2
switchport
switchport monitor 

!! SPAN モニターセッションの設定
monitor session 1
source vlan 10,20 both
destination interface ethernet 2/2
no shut

!! CPU SPAN の設定
monitor session 1
source interface sup-eth0 rx
destination interface ethernet 2/2
no shut 

!! ERSPAN Source の設定
monitor session 1 type erspan-source
erspan-id 1
vrf default
destination ip 192.168.2.1
source interface Ethernet1/26 both

monitor erspan origin ip-address 192.168.1.1 global

!! ERSPAN Destination の設定
monitor session 1 type erspan-destination
source ip 192.168.2.1
destination interface ethernet 2/1
erspan-id 1
vrf default 

interface ethernet 2/1
switchport
switchport monitor 

従来のCatalyst スイッチ (local SPAN) 
monitor session 1 source interface gig 0/1
monitor session 1 destination interface gig 0/2

Cisco IOS release 12.2(33) SXH 以降
!! SPAN Destinationポートの設定
N/A

!! SPAN モニターセッションの設定
monitor session 1 type local
source vlan 10 , 20 both
destination interface gigabitethernet 2/2
no shutdown

!! CPU SPAN の設定
monitor session 1 type local
source cpu rp rx
destination interface gigabitethernet 2/2
no shutdown 

!! ERSPAN Source の設定
monitor session 1 type erspan-source
source interface gigabitethernet 2/2
destination
ip address 192.168.2.1
origin ip address 192.168.1.1
erspan-id 1

!! ERSPAN Destination の設定
monitor session 1 type erspan-destination
destination interface gigabitethernet 1/26
source
ip address 192.168.2.1
erspan-d 1

基本的な Local SPAN

CPU SPAN設定

ERSPAN設定



Nexus

Wireshark (Ethanalyzer) 使用方法

Catalyst

Nexus5600# ethanalyzer local interface inbound-low display-filter "icmp" write logflash:icmp.pcap
Nexus5600# ethanalyzer local read logflash:icmp.pcap

Catalyst3850# monitor capture mycap interface GigabitEthernet4/0/1 both
Catalyst3850# monitor capture mycap match ipv4  any any
Catalyst3850# monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 10
Catalyst3850# monitor capture mycap limit packets 100

Catalyst3850# monitor capture mycap start           !!! キャプチャ開始
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]
Catalyst3850# #monitor capture test stop !!! キャプチャ終了
Catalyst3850# show monitor capture file flash:mycap.pcap
1   0.000000  10.10.10.10 -> 10.10.10.1   IP Unknown (0xff)
2   0.000992  10.10.10.10 -> 10.10.10.1   IP Unknown (0xff)
3   0.000992  10.10.10.10 -> 10.10.10.1   IP Unknown (0xff)
4   0.000992  10.10.10.10 -> 10.10.10.1   IP Unknown (0xff)

Catalyst3850# no monitor capture point test !!! キャプチャポイント削除



ELAMの概要
- ELAM (Embedded Logic Analyzer Module)

- ASIC への信号にアクセスすることでフォワーディングパス内のTrigger ベースの
キャプチャが可能

- データプレーンでの転送問題要因特定などの用途に用いられる高度な debug

- Ethanalyzerや SPAN の代替にはならない

- Catalyst 6500 Series Switches with Supervisor Engine 720 ELAM Procedure

http://cisco.cluepon.net/index.php/Using_capture_buffer_with_ELAM

- Nexus 7000/7700 と Nexus 5600/6000 にて実装
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-

switches/116648-technote-product-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-

switches/116647-technote-product-00.html

http://cisco.cluepon.net/index.php/Using_capture_buffer_with_ELAM
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/116648-technote-product-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/116647-technote-product-00.html


ポイント19: イベント収集：ログ
NX-OS / IOS 共通
show logging (syslog) : Severity に応じてシステムが検知したエラー、アラートを表示

NX-OS

show logging nvram : 

Severity 2 以上のメッセージが記録される
クラッシュやリブートが発生した際も情報が NVRAM 領域に残り続ける

show accounting log : 

CLI操作ログ、設定変更履歴が記録される
show  process log : 

プロセスクラッシュが発生した際に情報が記録される
show logging onboard internal reset-reason / show logging onboard exception log

モジュールにクラッシュなどが発生した際不揮発の OBFL 領域に原因などが記録される
show system internal log install : 

ISSU 関連のログが記録される



ポイント20: イベント収集：イベントヒストリ / Debug

トラブル発生時の IOS のイベント収集アプローチ
1) show log によるイベント収集
2) debug による詳細なイベントトレース

event-history (NX-OS)

- show tech-supportやtac-pacに多くの event-history が含まれて
いる
- NX-OS 内部で常に動作している debug に近い機能
- 各種Featureで発生したイベントやエラーを確認可能
- CPUには影響がない

トラブル発生時の NX-OS のイベント収集アプローチ
1) 様々な log 情報によるイベント収集
2) イベントヒストリによる各プロセスの状態変化を追跡
3) debug にる詳細なイベントトレース

!! NX-OS では debug 出力を簡単にファイルに出力することができます
!! debug をファイルに出力した場合は log: というディレクトリにファイルが生成されます

Nexus5600# debug logfile debug_vpc
Nexus5600# debug vpc all
Nexus5600# show debug
Output forwarded to file debug_vpc (size: 4194304 bytes)
Debug level is set to Minor(1) 

VPC Daemon:
MTS Receive Packets debugging is on
MTS Transmit Packets debugging is on
<snip>

Nexus5600# undeb all
Nexus5600# show debug
Debug level is set to Minor(1) 
default for new sessions logging level: 3

Nexus5600# dir log:
33955    Feb 27 17:07:09 2016  debug_vpc

31    Feb 10 05:31:21 2016  dmesg
152507    Feb 27 16:52:50 2016  messages

0    Feb 10 05:31:52 2016  snmp_log
369045    Feb 27 17:07:09 2016  startupdebug
71102    Feb 20 18:11:42 2016  syslogd_ha_debug

Nexus5600# show debug logfile debug_vpc
2016 Feb 27 17:06:56.454281 vpc: fu_fsm_execute_all: match_msg_id(0), 
log_already_open(0) 
2016 Feb 27 17:06:56.454301 vpc: fu_fsm_execute_all: null fsm_event_list
2016 Feb 27 17:06:56.454316 vpc: fu_fsm_engine_post_event_processing
<snip>



Catalyst と Nexus の違いを知る 20 のポイント

- ポイント1: 物理的な要件の比較
- ポイント2: ホスト端末の接続/通信要件
- ポイント3: アクセス関連の実装機能の違い
- ポイント4: 転送関連の実装機能の違い
- ポイント5: vPC と VSS

- ポイント6: Fabric Extender と Instant Access

- ポイント7: Nexus プロダクト内の住み分け
- ポイント8: Catalyst プロダクト内の住み分け
- ポイント9: NX-OS と IOS / IOS-XE

- ポイント10: OS リリース/バージョン

- ポイント11: OS アップグレード方法
- ポイント12: ライセンスモデル
- ポイント13: システム設定 / CLI / 設定変更の違い
- ポイント14: インターフェース設定 / L2(スイッチン

グ)機能の違い
- ポイント15: L3(ルーティング)機能の違い
- ポイント16: show コマンドによるデータ収集
- ポイント17: show tech-support によるデータ収集
- ポイント18: パケットキャプチャツール
- ポイント19: イベント収集：ログ
- ポイント20: イベント収集：イベントヒストリ / Debug



Q & A 
画面右側のQ&A ウィンドウから All Panelist 宛に送信してください



Ask the Expert with Daijiro Kido

今日聞けなかった質問は、今回のエキスパートが担当する
エキスパートに質問（ 3月16日～ 3月27日まで開催）へお寄
せください！
https://supportforums.cisco.com/ja/discussion/12937191

Webcastの内容やQ&Aドキュメントは、本日より5営業日以
内にこのサイトへ掲載いたします。
https://supportforums.cisco.com/ja/community/5356/

webcast

https://supportforums.cisco.com/ja/discussion/12937191
https://supportforums.cisco.com/ja/community/5356/webcast


今後のWebcast 予定

2016年 4月 19日（火） 10:00-11:30

This is Expressway

—概要とトラブルシューティング —

登録と詳細は下記より
https://supportforums.cisco.com/ja/event/12937126

https://supportforums.cisco.com/ja/event/12937126


コンテンツに関するご意見を募集しています！

掲載を希望する情報
あったら役に立つ情報
英語ではなく日本語でほしい情報など
リクエストをお寄せください



ソーシャルメディアで
サポートコミュニティと
繋がろう

http://www.facebook.com/CiscoSupportCommunityJapan

Twitter- http://bit.ly/csc-twitterhttps://twitter.com/cscjapan

https://www.youtube.com/user/CSCJapanModerator

Google+ http://bit.ly/csc-googleplus

LinkedIn http://bit.ly/csc-linked-in

Instgram http://bit.ly/csc-instagram

Newsletter Subscription
http://bit.ly/csc-newsletter

http://bit.ly/csc-googleplus
http://bit.ly/csc-linked-in
http://bit.ly/csc-instagram
http://bit.ly/csc-newsletter


ご参加ありがとうございました
アンケートにもご協力ください




