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はじめに

ここでは、『CiscoNexus 7000シリーズNX-OSユニキャストルーティングコンフィギュレーショ
ンガイド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入

手方法についても説明します。

•

• 対象読者, xxxi ページ

• 表記法, xxxi ページ

• Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OSソフトウェアの関連資料, xxxiii ページ

• マニュアルに関するフィードバック, xxxv ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xxxv ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusデバイスのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当す
るネットワーク管理者を対象としています。

表記法

お客様のニーズを満たすためにドキュメントを更新するという継続的な取り組みの一環とし

て、シスコでは設定タスクの文書化方法を変更しました。そのため、本ドキュメントには、従

来とは異なるスタイルでの設定タスクが説明されている部分もあります。ドキュメントに新た

に組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。

（注）

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
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説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す

べき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォン
トで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screenフォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screenフォント
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]
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説明表記法

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OS全体のマニュアルセットは、次の URLにあります。

http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

リリースノート

リリースノートは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_release_notes_list.html

コンフィギュレーションガイド

これらのマニュアルは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/products_installation_and_configuration_guides_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Configuration Examples』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』
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•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Quick Start Guide』

•『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』

•『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide』

コマンドリファレンス

これらのマニュアルは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_command_reference_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference』
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•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference』

•『Cisco NX-OS FCoE Command Reference for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』

その他のソフトウェアのマニュアル

これらのマニュアルは、以下のランディングページから検索できます。

http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』

•『Cisco NX-OS Licensing Guide』

•『Cisco NX-OS System Messages Reference』

•『Cisco NX-OS XML Interface User Guide』

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりciscodfa-docfeedback@cisco.com
までご連絡ください。

ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収
集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元に直接送信するに

は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSSフィードをご購読ください。RSSフィード
は無料のサービスです。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 1：新規および変更されたユニキャストルーティング機能

変更されたリリース説明機能

7.3(0)DX(1)M3モジュールのサポートが追
加されました。

M3モジュールのサポート

7.3(0)D1(1)IPv6アドレスファミリのサ
ポートが追加されました。

BGP PICエッジ

7.3(0)D1(1)OSPFv3パケットに対する IPSec
認証が追加されました。

OSPFv3 IPSec認証の設定

7.3(0)D1(1)デフォルト VRFへのルートの
エクスポートに対するサポート

が追加されました。

高度な BGP

7.2(0)D1(1)HSRP vIP設定のサポートが追
加されました。

vIP HSRPの拡張機能
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変更されたリリース説明機能

6.2(8)RFC 5549のサポートが追加さ
れました。

BGP

6.2(8)BGPネクストホップ非変更機
能のサポートが追加されまし

た。

高度な BGP

6.2(8)IPv6ネクストホップで IPv4
ルートを設定する機能が追加さ

れました。

高度な BGP

6.2(8)BGPPICエッジ機能のサポート
が追加されました。

基本 BGP

6.2(8)CISCO-BGP-MIBv2 MIBのサ
ポートが追加されました。

BGP MIB

6.2(8)timers prefix-peer-waitコマンド
のサポートが追加されました。

プレフィックスピアリング

6.2(2)ルーティングプロトコルとポ

リシーベースルーティング用

のルートマップサポートマト

リクスが追加されました。

Route PolicyManagerとポリシー
ベースルーティング

6.2(2)非推奨の show ip fibコマンドへ
の参照が削除されました。

ユニキャスト FIB

6.2(2)スイッチ仮想インターフェイス

（SVI）とも呼ばれる、VLAN
を介したネクストホップなし

でスタティックルートを設定

するサポートが追加されまし

た。

VLANを介したスタティック
ルート

6.2(2)asdot表記で 4バイトのAS番号
を設定する機能が追加されまし

た。

4バイトの AS番号

6.2(2)ネイバー隣接関係テーブルの

ARPエントリの最大数を設定
します。

『ARP』
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変更されたリリース説明機能

6.2(2)IPv6アドレスファミリの BFD
サポートが追加されました。

BGP

6.2(2)デフォルトのルートをアドバタ

イズするように BGPを設定す
る機能が追加されました。

BGP

6.2(2)aggregate-addressコマンドに
よって抑制されたルートをアド

バタイズする機能が追加されま

した。

BGP

6.2(2)この機能が導入されました。BGP条件付きルート注入

6.2(2)デバイスが IPv6インターフェ
イスから送信する連続したネイ

バー送信要求メッセージの数を

設定する機能が追加されまし

た。

重複アドレス検出

6.2(2)ルートマップフィルタリング

のサポートが追加されました。

EIGRP

6.2(2)ルートのアドミニストレーティ

ブディスタンスを設定するサ

ポートが追加されました。

EIGRP

6.2(2)パッシブとしてすべてのEIGRP
インターフェイスをデフォルト

で設定する機能が追加されまし

た。

EIGRP

6.2(2)この機能が導入されました。FabricPathエニーキャストHSRP

6.2(2)収集パケットのパフォーマンス

を向上するためにこの機能が導

入されました。

収集の最適化

6.2(2)マルチグループの最適化

（MGO）のサポートが追加さ
れました。

HSRP
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変更されたリリース説明機能

6.2(2)ネイバー隣接関係テーブルのネ

イバー探索エントリの最大数を

設定する機能が追加されまし

た。

IPv6

6.2(2)ルートのアドミニストレーティ

ブディスタンスを設定するサ

ポートが追加されました。

IS-IS

6.2(2)すべての IS-ISインターフェイ
スをパッシブとしてデフォルト

で設定し、それから隣接関係が

必要なインターフェイスのみを

アクティブにする機能が追加さ

れました。

IS-IS

6.2(2)この機能が導入されました。ローカルポリシールーティン

グ

6.2(2)ルートマップで許可されたルー

トだけをRIBにダウンロードす
るために、table-mapコマンド
に filterキーワードが追加され
ました。

OSPFv2と OSPFv3

6.2(2)OSPFv2および OSPFv3インス
タンスに対するオプションの

name-lookupパラメータが追加
されました。

OSPFv2と OSPFv3

6.2(2)ローカルで生成されたルータ

LSAを可能な最大メトリック値
でアドバタイズする機能が追加

されました。

OSPFv3

6.2(2)OSPFv3 SNMP/trapのサポート
が追加されました。

OSPFv3 MIB

6.2(2)この機能が導入されました。ポリシーベースのアドミニスト

レーティブディスタンス
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変更されたリリース説明機能

6.2(2)この機能が導入されました。オブジェクトトラッキングを

使用した信頼性が高いスタ

ティックルーティングのバッ

クアップ

6.2(2)match interfaceコマンドに対す
るヌルインターフェイスのサ

ポートが追加されました。

Route Policy Manager

6.2(2)廃棄ルートが作成されることを

防止する機能が追加されまし

た。

ルート集約

6.2(2)M1シリーズモジュールの
TCAM使用率をモニタする機能
が追加されました。

TCAM使用率

6.2(2)ユニキャストFIBの一貫性のな
いルート、紛失したルート、ま

たは失敗したルートをチェック

する機能が追加されました。

ユニキャスト FIB

6.2(2)特定のプレフィックスの特定の

ルートを表示するために、show
routingコマンドにオプションの
キーワード longer-prefixes
[detail]が追加されました。

ユニキャスト RIB

6.2(2)これらの機能が追加されまし

た。

VRRPv3および VRRS

6.1(3)次の一連のシーケンスベースの

機能における拒否アクセスコ

ントロールエントリ（ACE）
のサポートが追加されました。

VACL、ポリシーベースルー
ティング、および QoS。

ポリシーベースルーティング

6.1(1)追加の BGPパスのサポートが
追加されました。

BGP
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変更されたリリース説明機能

6.1(1)ネイバーアドレスファミリコ

ンフィギュレーションモード

で weightコマンドを使用して
ネイバーからルート用のデフォ

ルトの重み付けを設定する機能

が追加されました。

BGP

6.1(1)IPv6のサポートが追加されまし
た。

IS-IS

6.1(1)厳密な隣接モードをディセーブ

ルにする no adjacency-checkコ
マンドが追加されました。

IS-IS

6.1(1)M2シリーズモジュールのサ
ポートが追加されました。

混在シャーシを使用したレイヤ

3ルーティング

6.1(1)VDCごとに OSPFv2の 4つ以
上のプロセスインスタンスの

サポートが追加されました。

OSPFv2

6.1(1)OSPFv2または OSPFv3のルー
トのアドミニストレーティブ

ディスタンスを設定するサポー

トが追加されました。

OSPFv2と OSPFv3

6.1(1)バンクチェーニングがディセー

ブルの場合、同じインターフェ

イスのポリシーベースルーティ

ングおよびWCCPv2のサポー
トが追加されました。

ポリシーベースルーティング

とWCCPv2

6.1(1)Cisco NX-OS RIPを、ルートが
アドバタイズされ処理される方

法で Cisco IOS RIPと互換性を
持って動作するよう設定する機

能が追加されました。

RIP

6.1(1)set distanceコマンドと
inter-areaおよび intra-areaオ
プション（match route-typeコ
マンド）のサポートが追加され

ました。

Route Policy Manager
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変更されたリリース説明機能

6.0(1)as-path multipath-relaxオプ
ションがbestpathコマンドに追
加されました。

BGP

6.0(1)アウトバウンドルートマップ

を使用して、反映されたルート

のネクストホップを設定する

サポートが追加されました。

BGP

6.0(1)med confedオプションが
bestpathコマンドに追加されま
した。このオプションにより、

bestpathは連合内を起点とする
パス間でのみMED比較を実行
します。

BGPベストパス

6.0(1)F2シリーズモジュールが更新
されました。

IPv4 and IPv6

6.0(1)F2シリーズモジュールが更新
されました。

スタティックルーティング

5.2(1)VRRPに BFDサポートが追加
されました。

VRRP上の BFD

5.2(1)BGPPICのコア機能のサポート
が追加されました。

BGP

5.2(1)cost-community ignoreオプショ
ンがbestpathコマンドに追加さ
れました。

BGP

5.2(1)EIGRPワイドメトリックのサ
ポートが追加されました。

EIGRP

5.2(1)ルーティングテーブル内で許

可されるルートの最大数を設定

するためのサポートが追加され

ました。

最大ルート数

5.2(1)set extcommunity costおよび set
extcommunity rtコマンドのサ
ポートが追加されました。

ルートマップの拡張機能
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変更されたリリース説明機能

5.2(1)set interfaceコマンドのサポー
トが追加されました。

ルートポリシーの拡張機能

5.2(1)VPNv4および VPNv6アドレス
モードのサポートが追加されま

した。

VPNアドレスモード

5.1(2)max-metric router-lsaコマンド
にオプションが追加されまし

た。

OSPFv2

5.1(1)収集トラフィックからスーパー

バイザを保護するための収集ス

ロットルレートリミッタのサ

ポートが追加されました。

IP収集スロットル

5.1(1)SPM動作のためのWCCPv2エ
ラー処理のサポートが追加され

ました。

WCCP

5.1(1)nameオプションが ip routeコ
マンドに追加されました。

スタティックルーティング

5.1(1)N7K-F132-15モジュールとのレ
イヤ3相互運用のサポートが追
加されました。

N7K-F132-15モジュールとのレ
イヤ 3相互運用

5.0(2)BFDのサポートが追加されま
した。

BFD

5.0(2)デフォルトでイネーブルになっ

ており、ディセーブルにできま

せん。

動的な TCAM割り当て

5.0(2)IPv6パスMTUディスカバリの
サポートが追加されました。

IPv6

5.0(2)IPv6のサポートが追加されまし
た。

HSRP

5.0(2)IPv6のサポートが追加されまし
た。

オブジェクトトラッキング
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変更されたリリース説明機能

5.0(2)BFDおよびステートフルリス
タートのサポートが追加されま

した。

IS-IS

5.0(2)XLモジュールでより大きなサ
イズの TCAMおよび FIBのサ
ポートが追加されました。

TCAMおよび FIBサイズ

5.0(2)matchmac-list、matchmetric、
match vlanの各コマンドのサ
ポートが追加されました。

ルートマップ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
9

新機能および変更された機能に関する情報

新機能および変更された機能に関する情報



『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
10

新機能および変更された機能に関する情報

新機能および変更された機能に関する情報



第 2 章

概要

この章の内容は、次のとおりです。

• 概要, 11 ページ

概要
この章では、Cisco NX-OSでのレイヤ 3ユニキャストルーティングプロトコルの基本的な概念を
紹介します。

レイヤ 3 ユニキャストルーティングについて
レイヤ 3ユニキャストルーティングには 2つの基本的動作（最適なルーティングパスの決定およ
びパケットの交換）があります。ルーティングアルゴリズムを使用すると、ルータから宛先まで

の最適なパス（経路）を計算できます。この計算方法は、選択したアルゴリズム、ルートメト

リック、そしてロードバランシングや代替パスの探索などの考慮事項により異なります。

ルーティングの基礎

ルーティングプロトコルは、メトリックを使用して、宛先までの最適なパスを調べます。メト

リックとは、パス帯域幅などの、ルーティングアルゴリズムが宛先までの最適なパスを決定する

ために使用する測定基準です。パスを決定しやすいように、ルーティングアルゴリズムは、ルー

ト情報（IP宛先アドレス、次のルータのアドレス、ネクストホップなど）を含むルーティング
テーブルを初期化して保持します。宛先とネクストホップの関連付けにより、ルータは、宛先ま

での途中にあるネクストホップとなる特定のルータにパケットを送信すると、最適なパスで IP宛
先まで届けられることを判定できます。ルータは、着信パケットを受信すると、宛先アドレスを

チェックし、このアドレスをネクストホップと関連付けようとします。

ルーティングテーブルには、パスの優先度に関するデータなど、その他の情報が含まれているこ

ともあります。ルータは、メトリックを比較して最適なルートを決定します。これらのメトリッ

クは、使用しているルーティングアルゴリズムの設計によって異なります。
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各ルータは互いに通信し、さまざまなメッセージを送信して、そのルーティングテーブルを維持

します。ルーティング更新メッセージは、ルーティングテーブルの全部または一部で構成される

メッセージです。ルータは、他のすべてのルータからのルーティング更新情報を分析して、ネッ

トワークトポロジの詳細な図を構築できます。ルータ間で送信されるメッセージのもう 1つの例
であるリンクステートアドバタイズメントは、送信ルータのリンク状態を他のルータに通知しま

す。リンク情報を使用して、ルータが、ネットワーク宛先までの最適なルートを決定できるよう

にすることもできます。

パケット交換

パケット交換では、ホストが、パケットを別のホストに送信する必要があることを決定します。

何らかの手段でルータアドレスを取得したら、送信元ホストは、明確にルータの物理（メディア

アクセスコントロール（MAC）レイヤ）アドレスにアドレス指定されているが、宛先ホストの
IP（ネットワーク層）アドレスを含むパケットを送信します。

ルータは宛先の IPアドレスを調べ、ルーティングテーブルでその IPアドレスを探します。ルー
タがパケットの転送方法を認識していない場合は、通常はパケットをドロップします。パケット

の転送方法がわかった場合、ルータは、宛先のMACアドレスをネクストホップルータのMAC
アドレスに変更し、パケットを送信します。
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ネクストホップが宛先のホストである場合や、同じ交換決定処理を行う別のルータである場合が

あります。パケットがインターネットワークを介して移動するにつれ、パケットの物理アドレス

は変化しますが、プロトコルアドレスは一定のままです（次の図を参照）。

図 1：ネットワークを介したパケットヘッダーの更新

ルーティングメトリック

ルーティングアルゴリズムは、多くの異なるメトリックを使用して最適なルートを決定します。

高度なルーティングアルゴリズムは、複数のメトリックに基づいてルートを選択している場合が

あります。
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パス長

パスの長さは、最も一般的なルーティングメトリックです。一部のルーティングプロトコルで

は、各ネットワークリンクに恣意的なコストの割り当てが可能です。この場合、パスの長さは、

経由した各リンクに関連付けられたコストの合計となります。それ以外のルーティングプロトコ

ルでは、パケットが送信元から宛先までに経由する必要のある、ルータなどのネットワーク間製

品の通過回数を指定するメトリックであるホップ数が定義されます。

Reliability

ルーティングアルゴリズムとの関連において、信頼性とは各ネットワークリンクの（ビット誤り

率で示される）信頼性です。一部のネットワークリンクは、他のネットワークリンクよりダウン

する頻度が高い場合があります。ネットワークがダウンした後、特定のネットワークリンクが他

のリンクより容易に、または短時間に修復される場合もあります。信頼性のランクを割り当てる

ときに考慮できる信頼性係数は、一般的にネットワークリンクに割り当てる任意の数値です。

ルーティング遅延

ルーティング遅延は、インターネットワークを介して、送信元から宛先にパケットを移動するた

めに必要な時間の長さです。遅延は、中間のネットワークリンクの帯域幅、経由する各ルータで

のポートキュー、中間の全ネットワークリンクでのネットワークの輻輳状況、パケットが移動す

る物理的な距離など、多くの要素に応じて異なります。ルーティング遅延はいくつかの重要な変

数の組み合わせであるため、一般的で便利なメトリックです。

帯域幅

帯域幅は、リンクで使用可能なトラフィック容量です。たとえば、10ギガビットイーサネット
リンクは 1ギガビットイーサネットリンクより優れています。帯域幅は、リンクで達成可能な最
大スループットですが、帯域幅のより大きいリンクを経由するルートが、帯域幅のより小さいリ

ンクを経由するルートより優れているとは限りません。たとえば、高速なリンクが混雑している

場合は、宛先へのパケットの送信にさらに時間がかかる可能性があります。

負荷

負荷は、ルータなどのネットワークリソースの使用状況の度合いです。負荷は、CPU使用状況や
処理される 1秒あたりのパケット数など、さまざまな方法で計算できます。これらのパラメータ
を継続的にモニタすると、リソースに負担がかかる場合があります。

通信コスト

通信コストとは、リンクを介してルーティングするための稼働コストの測定単位です。通信コス

トは重要なメトリックの 1つで、特にパフォーマンスより稼働コストの削減が優先される場合に
使用されます。たとえば、専用回線での回線遅延が公衆回線より大きくても、使用時間に応じて

課金される公衆回線上でなく、自身の専用回線上でパケットを送信できます。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
14

概要

レイヤ 3 ユニキャストルーティングについて



ルータ ID
各ルーティングプロセスには、ルータ IDが関連付けられています。ルータ IDは、システムのあ
らゆるインターフェイスに設定できます。ルータ IDを設定しないと、Cisco NX-OSが次の基準に
基づいて、ルータ IDを選択します。

• Cisco NX-OSは、他のあらゆるインターフェイス上で loopback0を優先します。loopback0が
存在しない場合、Cisco NX-OSは、他のあらゆるインターフェイスタイプ上で最初のループ
バックを優先します。

•ループバックインターフェイスが設定されていない場合、Cisco NX-OSは、ルータ IDとし
てコンフィギュレーションファイルの最初のインターフェイスを使用します。Cisco NX-OS
がルータ IDを選択したあとにいずれかのループバックインターフェイスを設定した場合は、
ループバックインターフェイスがルータ IDとなります。ループバックインターフェイスが
loopback0ではなく、loopback0を IPアドレスで設定した場合は、ルータ IDが loopback0の
IPアドレスに変更されます。

•ルータ IDの元であるインターフェイスが変更されると、新しい IPアドレスがルータ IDと
なります。他のどのインターフェイスの IPアドレスが変更されても、ルータ IDはまったく
変更されません。

自律システム

自律システム（AS）とは、単一の技術的管理エンティティにより制御されるネットワークです。
自律システムにより、グローバルな外部ネットワークが個々のルーティングドメインに分割さ

れ、これらのドメインでは、ローカルのルーティングポリシーが適用されます。この構成によ

り、ルーティングドメインの管理と一貫したポリシー設定が簡素化されます。

各自律システムは、ルートの再配布により動的にルーティング情報を交換する、複数の内部ルー

ティングプロトコルをサポートできます。地域インターネットレジストリにより、インターネッ

トに直接接続する各公共自律システムに一意の番号が割り当てられます。この自律システム番号

で、ルーティング処理と自律システムの両方が識別されます。

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）は、asplainと asdot表記で表示できる 4バイトの AS
番号をサポートします。

• asplain：10進表記方式。2バイトおよび 4バイトの AS番号を

その 10進数値で表します。たとえば、65526は 2バイト AS番号、234567は 4バイト AS番
号になります。

• asdot：ASドット付き表記方式。2バイト AS番号をその 10進数値で表し、4バイトの AS番
号をドット付き表記で表します。たとえば、2バイトAS番号 65526は 65526として表され、
4バイトの AS番号 65546は 1.10として表されます。

BGPの 4バイト AS番号機能は、4バイト AS番号をサポートしていない BGPスピーカーをまた
がって、4バイトをベースとするASパス情報を伝播するために使用されます。CiscoNX-OSRelease
6.2(2)以降では、asdot表記で 4バイトの AS番号を設定できます。デフォルト値は asplainです。
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次の表は、AS番号の範囲の一覧です。

表 2：AS 番号

目的プレーンテキスト表記

での 4 バイト番号
AS ドット表記での 4 バ
イト番号

2 バイト番号

公共AS（RIRにより割
り当てられる）

1

1～ 64511該当なし1～ 64511

専用AS（ローカルの管
理者により割り当てら

れる）

64512～ 65534該当なし64512～ 65534

予約済み65535該当なし65535

公共AS（RIRにより割
り当てられる）

65536～ 42949672951.0～ 65535.65535該当なし

1 RIR =地域インターネットレジストリ（Regional Internet Registries）

RFC 5396は部分的にサポートされます。asplainと asdot表記はサポートされますが、asdot+表
記はサポートされません。

（注）

専用自律システム番号は内部ルーティングドメインに使用されますが、インターネット上にルー

ティングされたトラフィック向けに、ルータにより変換される必要があります。ルーティングプ

ロトコルを、専用自律システム番号が外部ネットワークにアドバタイズされるように設定しない

でください。デフォルトでは、Cisco NX-OSは専用自律システム番号をルーティング更新情報か
ら削除しません。

公共ネットワークおよび専用ネットワークの自律システム番号は、インターネット割り当て番

号局（IANA）により管理されています。予約済み番号の割り当てを含む自律システム番号の
詳細について、または、AS番号の登録を申請するには、次のURLを参照してください。http:/
/www.iana.org/

（注）

コンバージェンス

ルーティングアルゴリズム測定の鍵となる要素の 1つは、ルータがネットワークトポロジの変化
に対応するために要する時間です。リンク障害など、なんらかの理由でネットワークの一部が変

化すると、さまざまなルータのルーティング情報が一致しなくなる場合があります。変化したト

ポロジに関する情報が更新されているルータと、古い情報が残っているルータがあるためです。
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コンバージェンスとは、ネットワーク内のすべてのルータが更新され、ルーティング情報が一致

するまでにかかる時間の長さです。コンバージェンス時間は、ルーティングアルゴリズムによっ

て異なります。コンバージェンスが速い場合は、不正確なルーティング情報によるパッケージ損

失の可能性が小さくなります。

ロードバランシングおよび等コストマルチパス

ルーティングプロトコルでは、ロードバランシングまたは等コストマルチパス（ECMP）を使用
して、複数のパス上のトラフィックを共有できます。特定のネットワークへのルートを複数検出

した場合、ルータは、アドミニストレーティブディスタンスが最短のルートをルーティングテー

ブルにインストールします。ルータが、同じアドミニストレーティブディスタンスと宛先までの

コストを持つ複数のパスを受信し、インストールすると、ロードバランシングが発生する場合が

あります。ロードバランシングでは、すべてのパス上にトラフィックが配布され、負荷が共有さ

れます。使用されるパスの数は、ルーティングプロトコルによりルーティングテーブルに配置さ

れるエントリの数に制限されます。Cisco NX-OSは最大 16の宛先までのパスをサポートしていま
す。

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は、等コストでないロードバランシングもサ
ポートしています。

ルートの再配布

ネットワークに複数のルーティングプロトコルが設定されている場合は、各プロトコルにルート

の再配布を設定して、ルーティング情報を共有するように設定できます。たとえば、OSPF（Open
Shortest Path First）プロトコルを設定して、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）で検出し
たルートをアドバタイズできます。また、スタティックルートを、どのダイナミックルーティン

グプロトコルにも再配布できます。他のプロトコルからのルートを再配布するルータは、異なる

ルーティングプロトコル間で互換性のないルートメトリックを防ぐ再配布されたルータの固定

ルートを設定します。たとえば、EIGRPからOSPFに再配布されたルートには、OSPFが認識でき
る固定リンクコストメトリックが割り当てられます。

ルーティング情報の再配布を設定する際には、ルートマップを使用する必要があります。（注）

ルート再配布では、2つの異なるルーティングプロトコルから検出されたルートを区別するため
に、アドミニストレーティブディスタンスも使用されます。優先ルーティングプロトコルには、

より低いアドミニストレーティブディスタンスが与えられており、そのルートが、より高いアド

ミニストレーティブディスタンスが割り当てられた他のプロトコルからのルートに優先して選択

されます。

アドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報源の信頼性を示す評価基準です。値

が高いほど信頼性の評価は低くなります。一般的にルートは、複数のプロトコルを通じて検出さ

れます。アドミニストレーティブディスタンスは、複数のプロトコルから学習したルートを区別
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するために使用されます。最もアドミニストレーティブディスタンスが低いルートが IPルーティ
ングテーブルに組み込まれます。

スタブルーティング

スタブルーティングはハブアンドスポーク型ネットワークトポロジで使用できます。このトポ

ロジでは、1つ以上の終端（スタブ）ネットワークが 1台のリモートルータ（スポーク）に接続
され、そのリモートルータは 1つ以上のディストリビューションルータ（ハブ）に接続されてい
ます。リモートルータは、1つ以上のディストリビューションルータにのみ隣接しています。リ
モートルータへ流れる IPトラフィックのルートは、ディストリビューションルータ経由のルー
トのみです。このタイプの設定は、ディストリビューションルータが直接WANに接続されてい
るWANトポロジで使用されるのが一般的です。ディストリビューションルータは、さらに多く
のリモートルータに接続できます。ディストリビューションルータが100台以上のリモートルー
タに接続されていることも、よくあります。ハブアンドスポーク型トポロジでは、リモートルー

タがすべての非ローカルトラフィックをディストリビューションルータに転送する必要がありま

す。これにより、リモートルータが完全なルーティングテーブルを保持する必要はなくなりま

す。通常、分散ルータは、デフォルトのルートのみをリモートルータに送信します。

指定されたルートのみが、リモート（スタブ）ルータから伝播されます。スタブルータは、サマ

リー、接続されているルート、再配布されたスタティックルート、外部ルート、および内部ルー

トに対するクエリーすべてに、応答として「inaccessible」というメッセージを返します。スタブ
として設定されているルータは、自身のスタブルータとしてのステータスを報告するために、特

殊なピア情報パケットがすべての隣接ルータに送信されます。

スタブルータの状態を通知するパケットを受信した隣接ルータは、ルートについてはスタブルー

タに照会しません。また、スタブピアを持つルータは、そのピアについては照会しません。スタ

ブルータは、ディストリビューションルータを使用して適切なアップデートをすべてのピアに送

信します。次の図は、単純なハブアンドスポーク型ネットワークを示しています。

図 2：単純なハブアンドスポークネットワーク

スタブルーティングを使用する場合でも、リモートルータにルータをアドバタイズできます。こ

の図は、リモートルータが、分散ルータを介してのみ、企業ネットワークとインターネットにア

クセスできることを示しています。この例では、企業ネットワークとインターネットへのパスが

常に分散ルータを経由するため、リモートルータ上の完全なルートテーブルの機能は無意味で

す。より大きなルートテーブルを使用しても、リモートルータによって消費されるメモリ量が増

加するだけです。使用される帯域幅とメモリは、分散ルータでルートを要約し、フィルタリング
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すると、削減できます。このネットワークトポロジでは、リモートルータは、他のネットワーク

から検出されたルートを受信する必要はありません。リモートルータは、宛先に関係なく、すべ

ての非ローカルトラフィックを分散ルータに送信する必要があるからです。真のスタブネット

ワークを設定するには、リモートルータへのデフォルトルートのみを送信するよう、分散ルータ

を設定する必要があります。

OSPFはスタブエリアをサポートしており、EIGRPはスタブルータをサポートしています。

ルーティングアルゴリズム

ルーティングアルゴリズムによって、ルータが到達可能性情報を収集して報告する方法、トポロ

ジの変化に対応する方法、宛先までの最適ルートを決定する方法が決まります。ルーティングア

ルゴリズムにはさまざまなタイプがあり、各アルゴリズムがネットワークやルータリソースに与

える影響もさまざまです。ルーティングアルゴリズムは、最適なルートの計算に影響するさまざ

まなメトリックを使用します。ルーティングアルゴリズムは、スタティックまたはダイナミッ

ク、内部または外部など、タイプで分類できます。

スタティックルートおよびダイナミックルーティングプロトコル

スタティックルートは、手動で設定するルートテーブルエントリです。スタティックルートは、

手動で再設定しない限り、変更されません。スタティックルートは設計が簡単で、ネットワーク

トラフィックが比較的予想しやすい環境や、ネットワーク設計が比較的単純な環境での使用に適

しています。

スタティックルーティングシステムはネットワークの変化に対応できないため、絶えず変化する

大規模ネットワークには使用しないでください。今日のほとんどのルーティングプロトコルは、

ダイナミックルーティングアルゴリズムを使用しています。このアルゴリズムでは、着信ルー

ティング更新メッセージを分析して、ネットワーク状況の変化に合わせて調整します。メッセー

ジがネットワークが変化したことを示している場合は、ルーティングソフトウェアはルートを再

計算し、新しいルーティングアップデートメッセージを送信します。これらのメッセージがネッ

トワークを通過すると、ルータがそのアルゴリズムを再実行し、それに従ってルーティングテー

ブルを変更します。

適切であれば、ダイナミックルーティングアルゴリズムをスタティックルートで補完すること

ができます。たとえば、IPデフォルトゲートウェイへのスタティックルート、またはラストリ
ゾートルータ（ルーティングできないすべてのパケットが送信されるルータ）へのスタティック

ルートを、各サブネットワークに設定します。

内部および外部ゲートウェイプロトコル

ネットワークを、一意のルーティングドメインまたは自律システムに分割できます。自律システ

ムは、管理ガイドラインの特定のセットで規制された共通の管理機関の下の内部ネットワークの

一部です。自律システム間でのルートを設定するルーティングプロトコルは、外部ゲートウェイ

プロトコルまたはドメイン間プロトコルと呼ばれます。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）
は、外部ゲートウェイプロトコルの例です。1つの自律システム内で使用されるルーティングプ
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ロトコルは、内部ゲートウェイプロトコルまたはドメイン内プロトコルと呼ばれます。EIGRPお
よび OSPFは、内部ゲートウェイプロトコルの例です。

ディスタンスベクトルプロトコル

ディスタンスベクトルプロトコルは、ディスタンスベクトルアルゴリズム（別名「Bellman-Ford
アルゴリズム」）を使用します。このアルゴリズムの指示により、各ルータはそのルーティング

テーブルのすべてまたは一部を隣接ルータに送信します。ディスタンスベクトルアルゴリズムで

は、ルートが、ディスタンス（宛先までのホップ数など）および方向（ネクストホップルータな

ど）により定義されます。その後、これらのルートは、直接接続されたネイバールータにブロー

ドキャストされます。各ルータは、これらの更新情報を使用して、ルーティングテーブルを確認

し、更新します。

ルーティングループを防ぐために、ほとんどのディスタンスベクトルアルゴリズムはポイズン

リバースを指定したスプリットホライズンを使用します。これは、インターフェイスで検出され

たルートを到達不能として設定し、それをそのインターフェイスで、次の定期更新中にアドバタ

イズするという意味です。このプロセスにより、ルータによるルート更新が、そのルータ自体に

返信されなくなります。

ディスタンスベクトルアルゴリズムは、一定の間隔で更新を送信しますが、ルートメトリック

の値の変更に応じて、更新を送信することもできます。このように送信された更新により、ルー

トコンバージェンス時間の短縮が可能です。Routing Information Protocol（RIP）はディスタンス
ベクトルプロトコルの 1つです。

リンクステートプロトコル

リンクステートプロトコルは、最短パス優先（SPF）とも呼ばれ、情報を隣接ルータと共有しま
す。各ルータは、各リンクおよび直接接続されたネイバールータに関する情報を含むリンクス

テートアドバタイズメント（LSA）を構築します。

各LSAにはシーケンス番号があります。ルータがLSAを受信し、そのリンクステートデータベー
スを更新すると、そのLSAはすべての隣接ネイバーにフラッディングされます。ルータが（同じ
ルータから）同じシーケンス番号の 2つの LSAを受信した場合、ルータは LSAアップデートの
ループを回避するため、ネイバーによって受信された最後の LSAをフラッディングしません。
ルータは、受信直後に LSAをフラッディングするため、リンクステートプロトコルのコンバー
ジェンス時間は最小となります。

ネイバールータの探索と隣接関係の確立は、リンクステートプロトコルの重要な部分です。ネイ

バールータは、特別なhelloパケットを使用して探索されます。このパケットは、各ネイバールー
タのキープアライブ通知としても機能します。隣接関係は、ネイバールータ間のリンクステート

プロトコルの一般的な動作パラメータセットで確立されます。

ルータが受信したLSAは、そのルータのリンクステートデータベースに追加されます。各エント
リは、次のパラメータで構成されます。

•ルータ ID（LSAを構築したルータの）

•ネイバー ID
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•リンクコスト

• LSAのシーケンス番号

• LSAエントリの作成時からの経過時間

ルータは、リンクステートデータベース上で SPFアルゴリズムを実行し、そのルータの最短パス
ツリーを構築します。この SPFツリーを使用して、ルーティングテーブルにデータが入力されま
す。

リンクステートアルゴリズムでは、各ルータはネットワークの全体像をそのルーティングテーブ

ルに構築します。リンクステートアルゴリズムが小さな更新を全体的に送信するのに対し、ディ

スタンスベクトルアルゴリズムは、より大きな更新をネイバールータのみに送信します。

リンクステートアルゴリズムは、より短時間でコンバージェンスするため、ディスタンスベクト

ルアルゴリズムより、ルーティングループがやや発生しにくくなっています。ただし、リンクス

テートアルゴリズムは、ディスタンスベクトルアルゴリズムよりも大量の CPUパワーとメモリ
を必要とし、展開やサポートのコストもより高くなります。一般的に、リンクステートプロトコ

ルはディスタンスベクトルプロトコルよりもスケーラブルです。

OSPFは、リンクステートプロトコルの一例です。

レイヤ 3 仮想化
CiscoNX-OSは、仮想デバイスコンテキスト（VDC）を使用して、VDCごとの個別管理ドメイン
や、ソフトウェア障害分離機能を提供します。各 VDCは、複数のアドレスドメインをサポート
するために、複数の仮想ルーティングおよび転送インスタンスと、複数のルーティング情報ベー

ス（RIB）をサポートしています。各 VRFは RIBに関連付けられており、この情報が転送情報
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ベース（FIB）によって収集されます。次の図は、VDC、VRF、およびCiscoNX-OSデバイス間の
関係を示しています。

図 3：レイヤ 3 仮想化の例

VRFは、レイヤ 3アドレス指定ドメインを表します。各レイヤ 3インターフェイス（論理または
物理）は、1つの VRFに属します。VRFは、1つの VDCに属します。各 VDCは複数の VRFを
サポートできます。

VDCについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参
照してください。

Cisco NX-OS 転送アーキテクチャ
Cisco NX-OS転送アーキテクチャによって、すべてのルーティングアップデートの処理とシャー
シ内の全モジュールへの転送情報の入力が行われます。
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ユニキャスト RIB
Cisco NX-OS転送アーキテクチャは、次の図に示すように、複数のコンポーネントから構成され
ています。

図 4：Cisco NX-OS 転送アーキテクチャ

ユニキャスト RIBはアクティブなスーパーバイザ上にあります。ユニキャスト RIBは、直接接続
のルート、スタティックルート、ダイナミックユニキャストルーティングプロトコルで検出さ

れたルートを含むルーティングテーブルを維持しています。また、アドレス解決プロトコル

（ARP）などの送信元から、隣接情報を収集します。ユニキャスト RIBは、特定のルートに最適
なネクストホップを決定し、さらにユニキャストFIB分散モジュール（FDM）のサービスを使用
して、ユニキャスト転送情報ベース（FIB）にデータを入力します。

各ダイナミックルーティングプロトコルは、タイムアウトしたあらゆるルートについて、ユニ

キャスト RIBを更新する必要があります。その後、ユニキャスト RIBはそのルートを削除し、そ
のルートに最適なネクストホップを再計算します（代わりに使用できるパスがある場合）。

隣接マネージャ

隣接マネージャはアクティブなスーパーバイザ上にあり、ARP、ネイバー探索プロトコル（NDP）、
スタティック設定など、各種プロトコルの隣接情報を保持しています。最も基本的な隣接情報は、

これらのプロトコルで探索されたレイヤ 3からレイヤ 2へのアドレスマッピングです。発信レイ
ヤ 2パケットは、隣接情報を使用して、レイヤ 2ヘッダーの作成を終了します。

隣接マネージャは、ARP要求による、レイヤ 3からレイヤ 2への特定のマッピングの探索をトリ
ガーできます。新しいマッピングは、対応するARP返信を受信し、処理すると、使用できるよう
になります。IPv6の場合は、隣接マネージャがNDPからの、レイヤ 3からレイヤ 2へのマッピン
グ情報を探索します。
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ユニキャスト転送分散モジュール

ユニキャスト転送分散モジュール（FDM）はアクティブなスーパーバイザ上に存在し、ユニキャ
スト RIBやその他の送信元からの転送パス情報を配布します。ユニキャスト RIBは、ユニキャス
ト FIBによってスタンバイスーパーバイザおよびモジュールのハードウェア転送テーブルにプロ
グラミングされる転送情報を生成します。また、ユニキャストFDMは、新規挿入されたモジュー
ルへの FIB情報のダウンロードも行います。

ユニキャスト FDMは隣接関係情報を収集し、ユニキャスト FIBでのルート更新時に、この情報
およびその他のプラットフォーム依存の情報を書き直し（リライトし）ます。隣接情報およびリ

ライト情報には、インターフェイス、ネクストホップ、およびレイヤ 3からレイヤ 2へのマッピ
ング情報が含まれています。インターフェイスとネクストホップの情報は、ユニキャスト RIBか
らのルート更新情報で受信します。レイヤ 3からレイヤ 2へのマッピングは、隣接マネージャか
ら受信します。

FIB
ユニキャスト FIBは、スーパーバイザモジュールとスイッチングモジュール上にあり、ハード
ウェア転送エンジンで使用される情報を構築します。ユニキャスト FIBは、ユニキャスト FDM
からルート更新情報を受信し、ハードウェア転送エンジンにプログラミングされるよう、この情

報を送信します。ユニキャスト FIBは、ルート、パス、隣接関係の追加、削除、変更を管理しま
す。

ユニキャスト FIBは VRF単位および address-family単位で保持されます。つまり、設定された各
VRFに対して IPv4用に 1つ、IPv6用に 1つが保持されます。ルート更新メッセージに基づいて、
ユニキャスト FIBは、VRFごとのプレフィックスとネクストホップ隣接情報データベースを維持
します。ネクストホップ隣接データ構造には、ネクストホップの IPアドレスとレイヤ 2リライト
情報が含まれます。同じネクストホップ隣接情報構造を複数のプレフィックスで使用できます。

ハードウェア転送

Cisco NX-OSは、分散パケット転送をサポートしています。入力ポートは、パケットヘッダーか
ら該当する情報を取得し、その情報をローカルスイッチングエンジンに渡します。ローカルス

イッチングエンジンはレイヤ 3ルックアップを行い、この情報を使って、パケットヘッダーをリ
ライトします。入力モジュールは、パケットを出力ポートに転送します。出力ポートが別のモ

ジュール上にある場合は、スイッチファブリックを使って、パケットが出力モジュールに転送さ

れます。出力モジュールは、レイヤ 3転送決定には関与しません。

スーパーバイザ上とすべてのモジュール上の転送テーブルは同じです。

また、show platform fibまたは show platform forwardingコマンドを使用すると、ハードウェア転
送の詳細が表示されます。
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ソフトウェア転送

Cisco NX-OSのソフトウェア転送パスは、主に、ハードウェアでサポートされない機能、または
ハードウェア処理中に発生したエラーへの対処に使用されます。通常、IPオプション付きのパケッ
トまたはフラグメンテーションの必要なパケットは、アクティブなスーパーバイザ上のCPUに渡
されます。ソフトウェアでの切り替えが必要なパケットや終端される必要のあるパケットはすべ

て、スーパーバイザに渡されます。スーパーバイザは、ユニキャスト RIBおよび隣接マネージャ
から提供された情報を使用して、転送の決定を下します。モジュールは、ソフトウェア転送パス

には関与しません。

ソフトウェア転送は、コントロールプレーンポリシーおよびレートリミッタによって管理され

ます。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照して
ください。

N7K-F132-15 モジュールとのレイヤ 3 相互運用

N7K-F132-15モジュールでレイヤ 3ルーティングを実行するには、Cisco Nexus 7000シリーズ
シャーシ内にいずれかのN7K-Mシリーズモジュールをインストールする必要があります。同
じ VDCでMシリーズと N7K-F132-15の両方のモジュールからのインターフェイスが必要で
す。VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

（注）

Cisco Nexus 7000シリーズシャーシ内の F2シリーズモジュールを使用して、N7K-F132-15モ
ジュールでレイヤ 3ルーティングを実行することはできません。

（注）

N7K-F132-15モジュールを含むシャーシ内にいずれかのN7K-Mシリーズモジュールがインストー
ルされている場合は、レイヤ 3ルーティング機能が自動的にアップになります。通常は、レイヤ
2およびレイヤ 3ネットワークの境界に、N7K-F132-15とMシリーズモジュールの両方を搭載し
たシャーシ、または混合シャーシを配置します。

混在シャーシ内の、プロキシルーティング機能を使用する N7K-F132-15モジュール上で、VLAN
ごとにVLANインターフェイスを設定する必要があります。（VLANインターフェイスの詳細に
ついては、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OS InterfacesConfigurationGuide』を参照してください。）

デフォルトでは、VDC内の N7K-Mシリーズモジュール上の物理インターフェイスはすべて、同
じ VDC内のレイヤ 2専用 N7K-F132-15モジュール上の VLANインターフェイスが設定された
VLANに対し、プロキシルーティングポートとして機能するようになります。Mシリーズモ
ジュール上の物理インターフェイスは、管理上ダウンにしながら、引き続きプロキシ転送として

トラフィックを通過させることができます。

N7K-F132-15モジュール上のインターフェイスに着信したパケットは、同じ VDC内のMシリー
ズモジュール上のインターフェイスの 1つに自動的に転送され、ルーティングされます。Mシ
リーズモジュール上のインターフェイスでは、同じ VDC内の N7K-F132-15モジュール上のイン
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ターフェイスにレイヤ 3マルチキャストパケットが着信した場合に、そのパケットに対する出力
レプリケーションも実行されます。

N7K-F132-15モジュールからのレイヤ 3（プロキシルーティング）トラフィックがMシリーズモ
ジュールがすでに処理中のトラフィックに追加されるため、VDCで使用可能なMシリーズモ
ジュールの前面パネルポート間の全トラフィック負荷に対するロードバランシングがデバイスに

より自動的に提供されます。VDC内のMシリーズモジュールにインターフェイスを追加または
削除した場合、デバイスはトラフィックを自動的に再分散します。プロキシルーティングがMシ
リーズモジュールの転送容量を共有していることに注意してください。インターフェイスを削除

すると、利用可能な容量が減ります。

Mシリーズモジュールで自動的に設定されたプロキシルーティングインターフェイスを使用す
る代わりに、VDC内のMシリーズモジュールでプロキシルーティングを行うインターフェイス
をオプションで設定できます。

レイヤ 3 ルーティング機能の概要
ここでは、Cisco NX-OSでサポートされるレイヤ 3ユニキャスト機能およびプロトコルを簡単に
説明します。

IPv4 and IPv6
レイヤ 3は、IPv4プロトコルまたは IPv6プロトコルを使用します。IPv6は新しい IPプロトコル
で、世界中で広く展開され、使用されているインターネットプロトコルである IPv4に代わるもの
として設計されました。IPv6では、ネットワークアドレスビット数が 32ビット（IPv4の場合）
から 128ビットに増やされています。

IP サービス
IPサービスには、DHCPクライアントおよびドメインネームシステム（DNS）クライアントがあ
ります。

OSPF
Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルは、AS内のネットワーク到達可能性情報の交換に使
用されるリンクステートルーティングプロトコルです。各OSPFルータは、そのアクティブなリ
ンクに関する情報をネイバールータにアドバタイズします。リンク情報には、リンクタイプ、リ

ンクメトリック、およびリンクに接続された隣接ルータが含まれます。このリンク情報を含むア

ドバタイズメントは、リンクステートアドバタイズメントと呼ばれます。

EIGRP
nhanced InteriorGatewayRouting Protocol（EIGRP）は、ディスタンスベクトルとリンクステートの
両ルーティングプロトコルの特徴を備えたユニキャストルーティングプロトコルです。これは、

シスコ専用ルーティングプロトコルである IGRPの改良バージョンです。EIGRPはネイバーに依
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存し、ルートを提供します。また、リンクステートプロトコルと同様に、隣接ルータからアドバ

タイズされたルートからネットワークトポロジを構築し、この情報を使用して宛先までのループ

が発生しないパスを選択します。

IS-IS
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）プロトコルは、国際標準化機構（ISO）10589で
指定されたドメイン内開放型システム間相互接続（OpenSystemInterconnection）ダイナミックルー
ティングプロトコルです。IS-ISルーティングプロトコルはリンクステートプロトコルです。IS-IS
機能は次のとおりです。

•階層型ルーティング

•クラスレス動作

•新情報の高速フラッディング

•短時間でのコンバージェンス

•高いスケーラビリティ

BGP
BGPは自律システム間ルーティングプロトコルです。BGPルータは、信頼性の高い転送メカニズ
ムとして伝送制御プロトコル（TCP）を使用し、他の BGPルータにネットワーク到達可能性情報
をアドバタイズします。ネットワーク到達可能性情報には、宛先ネットワークプレフィックス、

宛先に到達するまでに通過する必要のある自律システムのリスト、およびネクストホップルータ

が含まれます。到達可能性情報には、ルートの優先度、ルートの始点、コミュニティなどの付加

的なパス属性が含まれます。

RIP
RIPは、ホップ数をメトリックとして使用するディスタンスベクトルプロトコルです。RIPは、
世界中のインターネットでトラフィックのルーティングに広く使用されています。また、IGPで
あるため、単一の自律システム内でルーティングを行います。

スタティックルーティング

スタティックルーティングを使用して、宛先までの一定のルートを入力できます。この機能は、

単純なトポロジの小規模ネットワークでは便利です。また、スタティックルーティングは、他の

ルーティングプロトコルとともに、デフォルトルートおよびルート配布の管理に使用されます。

レイヤ 3 仮想化
仮想化を使用すると、複数の管理ドメインにわたる物理リソースを共有できます。Cisco NX-OS
は仮想デバイスコンテキスト（VDC）をサポートしているので、Cisco NX-OSシステム内に個別
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の仮想システムを作成できます。各 VDCは互いに孤立しているため、1つの VDC内に問題が発
生しても、他のどのVDCにも影響しません。VDCは、相互にセキュリティが確保されています。
各 VDCにそれぞれ別のネットワークオペレータを割り当てることができます。これらのネット
ワークオペレータは、別の VDCの設定を表示することも、管理することもできません。

Cisco NX-OSは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）機能を備えたレイヤ 3仮想化もサポート
しています。VRFでは、レイヤ 3ルーティングプロトコルを設定するための別のアドレスドメイ
ンが提供されます。

Route Policy Manager
Route Policy Managerは、Cisco NX-OSでルートフィルタリング機能を提供します。Route Policy
Managerはルートマップを使用して、さまざまなルーティングプロトコルや、特定のルーティン
グプロトコル内のさまざまなエンティティ間で配布されたルートをフィルタリングします。フィ

ルタリングは、特定の一致基準に基づいて行われます。これは、アクセスコントロールリストに

よるパケットフィルタリングに似ています。

Policy-Based Routing：ポリシーベースルーティング
ポリシーベースルーティングは、Route Policy Managerを使用してポリシールートフィルタを作
成します。これらのポリシールートフィルタでは、パケットの送信元またはパケットヘッダー

のその他フィールドに基づいて、指定されたネクストホップにパケットを転送できます。プロト

コルタイプやポート番号に基づいてルーティングできるように、ポリシールートを拡張 IPアク
セスリストにリンクすることができます。

ファーストホップ冗長プロトコル（FHRP）
ゲートウェイロードバランシングプロトコル（GLBP）、ホットスタンバイルータプロトコル
（HSRP）、仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）などのファーストホップ冗長プロトコル（FHRP）
を使用すると、ホストで接続の冗長性を実現できます。アクティブなファーストホップルータが

ダウンした場合は、その機能を引き継ぐスタンバイルータが FHRPによって自動的に選択されま
す。アドレスは仮想のものであり、FHRPグループ内の各ルータ間で共有されているため、ホス
トを新しい IPアドレスで更新する必要はありません。

オブジェクトトラッキング

オブジェクトトラッキングを使用すると、インターフェイス回線プロトコルのステート、IPルー
ティング、ルート到達可能性など、ネットワーク上の特定のオブジェクトをトラッキングして、

そのオブジェクトのステートが変化したときに対処することができます。この機能により、ネッ

トワークのアベイラビリティが向上し、オブジェクトがダウンした場合のリカバリ時間が短縮さ

れます。
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レイヤ 3 ユニキャストルーティングの関連資料

機能情報機能名

『Cisco NEXUS 7000 Series NX-OS Multicast Routing
Configuration Guide』

『Cisco NEXUS 7000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy Guide』

『Cisco NEXUS 7000 Series NX-OS Virtual Device Context』

自律システム番号の詳細については、次のWebページを参
照してください： http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/
archived_issues/ipj_9-1/autonomous_system_numbers.html

レイヤ 3機能
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第 I 部

IP
• IPv4の設定, 33 ページ

• IPv6の設定, 59 ページ

• DNSの設定, 95 ページ

• WCCPv2の設定, 103 ページ





第 3 章

IPv4 の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 33 ページ

• IPv4について, 34 ページ

• IPv4の仮想化サポート, 39 ページ

• IPv4のライセンス要件, 39 ページ

• IPv4の前提条件, 40 ページ

• IPv4に関する注意事項と制約事項, 40 ページ

• IPv4パラメータのデフォルト設定, 40 ページ

• IPv4の設定, 40 ページ

• IPv4設定の確認, 53 ページ

• IPv4の設定例, 54 ページ

• IPv4の関連資料, 57 ページ

• IPv4の標準, 57 ページ

• IPv4の機能の履歴, 57 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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IPv4 について
デバイス上で IPを設定し、ネットワークインターフェイスに IPアドレスを割り当てることがで
きます。IPアドレスを割り当てると、インターフェイスがイネーブルになり、そのインターフェ
イス上のホストと通信できるようになります。

IPアドレスは、デバイス上でプライマリまたはセカンダリとして設定できます。インターフェイ
スには、1つのプライマリ IPアドレスと複数のセカンダリアドレスを設定できます。デバイスで
生成されたパケットは、常にプライマリ IPv4アドレスを使用するので、インターフェイス上の
ネットワーキングデバイスはすべて、同じプライマリ IPアドレスを共有する必要があります。各
IPv4パケットは、送信元または宛先 IPアドレスからの情報に基づいています。

サブネットを使用して、IPアドレスをマスクできます。マスクは、IPアドレスがどのサブネット
に属するかを決定するために使用されます。IPアドレスは、ネットワークアドレスとホストアド
レスで構成されています。マスクで、IPアドレス中のネットワーク番号を示すビットが識別でき
ます。マスクを使用してネットワークをサブネット化した場合、そのマスクはサブネットマスク

と呼ばれます。サブネットマスクは 32ビット値で、これにより IPパケットの受信者は、IPアド
レスのネットワーク ID部分とホスト ID部分を区別できます。

IP機能は、スーパーバイザモジュールで終端する IPv4パケットを処理するとともに、IPv4パケッ
トを転送する役割を担っています。これには、IPv4ユニキャスト/マルチキャストルートルック
アップ、リバースパス転送（RPF）チェック、およびソフトウェアアクセスコントロールリス
ト/ポリシーベースルーティング（ACL/PBR）転送が含まれます。また、IP機能は、ネットワー
クインターフェイス IPアドレス設定、重複アドレスチェック、スタティックルート、および IP
クライアントのパケット送信/受信インターフェイスも管理します。

複数の IPv4 アドレス
Cisco NX-OSは、インターフェイスごとに複数の IPアドレスをサポートします。さまざまな状況
に備え、いくつでもセカンダリアドレスを指定できます。

最も一般的な状況は次のとおりです。

•特定のネットワークインターフェイスのホスト IPアドレスの数が不足している場合。たと
えば、サブネット化により、論理サブネットごとに 254までのホストを使用できるが、物理
サブネットの 1つに 300のホストアドレスが必要な場合は、ルータ上またはアクセスサー
バ上でセカンダリ IPアドレスを使用して、1つの物理サブネットで 2つの論理サブネットを
使用できます。

• 1つのネットワークの 2つのサブネットは、別の方法で、別のネットワークにより分離でき
る場合があります。別のネットワークによって物理的に分離された複数のサブネットから、

セカンダリアドレスを使用して、1つのネットワークを作成できます。このような場合、最
初のネットワークは、2番めのネットワークの上に拡張されます。つまり、上の階層となり
ます。サブネットは、同時に複数のアクティブなインターフェイス上に表示できません。
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ネットワークセグメント上のいずれかのデバイスがセカンダリ IPv4アドレスを使用している
場合は、その同じネットワークセグメント上のセカンダリアドレスを必要とする他のデバイ

スは、同じネットワークまたはサブネットからのセカンダリアドレスを使用する必要があり

ます。ネットワークセグメント上で、一貫性のない方法でセカンダリアドレスを使用すると、

ただちにルーティングループが発生する可能性があります。

（注）

アドレス解決プロトコル

ネットワーキングデバイスおよびレイヤ 3スイッチはARPを使用して、IP（ネットワーク層）ア
ドレスを物理（Media Access Control（MAC）レイヤ）アドレスにマッピングし、IPパケットが
ネットワーク上に送信されるようにします。デバイスは、他のデバイスにパケットを送信する前

に自身の ARPキャッシュを調べて、MACアドレスまたは対応する宛先デバイスの IPアドレスが
ないかを確認します。エントリがまったくない場合、送信元のデバイスは、ネットワーク上の全

デバイスにブロードキャストメッセージを送信します。

各デバイスは、問い合わせられた IPアドレスを自身のアドレスと比較します。一致する IPアド
レスを持つデバイスだけが、デバイスのMACアドレスを含むパケットとともにデータを送信し
たデバイスに返信します。送信元デバイスは、あとで参照できるよう、宛先デバイスのMACア
ドレスをそのARPテーブルに追加し、データリンクヘッダーおよびトレーラを作成してパケット
をカプセル化し、データの転送へと進みます。

図 5：ARP 処理

宛先デバイスが、別のデバイスを挟んだリモートネットワーク上にあるときは、同じ処理が行わ

れますが、データを送信するデバイスが、デフォルトゲートウェイのMACアドレスを求める
ARP要求を送信する点が異なります。アドレスが解決され、デフォルトゲートウェイがパケット
を受信した後に、デフォルトゲートウェイは、接続されているネットワーク上で宛先の IPアドレ
スをブロードキャストします。宛先デバイスのネットワーク上のデバイスは、ARPを使用して宛
先デバイスのMACアドレスを取得し、パケットを配信します。ARPはデフォルトでイネーブル
にされています。

デフォルトでシステム定義された CoPPポリシーレートは、スーパーバイザモジュールにバイン
ドされた ARPブロードキャストパケットを制限します。デフォルトのシステム定義 CoPPポリ
シーは、ARPブロードキャストストームによるコントロールプレーントラフィックへの影響を
防止し、ブリッジドパケットに影響しません。
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ARP キャッシング
ARPキャッシングにより、ブロードキャストが最小になり、ネットワークリソースの浪費が抑制
されます。IPアドレスのMACアドレスへのマッピングは、ネットワーク間でパケットが送信さ
れるたびに、ネットワーク上の各ホップ（デバイス）で行われるため、ネットワークのパフォー

マンスに影響する場合があります。

ARPキャッシングでは、ネットワークアドレスとそれに関連付けられたデータリンクアドレスが
一定の期間メモリ内に保存されるため、パケットが送信されるたびに同じアドレスにブロードキャ

ストするための貴重なネットワークリソースの使用が最小限に抑えられます。キャッシュエント

リは、定期的に失効するよう設定されているため、保守が必要です。これは、古い情報が無効と

なる場合があるためです。ネットワーク上のすべてのデバイスは、アドレスのブロードキャスト

に従ってアドレステーブルを更新します。

ARPエントリ、アクティブなMACアドレステーブルエントリおよびホストルーティング隣接を
維持するために、Cisco NX-OSは最大 3つのユニキャストARP要求メッセージをARPキャッシュ
に存在するデバイスに送信します。最初のメッセージは、設定されたARPタイムアウト値の75%
で送信され、キャッシュされたエントリがまだ更新されていない場合は、30秒後と 60秒後に再
試行が行われます。

ARP キャッシュのスタティックおよびダイナミックエントリ
スタティックルーティングは、手動で各デバイスの各インターフェイスに対応する IPアドレス、
サブネットマスク、ゲートウェイ、および対応するMACアドレスを設定する必要があります。
スタティックルーティングでは、ルートテーブルを維持するために、より多くの処理が必要で

す。ルートを追加または変更するたびに、テーブルの更新が必要となるためです。

ダイナミックルーティングは、ネットワーク上のデバイスが相互にルーティングテーブル情報を

交換できるプロトコルを使用します。ダイナミックルーティングは、キャッシュに制限時間を追

加しない限り、ルートテーブルが自動更新されるため、スタティックルーティングより効率的で

す。デフォルトの制限時間は25分ですが、キャッシュから追加および削除されるルートがネット
ワークに数多く存在する場合は、制限時間を変更します。

ARP を使用しないデバイス
ネットワークが 2つのセグメントに分割されると、ブリッジによりセグメントが結合され、各セ
グメントへのトラフィックがMACアドレスに基づいてフィルタリングされます。ブリッジはMAC
アドレスだけを使用する独自のアドレステーブルを作成します。デバイスが IPアドレスおよび対
応するMACアドレスの両方を含む ARPキャッシュを持っています。

パッシブハブは、ネットワーク内の他のデバイスを物理的に接続する集中接続デバイスです。

パッシブハブはそのすべてのポートでデバイスにメッセージを送信し、レイヤ 1で動作します
が、アドレステーブルを保持しません。

レイヤ 2スイッチは、メッセージがそのポートにのみアドレス指定され送信されるデバイスに接
続されるポートを決定します。ただし、レイヤ 3スイッチは、ARPキャッシュ（テーブル）を作
成するデバイスです。
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Reverse ARP
RFC 903で定義された Reverse ARP（RARP）は、ARPと同じように動作しますが、RARP要求パ
ケットはMACアドレスではなく IPアドレスを要求する点が異なります。RARPは多くの場合、
ディスクレスワークステーションで使用されます。これは、このタイプのデバイスには、起動時

に使用する IPアドレスを格納する手段がないためです。認識できるアドレスはMACアドレスだ
けで、これはハードウェアに焼き付けられているためです。

RARPを使用するには、ルータインターフェイスとして、同じネットワークセグメント上にRARP
サーバが必要です。

図 6：Reverse ARP

RARPには、いくつかの制限があります。これらの制限により、ほとんどの企業では、DHCPを
使用してダイナミックに IPアドレスを割り当てています。DHCPは、RARPよりコスト効率が高
く、必要な保守作業も少ないためです。最も重要な制限は次のとおりです。

• RARPはハードウェアアドレスを使用するため、多くの物理ネットワークを含む大規模な
ネットワークの場合は、各セグメント上に、冗長性のための追加サーバを備えたRARPサー
バが必要です。各セグメントに 2台のサーバを保持すると、コストがかかります。

•各サーバは、ハードウェアアドレスと IPアドレスのスタティックマッピングのテーブルで
設定する必要があります。IPアドレスの保守は困難です。

• RARPは、ホストの IPアドレスだけを提供し、サブネットマスクもデフォルトゲートウェ
イも提供しません。

『Proxy ARP』
プロキシARPを使用すると、物理的に 1つのネットワーク上に存在するデバイスが、論理的に、
同じデバイスまたはファイアウォールに接続された別の物理ネットワークの一部として表示され

ます。プロキシ ARPで、プライベートネットワーク上のパブリック IPアドレスを持つデバイス
をルータの背後に隠すと同時に、このデバイスを、ルータの前のパブリックネットワーク上に表

示できます。ルータはそのアイデンティティを隠すことにより、実際の宛先までパケットをルー

ティングする役割を担います。プロキシ ARPを使用すると、サブネット上のデバイスは、ルー
ティングもデフォルトゲートウェイも設定せずにリモートサブネットまで到達できます。
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複数のデバイスが同じデータリンク層のネットワークでなく、同じ IPネットワーク内にある場
合、これらのデバイスは相互に、ローカルネットワーク上にあるかのようにデータを送信しよう

とします。ただし、これらのデバイスを隔てるルータは、ブロードキャストメッセージを送信し

ません。これは、ルータがハードウェアレイヤのブロードキャストを渡さず、アドレスが解決さ

れないためです。

デバイスでプロキシ ARPをイネーブルにし、ARP要求を受信すると、プロキシ ARPはこれを、
ローカルLAN上にないシステムに対する要求と見なします。デバイスは、ブロードキャストの宛
先であるリモートの宛先であるかのように、自身のMACアドレスをリモートの宛先の IPアドレ
スに関連付けるARP応答で応答します。ローカルデバイスは、自身が宛先に直接、接続されてい
ると認識していますが、実際には、そのパケットは、ローカルデバイスによりローカルサブネッ

トワークから宛先のサブネットワークへと転送されています。デフォルトでは、プロキシARPは
ディセーブルになっています。

ローカルプロキシ ARP
ローカルプロキシ ARPを使用して、通常はルーティングが不要なサブネット内の IPアドレスを
求めるARP要求に対して、デバイスが応答できるようにすることができます。ローカルプロキシ
ARPをイネーブルにすると、ARPは、サブネット内の IPアドレスを求めるすべての ARP要求に
応答し、サブネット内のホスト間ですべてのトラフィックを転送します。この機能は、ホストが

接続されているデバイスの設定により意図的に、ホストの直接通信が禁止されているサブネット

だけで使用してください。

Gratuitous ARP
Gratuitous ARPは、送信元 IPアドレスと宛先 IPアドレスが同じである要求を送信し、重複する IP
アドレスを検出します。Cisco NX-OSは、Gratuitous ARP要求または ARPキャッシュの更新の有
効または無効をサポートします。

収集スロットル

ラインカードで着信 IPパケットを転送する場合、ネクストホップに対するアドレス解決プロトコ
ル（ARP）要求が解決されていないと、そのラインカードはスーパーバイザにパケットを転送し
ます（収集スロットル）。スーパーバイザはネクストホップのMACアドレスを解決し、ハード
ウェアをプログラミングします。

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスのハードウェアは、収集トラフィックからスーパーバイザを
保護するための収集レートリミッタを備えています。最大エントリ数を超えると、ARP要求が解
決されていないパケットは、ハードウェアでドロップされるのではなく、引き続きソフトウェア

で処理されます。

ARP要求が送信されると、ソフトウェアは、同じネクストホップ IPアドレスへのパケットがスー
パーバイザに転送されないようにするために、ハードウェア内に /32ドロップ隣接関係を追加し
ます。ARPが解決されると、そのハードウェアエントリは正しいMACアドレスで更新されま
す。タイムアウト期間が経過するまでにARPエントリが解決されない場合、そのエントリはハー
ドウェアから削除されます。
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『Path MTU Discovery』
パス最大伝送ユニット（MTU）ディスカバリは、TCP接続のエンドポイント間のネットワーク内
で使用可能な帯域幅の使用を最大化するための方法です。これはRFC1191で規定されています。
この機能を有効または無効にしても、既存の接続に影響しません。

ICMP
Internet Control Message Protocol（ICMP）を使用して、IP処理に関連するエラーおよびその他の情
報を報告するメッセージパケットを提供できます。ICMPは、ICMP宛先到達不能メッセージ、
ICMPエコー要求（2つのホスト間でパケットを往復送信する）、およびエコー返信メッセージな
どのエラーメッセージを生成します。ICMPは多くの診断機能も備えており、ホストへのエラー
パケットの送信およびリダイレクトが可能です。デフォルトでは、ICMPがイネーブルにされてい
ます。

次に示すのは、ICMPメッセージタイプの一部です。

•ネットワークエラーメッセージ

•ネットワーク輻輳メッセージ

•トラブルシューティング情報

•タイムアウト告知

ICMPリダイレクトは、ローカルプロキシ ARP機能がイネーブルになっているインターフェ
イスではディセーブルになります。

（注）

IPv4 の仮想化サポート
IPv4は、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは仮想
化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別の VDCや VRFを設定しない限り、デ
フォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。詳
細については、『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

IPv4 のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。
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IPv4 の前提条件
IPv4には、次の前提条件があります。

• IPv4はレイヤ 3インターフェイス上だけで設定可能です。

IPv4 に関する注意事項と制約事項
IPv4設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•セカンダリ IPアドレスは、プライマリ IPアドレスの設定後にだけ設定できます。

• F2シリーズモジュールは、IPv4トンネルをサポートしていません。

•ネットワークセグメント上のいずれかのデバイスがセカンダリ IPv4アドレスを使用してい
る場合は、その同じネットワークセグメント上のセカンダリアドレスを必要とする他のデ

バイスは、同じネットワークまたはサブネットからのセカンダリアドレスを使用する必要が

あります。ネットワークセグメント上で、一貫性のない方法でセカンダリアドレスを使用

すると、ただちにルーティングループが発生する可能性があります。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

IPv4 パラメータのデフォルト設定

表 3：デフォルトの IPv4 パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

1500秒ARPタイムアウト

ディセーブルプロキシ ARP

131,072ネイバー隣接関係テーブルの IPv4 ARPエント
リの最大数

IPv4 の設定

IPv4 アドレス指定の設定
ネットワークインターフェイスにプライマリ IPアドレスを割り当てることができます。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)# interface
ethernet number

ステップ 2   

そのインターフェイスを、レイヤ3ルーテッドインター
フェイスとして設定します。

switch(config-if)# no
switchport

ステップ 3   

インターフェイスに対するプライマリ IPv4アドレスま
たはセカンダリ IPv4アドレスを指定します。

switch(config-if)# ip
address ip-address/length
[secondary]

ステップ 4   

• 4分割ドット付き10進表記のアドレスでネットワー
クマスクを指定します。たとえば、255.0.0.0は、1
に等しい各ビットが、ネットワークアドレスに属

した対応するアドレスビットを意味することを示

します。

•ネットワークマスクは、スラッシュ（/）と数字（プ
レフィックス長）で示されることもあります。プレ

フィックス長は、アドレスの高次の連続ビットのう

ち、何個がプレフィックス（アドレスのネットワー

ク部分）を構成しているかを指定する 10進数値で
す。スラッシュは 10進数値の前に置かれ、IPアド
レスとスラッシュの間にスペースは入りません。

（任意）

IPv4に設定されたインターフェイスを表示します。
switch(config-if)# show ip
interface

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   

次に、IPv4アドレスを割り当てる例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# no switchport
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switch(config-if)# ip address 192.2.1.1.255.0.0.0
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)#

複数の IPv4 アドレスの設定
セカンダリ IPアドレスは、プライマリ IPアドレスの設定後にのみ追加できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface ethernet
number

ステップ 2   

そのインターフェイスを、レイヤ3ルーテッド
インターフェイスとして設定します。

switch(config-if)# no switchportステップ 3   

設定したアドレスをセカンダリ IPv4アドレス
として指定します。

switch(config-if)# ip address
ip-address/length [secondary]

ステップ 4   

（任意）

IPv4に設定されたインターフェイスを表示し
ます。

switch(config-if)# show ip
interface

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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

スタティック ARP エントリの設定
デバイスにスタティックARPエントリを設定し、IPアドレスをMACハードウェアアドレス（ス
タティックマルチキャストMACアドレスを含む）にマッピングします。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface ethernet
number

ステップ 2   

そのインターフェイスを、レイヤ 3ルーテッド
インターフェイスとして設定します。

switch(config)# no switchportステップ 3   

IPアドレスをMACアドレスにスタティックエ
ントリとして関連付けます。

switch(config-if)# ip arp address
ip-address mac-address

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)# 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。

次の例は、スタティック ARPエントリの割り当て方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip arp 192.2.1.1.0019.076c.1a78
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)#

プロキシ ARP の設定
デバイスにプロキシARPを設定して、他のネットワークまたはサブネット上のホストのメディア
アドレスを判定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config-if)# interface
ethernet number

ステップ 2   

そのインターフェイスを、レイヤ 3ルーテッド
インターフェイスとして設定します。

switch(config-if)# no switchportステップ 3   

インターフェイス上でプロキシARPをイネーブ
ルにします。

switch(config-if)# ip proxy arp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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

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。

次の例は、プロキシ ARPの設定方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip proxy-arp
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)#

ローカルプロキシ ARP の設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
ethernet number

ステップ 2   

そのインターフェイスを、レイヤ 3ルーテッド
インターフェイスとして設定します。

switch(config)# no switchportステップ 3   

インターフェイスでローカルプロキシ ARPを
イネーブルにします。

switch(config-if)# ip
local-proxy-arp

ステップ 4   
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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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次の例は、ローカルプロキシ ARPの設定方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip local-proxy-arp
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)#

Gratuitous ARP の設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
ethernet number

ステップ 2   

そのインターフェイスを、レイヤ 3ルーテッド
インターフェイスとして設定します。

switch(config-if)# no switchportステップ 3   

インターフェイス上で Gratuitous ARPをイネー
ブルにします。

switch(config-if)# ip arp
gratuitous {request | update]

ステップ 4   

GratuitousARPは、デフォルトでイネーブルにな
ります。

（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 5   

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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次の例は、Gratuitous ARPの設定方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip arp gratuitous request
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)#

IP ARP キャッシュ制限の設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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(config)# configure
terminal

ステップ 1   

ネイバー隣接関係テーブルのARPエントリの最大数
を設定します。範囲は 1～ 409600です。

switch(config)# ip arp cache
limit max-arp-entries [syslog
syslogs-per-second]

ステップ 2   

syslogキーワードは、1秒あたりの syslog数を設定し
ます。範囲は 1～ 1000です。

制限を設定しない場合、デフォルトの制限に到達し

た後に隣接関係を追加しようとするとシステムログ

がコンソールに表示されます。IPv4ARPエントリの
制限を設定すると、設定した制限に到達した後に隣

接関係を追加しようとするとシステムログが表示さ

れます。

ネイバー隣接関係テーブルのグローバル制限とスロッ

トル隣接関係のサマリーを表示します。

switch(config)# show ip
adjacency summary

ステップ 3   

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

収集の最適化の設定

収集の最適化を設定して、スーパーバイザでのパケット処理を削減することで収集パケットのパ

フォーマンスを向上させることができます。収集の最適化は、宛先 IPアドレスが同じサブネット
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の一部である収集パケットに適用され、宛先 IPアドレスが異なるサブネットにあるパケットには
適用されません。デフォルトではイネーブルになっています。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface ethernet
number

ステップ 2   

収集の最適化をイネーブルにします。switch(config-if)# [no] ip arp
fast-path

ステップ 3   

この機能をディセーブルにするには、コマン

ドの no形式を使用します。

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

パス MTU ディスカバリの設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

パスMTUディスカバリをイネーブルにしま
す。

switch(config)# ip tcp
path-mtu-discovery

ステップ 2   

（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 3   

レー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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IP パケット検証の設定
Cisco NX-OSは、IPパケット検証をチェックする侵入検知システム（IDS）をサポートしていま
す。これらの IDSチェックは、イネーブルまたはディセーブルにすることができます。

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   

IPアドレスに対して次の IDSチェックを実行します。switch(config)# hardware ip
verify address {destination

ステップ 2   

• destination zero：宛先 IPアドレスが 0.0.0.0である場
合に、IPパケットをドロップします。

zero | identical | reserved |
source {broadcast |
multicast}} • identical：送信元 IPアドレスが宛先 IPアドレスと

同じである場合に、IPパケットをドロップします。

• reserved：IPアドレスが 127.x.x.xの範囲内にある場
合に、IPパケットをドロップします。

• source：送信元 IPアドレスが 255.255.255.255（ブ
ロードキャスト）であるか、または 224.x.x.xの範
囲内（マルチキャスト）にある場合に、IPパケット
をドロップします。

パケットチェックサムが無効である場合は IPパケット
をドロップします。

switch(config)# hardware ip
verify checksum

ステップ 3   

パケットフラグメントにゼロ以外のオフセットがあり、

DFビットがアクティブである場合は、IPパケットをド
ロップします。

switch(config)# hardware ip
verify fragment

ステップ 4   

IPアドレスに対して次の IDSチェックを実行します。switch(config)# hardware ip
verify length {consistent |

ステップ 5   

• consistent：イーサネットフレームサイズが IPパ
ケット長にイーサネットヘッダーを加えた長さ以

上である場合に、IPパケットをドロップします。

maximum {max-frag |
max-tcp | udp} |minimum}

• maximum max-frag：最大フラグメントオフセット
が65536よりも大きい場合に、IPパケットをドロッ
プします。

• maximummax-tcp：TCP長が IPペイロード長よりも
大きい場合に、IPパケットをドロップします。
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目的コマンドまたはアクション

• maximum udp：IPペイロード長が UDPパケット長
よりも小さい場合に、IPパケットをドロップしま
す。

• minimum：イーサネットフレーム長が IPパケット
長に 4オクテット（CRC長）を加えた長さよりも
小さい場合に、IPパケットをドロップします。

IPフラグメントオフセットが 1の場合、または IPフラ
グメントオフセットが 0で IPペイロード長が 16未満の
場合は、TCPパケットをドロップします。

switch(config)# hardware ip
verify tcp tiny-frag

ステップ 6   

ethertypeが 4（IPv4）にセットされていない場合は IPパ
ケットをドロップします。

switch(config)# hardware ip
verify version

ステップ 7   

次の作業

IPパケット検証の設定を表示するには、show hardware forwarding ip verifyコマンドを使用しま
す。

IP ダイレクトブロードキャストの設定
IPダイレクトブロードキャストは、宛先アドレスが何らかの IPサブネットの有効なブロードキャ
ストアドレスであるにもかかわらず、その宛先サブネットに含まれないノードから発信される IP
パケットです。

宛先サブネットに直接接続されていないデバイスは、そのサブネット上のホストを宛先とするユ

ニキャスト IPパケットを転送する場合と同じ方法で IPダイレクトブロードキャストを転送しま
す。ダイレクトブロードキャストパケットが、宛先サブネットに直接接続されたデバイスに到着

すると、そのパケットはその宛先サブネット上でブロードキャストされます。パケットの IPヘッ
ダー内の宛先アドレスはそのサブネットに設定された IPブロードキャストアドレスに書き換えら
れ、パケットはリンク層ブロードキャストとして送信されます。

あるインターフェイスでダイレクトブロードキャストがイネーブルになっている場合、着信した

IPパケットが、そのアドレスに基づいて、そのインターフェイスが接続されているサブネットを
対象とするダイレクトブロードキャストとして識別されると、そのパケットはそのサブネット上

でブロードキャストされます。アクセスリストを通じて渡すこれらパケットのみがサブネット上

でブロードキャストされるように、IPアクセスリストを通じてこれらブロードキャストを任意で
フィルタリングすることができます。
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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   

ダイレクトブロードキャストの物理ブロードキャ

ストへの変換をイネーブルにします。IPアクセス
switch(config) # ip
directed-broadcast [acl]

ステップ 2   

リスト上のこれらのブロードキャストを任意でフィ

ルタリングできます。

IP 収集スロットルの設定
CiscoNX-OSソフトウェアは、収集トラフィックからスーパーバイザを保護するための収集スロッ
トルレートリミッタをサポートしています。

到達不能または存在しないネクストホップの ARP解決のためにスーパーバイザ宛てに送信さ
れる不要な収集パケットをフィルタリングするには、hardware ip glean throttleコマンドを使
用して IP収集スロットル機能を設定することを推奨します。IP収集スロットルは、ソフトウェ
アのパフォーマンスを向上させ、トラフィックをより効率的に管理します。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

ARPスロットリングをイネーブルにします。switch(config)# hardware ip glean
throttle

ステップ 2   

ARPスロットリングをディセーブルにしま
す。

switch(config)# no hardware ip
glean throttle

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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

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。
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目的コマンドまたはアクション

次に、IP収集スロットルをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware ip glean throttle
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ハードウェア IP 収集スロットルの最大数の設定
転送情報ベース（FIB）にインストールされている隣接関係の最大ドロップ数を制限できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

FIBにインストールされるドロップ隣接関係の
数を設定します。

switch(config)# hardware ip glean
throttle maximum count

ステップ 2   

デフォルトの制限値を適用します。switch(config)# no hardware ip
glean throttle maximum count

ステップ 3   

デフォルト値は 1000です。範囲は 0～ 32767
エントリです。

（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、FIBにインストールされている隣接関係の最大ドロップ数を制限する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware ip glean throttle maximum 2134
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ハードウェア IP 収集スロットルのタイムアウトの設定
インストールされたドロップ隣接関係が転送情報ベース（FIB）にとどまる時間のタイムアウトを
設定できます。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インストールされたドロップ隣接関係が FIB内
に残る時間のタイムアウトを設定します。

switch(config)# hardware ip glean
throttle maximum timeout
timeout-in-seconds

ステップ 2   

デフォルトの制限値を適用します。switch(config)# no hardware ip
glean throttle maximum timeout
timeout-in-seconds

ステップ 3   

タイムアウト値は秒単位です。範囲は 300秒（5
分）～ 1800秒（30分）です。

タイムアウト期間を超えた後、ドロッ

プ隣接関係は FIBから削除されます。
（注）

（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。

ハードウェア IP 収集スロットルの syslog の設定
特定のフローのドロップされたパケットの数が、設定されているパケット数を超えた場合は、

syslogを生成できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
52

IPv4 の設定



目的コマンドまたはアクション

特定のフローでドロップされたパケットの数が設

定されているパケット数を超えた場合は、syslog
を生成します。

switch(config)# hardware ip
glean throttle syslog packet-count

ステップ 2   

デフォルトの制限値を適用します。switch(config)# no hardware ip
glean throttle syslog packet-count

ステップ 3   

デフォルトは 10000パケットです。範囲は 0～
65535パケットです。

タイムアウト期間を超えた後、ドロップ

隣接関係は FIBから削除されます。
（注）

（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   

次に、特定のフローでドロップされたパケットの数が設定されているパケット数を超えた場合に

syslogを生成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware ip glean throttle maximum timeout 300
switch(config-if)# copy running-config startup-config

IPv4 設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

IPパケット検証の設定を表示します。show hardware forwarding ip verify

隣接関係テーブルを表示します。show ip adjacency

スロットル隣接関係の数のサマリーを表示しま

す。

show ip adjacency summary

ARPテーブルを表示します。show ip arp

スロットル隣接関係の数のサマリーを表示しま

す。

show ip arp summary

スロットリングされた隣接関係のみを表示しま

す。

show ip adjacency throttle statistics

IP関連のインターフェイス情報を表示します。show ip interface

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
53

IPv4 設定の確認



目的コマンド

ARP統計情報を表示します。show ip arp statistics [vrf vrf-name]

IPv4 の設定例

例：モジュールのすべてのポートをプロキシルーティング用に予約

次の例は、モジュールのすべてのポートをプロキシルーティング用に予約する方法を示していま

す。

ステップ 1：デバイス内に存在するモジュールを確認します。
switch# show module
Mod Ports Module-Type Model Status
--- ----- -------------------------------- ------------------ ------------
1 32 10 Gbps Ethernet Module N7K-M132XP-12 ok
2 48 10/100/1000 Mbps Ethernet Module N7K-M148GT-11 ok
3 48 1000 Mbps Optical Ethernet Modul N7K-M148GS-11 ok
5 0 Supervisor module-1X N7K-SUP1 active *
6 0 Supervisor module-1X N7K-SUP1 ha-standby
8 32 1/10 Gbps Ethernet Module N7K-F132XP-15 ok

F1モジュールはスロット 8にあり、M1モジュールはスロット 1～ 3にあります。

ステップ 2：VDCで使用可能なポートを確認します。
switch# show vdc membership | end "Ethernet3/48"
vdc_id: 0 vdc_name: Unallocated interfaces:
vdc_id: 1 vdc_name: switch interfaces:
Ethernet1/9 Ethernet1/10 Ethernet1/11
Ethernet1/12 Ethernet1/13 Ethernet1/14
Ethernet1/15 Ethernet1/16 Ethernet1/17
Ethernet1/18 Ethernet1/19 Ethernet1/20
Ethernet1/21 Ethernet1/22 Ethernet1/23
Ethernet1/24 Ethernet1/25 Ethernet1/26
Ethernet1/27 Ethernet1/28 Ethernet1/29
Ethernet1/30 Ethernet1/31 Ethernet1/32
Ethernet2/1 Ethernet2/2 Ethernet2/3
Ethernet2/4 Ethernet2/5 Ethernet2/6
Ethernet2/7 Ethernet2/8 Ethernet2/9
Ethernet2/10 Ethernet2/11 Ethernet2/12
Ethernet2/25 Ethernet2/26 Ethernet2/27
Ethernet2/28 Ethernet2/29 Ethernet2/30
Ethernet2/31 Ethernet2/32 Ethernet2/33
Ethernet2/34 Ethernet2/35 Ethernet2/36
Ethernet2/37 Ethernet2/38 Ethernet2/39
Ethernet2/40 Ethernet2/41 Ethernet2/42
Ethernet2/43 Ethernet2/44 Ethernet2/45
Ethernet2/46 Ethernet2/47 Ethernet2/48
Ethernet3/1 Ethernet3/2 Ethernet3/3
Ethernet3/4 Ethernet3/5 Ethernet3/6
Ethernet3/7 Ethernet3/8 Ethernet3/9
Ethernet3/10 Ethernet3/11 Ethernet3/12
Ethernet3/13 Ethernet3/14 Ethernet3/15
Ethernet3/16 Ethernet3/17 Ethernet3/18
Ethernet3/19 Ethernet3/20 Ethernet3/21
Ethernet3/22 Ethernet3/23 Ethernet3/24
Ethernet3/25 Ethernet3/26 Ethernet3/27
Ethernet3/28 Ethernet3/29 Ethernet3/30
Ethernet3/31 Ethernet3/32 Ethernet3/33
Ethernet3/34 Ethernet3/35 Ethernet3/36
Ethernet3/37 Ethernet3/38 Ethernet3/39
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Ethernet3/40 Ethernet3/41 Ethernet3/42
Ethernet3/43 Ethernet3/44 Ethernet3/45
Ethernet3/46 Ethernet3/47 Ethernet3/48

ステップ 3：プロキシルーティングに使用可能なポートを確認します。
switch# show hardware proxy layer-3 detail
Global Information:
F1 Modules: Count: 1 Slot: 8
M1 Modules: Count: 3 Slot: 1-3
Replication Rebalance Mode: Manual
Number of proxy layer-3 forwarders: 13
Number of proxy layer-3 replicators: 8
Forwarder Interfaces Status Reason
------------------------------------------------------------------------------
Eth1/9, Eth1/11, Eth1/13, Eth1/15 up SUCCESS
Eth1/10, Eth1/12, Eth1/14, Eth1/16 up SUCCESS
Eth1/17, Eth1/19, Eth1/21, Eth1/23 up SUCCESS
Eth1/18, Eth1/20, Eth1/22, Eth1/24 up SUCCESS
Eth1/25, Eth1/27, Eth1/29, Eth1/31 up SUCCESS
Eth1/26, Eth1/28, Eth1/30, Eth1/32 up SUCCESS
Eth2/1-12 up SUCCESS
Eth2/25-36 up SUCCESS
Eth2/37-48 up SUCCESS
Eth3/1-12 up SUCCESS
Eth3/13-24 up SUCCESS
Eth3/25-36 up SUCCESS
Eth3/37-48 up SUCCESS
Replicator Interfaces #Interface-Vlan Interface-Vlan
------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1, Eth1/3, Eth1/5, Eth1/7, Eth1/9, 0
Eth1/11, Eth1/13, Eth1/15
Eth1/2, Eth1/4, Eth1/6, Eth1/8, Eth1/10, 0
Eth1/12, Eth1/14, Eth1/16
Eth1/17, Eth1/19, Eth1/21, Eth1/23, 0
Eth1/25, Eth1/27, Eth1/29, Eth1/31
Eth1/18, Eth1/20, Eth1/22, Eth1/24, 0
Eth1/26, Eth1/28, Eth1/30, Eth1/32
Eth2/1-24 0
Eth2/25-48 0
Eth3/1-24 0
Eth3/25-48 0
switch#

ポートは、対応するポートグループ内に一覧表示されます。（注）

ステップ 4：ユニキャストおよびマルチキャストプロキシルーティング用にモジュールを予約し
ます。

switch# configure terminal
switch(config)# hardware proxy layer-3 forwarding use module 2
switch(config)# hardware proxy layer-3 replication use module 2

ステップ 5：設定を確認します。
switch(config)# show hardware proxy layer-3 detail
Global Information:
F1 Modules: Count: 1 Slot: 8
M1 Modules: Count: 3 Slot: 1-3
Replication Rebalance Mode: Manual
Number of proxy layer-3 forwarders: 3
Number of proxy layer-3 replicators: 2
Forwarder Interfaces Status Reason
------------------------------------------------------------------------------
Eth2/1-12 up SUCCESS
Eth2/25-36 up SUCCESS
Eth2/37-48 up SUCCESS

Replicator Interfaces #Interface-Vlan Interface-Vlan
------------------------------------------------------------------------------
Eth2/1-24 0
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Eth2/25-48 0
switch(config)#

例：プロキシルーティング用のポートの予約

次の例は、モジュールの一部のポートをプロキシルーティング用に予約する方法を示していま

す。

ステップ 1：モジュールのポートのサブセットを予約します。
switch(config)# hardware proxy layer-3 forwarding use interface ethernet 2/1-6
switch(config)# hardware proxy layer-3 replication use interface ethernet 2/1-6 <----subset
of port group

次に、ポートグループからポートのサブセットを予約する例を示します。

ステップ 2：設定を確認します。
switch(config)# show hardware proxy layer-3 detail
Global Information:
F1 Modules: Count: 1 Slot: 8
M1 Modules: Count: 3 Slot: 1-3
Replication Rebalance Mode: Manual
Number of proxy layer-3 forwarders: 1
Number of proxy layer-3 replicators: 1
Forwarder Interfaces Status Reason
------------------------------------------------------------------------------
Eth2/1-12 up SUCCESS
Replicator Interfaces #Interface-Vlan Interface-Vlan
------------------------------------------------------------------------------
Eth2/1-24 0
switch(config)#

ポートグループ内のすべてのポートがプロキシルーティング用に予約されます。（注）

例：プロキシルーティングからのポートの除外

次の例は、プロキシルーティングに対してモジュールの一部のポートを除外します。

switch(config)# hardware proxy layer-3 forwarding exclude interface ethernet 2/1-12
switch(config)# hardware proxy layer-3 replication exclude interface ethernet 2/1-12
switch(config)# show hardware proxy layer-3 detail
Global Information:
F1 Modules: Count: 1 Slot: 8
M1 Modules: Count: 3 Slot: 1-3
Replication Rebalance Mode: Manual
Number of proxy layer-3 forwarders: 12
Number of proxy layer-3 replicators: 7
Forwarder Interfaces Status Reason
------------------------------------------------------------------------------
Eth1/9, Eth1/11, Eth1/13, Eth1/15 up SUCCESS
Eth1/10, Eth1/12, Eth1/14, Eth1/16 up SUCCESS
Eth1/17, Eth1/19, Eth1/21, Eth1/23 up SUCCESS
Eth1/18, Eth1/20, Eth1/22, Eth1/24 up SUCCESS
Eth1/25, Eth1/27, Eth1/29, Eth1/31 up SUCCESS
Eth1/26, Eth1/28, Eth1/30, Eth1/32 up SUCCESS
Eth2/25-36 up SUCCESS
Eth2/37-48 up SUCCESS
Eth3/1-12 up SUCCESS
Eth3/13-24 up SUCCESS
Eth3/25-36 up SUCCESS
Eth3/37-48 up SUCCESS

Replicator Interfaces #Interface-Vlan Interface-Vlan

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
56

IPv4 の設定例



------------------------------------------------------------------------------
Eth1/1, Eth1/3, Eth1/5, Eth1/7, Eth1/9, 0
Eth1/11, Eth1/13, Eth1/15
Eth1/2, Eth1/4, Eth1/6, Eth1/8, Eth1/10, 0
Eth1/12, Eth1/14, Eth1/16
Eth1/17, Eth1/19, Eth1/21, Eth1/23, 0
Eth1/25, Eth1/27, Eth1/29, Eth1/31
Eth1/18, Eth1/20, Eth1/22, Eth1/24, 0
Eth1/26, Eth1/28, Eth1/30, Eth1/32
Eth2/25-48 0
Eth3/1-24 0
Eth3/25-48 0
switch(config)#

IPv4 の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

IP CLIコマンド

IPv4 の標準
Title標準

—この機能でサポートされる新規の標準また

は変更された標準はありません。また、既

存の標準のサポートは変更されていませ

ん。

IPv4 の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 4：IPv4 の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.2(2)収集の最適化

ネイバー隣接関係テーブルの ARPエン
トリの最大数を設定する機能が追加され

ました。

6.2(2)『ARP』

F2シリーズモジュールが更新されまし
た。

6.0(1)IP
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機能情報リリース機能名

IPアクセスリストで IPダイレクトブ
ロードキャストをフィルタリングするた

めのサポートが追加されました。

5.2(1)IPダイレクトブロード
キャストのための ACL
フィルタ

IPv4収集スロットルのサポートが追加さ
れました。

5.1(1)収集スロットル

ARPブロードキャストストーム防止機
能のサポートが追加されました。

4.1(4)『ARP』

platform ip verifyコマンドが hardware
ip verifyコマンドに変更されました。

4.1(3)IP

Gratuitous ARPのサポートが追加されま
した。ip arp gratuitous {request | update}
コマンドが追加されました。

4.0(3)『ARP』

この機能が導入されました。4.0(1)IP
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第 4 章

IPv6 の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 59 ページ

• IPv6について, 60 ページ

• IPv6の仮想化サポート, 80 ページ

• IPv6のライセンス要件, 80 ページ

• IPv6の前提条件, 80 ページ

• IPv6の設定に関する注意事項と制約事項, 80 ページ

• IPv6のデフォルト設定, 81 ページ

• IPv6の設定, 81 ページ

• IPv6の設定の確認, 91 ページ

• IPv6の設定例, 91 ページ

• IPv6の関連資料, 92 ページ

• IPv6の標準, 92 ページ

• IPv6の機能の履歴, 92 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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IPv6 について
IPv6は、IPv4の後継として設計されており、ネットワークアドレスビット数が 32ビット（IPv4
の場合）から 128ビットに増やされています。IPv6は IPv4に基づいていますが、アドレス空間が
大幅に拡大されており、メインヘッダーと拡張ヘッダーの簡素化など、その他の機能強化が含ま

れています。

拡大された IPv6アドレス空間により、ネットワークのスケーラビリティが可能となり、グローバ
ルな到達可能性が提供されます。簡素化された IPv6パケットヘッダー形式により、パケットの処
理効率が向上しています。柔軟性の高い IPv6アドレス空間により、プライベートアドレスの必要
性と、プライベート（グローバルに一意ではない）アドレスを限られた数のパブリックアドレス

に変換するネットワークアドレス変換（NAT）の使用が削減されます。IPv6を使用すると、ネッ
トワークの境界にある境界ルータによる特別な処理を必要としない新しいアプリケーションプロ

トコルがイネーブルになります。

プレフィックス集約、簡易ネットワーク再番号割り当て、IPv6サイトマルチホーミング機能など
の IPv6機能により、さらに効率的にルーティングが行われます。IPv6は、Routing Information
Protocol（RIP）、Integrated Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、IPv6向け Open
Shortest Path First（OSPF）、マルチプロトコル Border Gateway Protocol（BGP）をサポートしてい
ます。

IPv6 アドレス形式
IPv6アドレスは 128ビットつまり 16バイトです。このアドレスは x:x:x:x:x:x:x:xの形式になって
おり、コロン（:）によって区切られた 8つの 16ビット 16進数ブロックに分かれています。

次に、IPv6アドレスの例を 2つ示します。

2001:0DB8:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

2001:0DB8:0:0:8:800:200C:417A

IPv6アドレスの中には、連続するゼロが含まれます。IPv6アドレスの先頭、中間、または末尾
で、この連続するゼロの代わりに 2つのコロン（::）を使用できます。

IPv6アドレスでは、アドレス中で最も長く連続するゼロの代わりに、2つのコロン（::）を 1
度だけ使用できます。

（注）

連続する 16ビット値がゼロで示されている場合は、2つのコロンを IPv6アドレスの一部として使
用できます。インターフェイスごとに複数の IPv6アドレスを設定できますが、設定できるリンク
ローカルアドレスは 1つだけです。

IPv6アドレス中の 16進数の文字の大文字と小文字は区別されません。
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表 5：圧縮された IPv6 アドレス形式

圧縮形式優先形式IPv6 アドレスタイプ

2001::0DB8:800:200C:417A2001:0:0:0:0:DB8:800:200C:417Aユニキャスト

FF01::101FF01:0:0:0:0:0:0:101マルチキャスト

::10:0:0:0:0:0:0:0:1ループバック

::0:0:0:0:0:0:0:0:0未指定

ノードは、テーブルにあるループバックアドレスを使用して、IPv6パケットを自分宛てに送信で
きます。IPv6のループバックアドレスは、IPv4のループバックアドレスと同じです。

IPv6ループバックアドレスは、物理インターフェイスに割り当てることはできません。送信
元または宛先のアドレスとして IPv6ループバックアドレスを含むパケットは、そのパケット
を作成したノードの外には転送できません。IPv6ルータは、IPv6ループバックアドレスを送
信元アドレスまたは宛先アドレスとするパケットを転送しません。

IPv6未指定アドレスは、インターフェイスに割り当てることはできません。未指定 IPv6アド
レスは、IPv6パケット内の宛先アドレスまたは IPv6ルーティングヘッダーとして使用しない
でください。

（注）

IPv6プレフィックスは RFC 2373で規定されている形式になります。IPv6アドレスは、コロンで
囲んだ 16ビット値を使用して 16進数で指定されます。プレフィックス長は、アドレスの高次の
連続ビットのうち、何個がプレフィックス（アドレスのネットワーク部分）を構成しているかを

指定する10進数値です。たとえば、2001:0DB8:8086:6502::/32は有効な IPv6プレフィックスです。

IPv6 ユニキャストアドレス
IPv6ユニキャストアドレスは、1つのノード上の 1つのインターフェイスの IDです。ユニキャス
トアドレスに送信されたパケットは、そのアドレスが示すインターフェイスに配信されます。

集約可能グローバルアドレス

集約可能グローバルアドレスは、集約可能なグローバルユニキャストプレフィックスによる IPv6
アドレスです。集約可能グローバルユニキャストアドレスの構造により、グローバルルーティ

ングテーブル内のルーティングテーブルエントリ数を制限するルーティングプレフィックスの

厳密な集約が可能になります。集約可能グローバルアドレスは、組織を上に向かって、最終的に

インターネットサービスプロバイダー（ISP）まで集約されるリンク上で使用されます。

集約可能なグローバル IPv6アドレスは、グローバルルーティングプレフィックス、サブネット
ID、およびインターフェイス IDにより定義されます。バイナリ000で始まるアドレスを除き、グ
ローバルユニキャストアドレスはすべて 64ビットインターフェイス IDを持ちます。IPv6グロー
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バルユニキャストアドレスの割り当てには、バイナリ値001（2000::/3）から始まるアドレスの範
囲が使用されます。次の図は、集約可能グローバルアドレスの構造を示しています。

図 7：集約可能グローバルアドレス

2000::/3（001）～E000::/3（111）のプレフィックスを持つアドレスには、ExtendedUniversal Identifier
（EUI）64形式の64ビットインターフェイス識別子が必要です。インターネット割り当て番号局
（IANA）は、2000::/16の範囲の IPv6アドレス空間を地域レジストリに割り当てます。

集約可能なグローバルアドレスは、48ビットグローバルルーティングプレフィックスと、16
ビットサブネット IDまたは Site-Level Aggregator（SLA）で構成されます。IPv6集約可能グロー
バルユニキャストアドレスの形式に関するドキュメント（RFC2374）によると、グローバルルー
ティングプレフィックスには、Top-Level Aggregator（TLA）と Next-Level Aggregator（NLA）と
いう 2つの階層構造のフィールドが含まれています。TLSフィールドおよびNLAフィールドはポ
リシーベースであるため、IETFは、これらのフィールドを RFCから削除することを決定しまし
た。この変更以前に展開された既存の IPv6ネットワークの中には、依然として、古いアーキテク
チャ上のネットワークを使用しているものもあります。

個々の組織は、16ビットサブネットフィールドであるサブネット IDを使用して、ローカルアド
レス指定階層を作成したり、サブネットを識別したりできます。サブネット IDは IPv4でのサブ
ネットに似ていますが、IPv6サブネット IDを持つ組織では最大 65,535個のサブネットをサポー
トできるという点が異なります。

インターフェイス IDにより、リンク上のインターフェイスが識別されます。インターフェイス
IDは、リンク上では一意です。多くの場合、インターフェイス IDは、インターフェイスのリン
ク層アドレスと同じか、リンク層アドレスに基づいています。集約可能なグローバルユニキャス

トやその他の IPv6アドレスタイプで使用されるインターフェイス IDは 64ビットであり、形式は
変更済み EUI-64フォーマットです。

インターフェイス IDは、次のいずれかに該当する修正 EUI-64形式です。

•すべての IEEE 802インターフェイスタイプ（イーサネット、および Fiber Distributed Dataイ
ンターフェイスなど）の場合は、最初の 3オクテット（24ビット）がそのインターフェイス
の 48ビットリンク層アドレス（MACアドレス）のOrganizationallyUnique Identifier（OUI）、
4番めと 5番めのオクテット（16ビット）が FFFEの固定 16進数値、そして、最後の 3オク
テット（24ビット）がMACアドレスの最後の 3オクテットです。最初のオクテットの 7番
めのビットであるUniversal/Local（U/L）ビットの値は 0または 1です。ゼロはローカルに管
理されている IDを表し、1はグローバルに一意の IPv6インターフェイス IDを表します。

•その他のすべてのインターフェイスタイプの場合（シリアル、ループバック、ATM、フレー
ムリレー、トンネルインターフェイスタイプなど。ただし、IPv6オーバーレイトンネルで
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使用されるトンネルインターフェイスを除く）、インターフェイス IDは IEEE 802インター
フェイスタイプのインターフェイス IDに似ていますが、インターフェイスにMACアドレ
スが存在しないため、ルータ内のMACアドレスプールからの最初のMACアドレスが識別
子として使用されます。

• IPv6オーバーレイトンネルで使用されるトンネルインターフェイスタイプの場合、インター
フェイス IDは、IDの高位 32ビットがすべてのゼロであるトンネルインターフェイスに割
り当てられた IPv4アドレスです。

PPP（ポイントツーポイントプロトコル）を使用するインターフェイスの場合
は、接続の両端のインターフェイスが同じMACアドレスを持つため、接続の
両端のインターフェイス IDが、両方の IDが一意となるまでネゴシエートさ
れます（ランダムに選択され、必要に応じて再構築されます）。ルータの最

初のMACアドレスが、PPPを使用するインターフェイスの IDとして使用さ
れます。

（注）

ルータに IEEE 802インターフェイスタイプがない場合は、ルータのインターフェイスでリンク
ローカル IPv6アドレスが次のシーケンスで生成されます。

1 ルータにMACアドレスが（ルータのMACアドレスプールから）照会されます。

2 使用可能なMACアドレスがルータにない場合は、ルータのシリアル番号を使用してリンクロー
カルアドレスが作成されます。

3 リンクローカルアドレスの作成にルータのシリアル番号を使用できない場合、ルータはMD5
ハッシュを使用して、ルータのホスト名からルータのMACアドレスを決定します。

リンクローカルアドレス

リンクローカルアドレスは、リンクローカルプレフィックス FE80::/10（1111 1110 10）と変更さ
れたEUI-64形式のインターフェイス識別子を使用するすべてのインターフェイスを自動的に設定
できる IPv6ユニキャストアドレスです。ネイバー探索プロトコル（NDP）およびステートレス自
動設定プロセスでは、リンクローカルアドレスが使用されます。ローカルリンク上のノードは、

リンクローカルアドレスを使用して通信できます。ノードの通信にグローバルに一意のアドレス

は不要です。
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IPv6ルータは、送信元または宛先がリンクローカルアドレスであるパケットを他のリンクに転送
できません。

図 8：リンクローカルアドレス形式

IPv4 互換 IPv6 アドレス

IPv4互換 IPv6アドレスは、アドレスの上位 96ビットがゼロであり、アドレスの下位 32ビットが
IPv4アドレスである IPv6ユニキャストアドレスです。IPv4互換 IPv6アドレスの形式は、
0:0:0:0:0:0:A.B.C.Dまたは ::A.B.C.Dです。IPv4互換 IPv6アドレスの 128ビット全体はノードの
IPv6アドレスとして使用され、下位 32ビットに埋め込まれた IPv4アドレスはノードの IPv4アド
レスとして使用されます。IPv4互換 IPv6アドレスは、IPv4と IPv6の両方のプロトコルスタック
をサポートするノードに割り当てられ、自動トンネルで使用されます。

図 9：IPv4 互換 IPv6 アドレス形式

ユニークローカルアドレス

一意のローカルアドレスは、グローバルに一意であり、ローカル通信を目的とした IPv6ユニキャ
ストアドレスです。グローバルなインターネット上でのルーティングには対応しておらず、サイ

トなどの限られたエリア内だけでルーティング可能です。限られた複数のサイト間もルーティン

グできる場合もあります。アプリケーションは、一意のローカルアドレスをグローバルスコープ

のアドレスのように扱うことができます。

一意のローカルアドレスには、次の特性があります。

•グローバルに一意のプレフィックスを持っている（一意である可能性が大）。

•既知のプレフィックスが含まれているため、サイト境界でのフィルタリングが容易。
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•アドレス競合を発生させたり、これらのプレフィックスを使用するインターフェイスのリナ
ンバリングを必要としたりすることなく、サイトを結合またはプライベートに相互接続でき

る。

• ISPに依存せず、永続的または断続的なインターネット接続がなくてもサイト内での通信に
使用できる。

•ルーティングやドメインネームサーバ（DNS）を通して誤ってサイト外に漏れても、他の
どのアドレスとも競合しない。

図 10：ユニークローカルアドレスの構造

サイトローカルアドレス

RFC 3879によりサイトローカルアドレスの使用が廃止されたため、プライベート IPv6アドレス
の設定時には、RFC 4193で推奨されるユニークローカルアドレス（UCA）を使用する必要があ
ります。

IPv6 エニーキャストアドレス
エニーキャストアドレスとは、異なるノードに属するインターフェイス一式に割り当てられたア

ドレスです。エニーキャストアドレスに送信されたパケットは、使用しているルーティングプロ

トコルの定義に従って、エニーキャストアドレスにより特定された最も近いインターフェイスに

送信されます。エニーキャストアドレスは、ユニキャストアドレス空間から割り当てられるた

め、その構文ではユニキャストアドレスと区別できません。ユニキャストアドレスを複数のイン

ターフェイスに割り当てると、ユニキャストアドレスがエニーキャストアドレスとなります。エ

ニーキャストアドレスが割り当てられたノードは、アドレスがエニーキャストアドレスであるこ

とを認識できるよう、設定する必要があります。
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エニーキャストアドレスを使用できるのは、ルータだけです。ホストはエニーキャストアド

レスを使用できません。エニーキャストアドレスは、IPv6パケットの送信元アドレスには使
用できません。

（注）

次の図は、サブネットルータエニーキャストアドレスの形式を示しています。このアドレスに

は、一連のゼロが連結されたプレフィック（インターフェイス ID）があります。サブネットルー
タエニーキャストアドレスを使用すると、サブネットルータエニーキャストアドレスのプレ

フィックスが示すリンク上のルータに到達できます。

図 11：サブネットルータエニーキャストアドレスの形式

IPv6 マルチキャストアドレス
IPv6マルチキャストアドレスは、FF00::/8（1111 1111）というプレフィックスを持つ IPv6アドレ
スです。IPv6マルチキャストアドレスは、異なるノードに属するインターフェイス一式の IDで
す。マルチキャストアドレスに送信されたパケットは、マルチキャストアドレスが示すすべての

インターフェイスに配信されます。プレフィックスに続く 2番めのオクテットで、マルチキャス
トアドレスのライフタイムとスコープが定義されます。永久マルチキャストアドレスはライフタ

イムパラメータが 0に等しく、一時マルチキャストアドレスのライフタイムパラメータは 1に
等しくなっています。ノード、リンク、サイト、または組織のスコープ、またはグローバルス

コープを持つマルチキャストアドレスのスコープパラメータはそれぞれ、1、2、5、8、または E
です。たとえば、プレフィックスが FF02::/16のマルチキャストアドレスは、リンクスコープを
持つ永続マルチキャストアドレスです。

図 12：IPv6 マルチキャストアドレス形式
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IPv6ノード（ホストとルータ）は、（受信パケットの宛先となる）次のマルチキャストグループ
に加入する必要があります。

•全ノードマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:0:0:1（スコープはリンクローカル）

•割り当てられたユニキャストアドレスおよびエニーキャストアドレスごとの送信要求ノー
ドマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000/104

IPv6ルータは、全ルータマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:0:0:2（スコープはリンクローカ
ル）にも加入する必要があります。

送信要求ノードマルチキャストアドレスは、IPv6ユニキャストアドレスまたはエニーキャスト
アドレスに対応するマルチキャストグループです。IPv6ノードは、割り当てられているユニキャ
ストアドレスおよびエニーキャストアドレスごとに、関連付けられた送信要求ノードマルチキャ

ストグループに加入する必要があります。IPv6送信要求ノードマルチキャストアドレスには、
プレフィックス FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000/104があり、その後ろに対応する IPv6ユニキャストアド
レスの下位 24ビットが連結されています。たとえば、IPv6アドレス 2037::01:800:200E:8C6Cに対
応する送信要求ノードマルチキャストアドレスは FF02::1:FF0E:8C6Cです。送信要求ノードアド
レスは、ネイバー送信要求メッセージで使用されます。

図 13：IPv6 送信要求ノードマルチキャストアドレスの形式

IPv6にはブロードキャストアドレスはありません。ブロードキャストアドレスの代わりに
IPv6マルチキャストアドレスが使用されます。

（注）

IPv4 パケットヘッダー
基本 IPv4パケットヘッダーには、合計サイズが 20オクテット（160ビット）の 12のフィールド
があります。この 12個のフィールドのあとにはオプションフィールドが、さらにそのあとに、
通常はトランスポートレイヤパケットであるデータ部分が続く場合があります。可変長のオプ
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ションフィールドは、IPv4パケットヘッダーの合計サイズに加算されます。IPv4パケットヘッ
ダーのグレーの部分のフィールドは、IPv6パケットヘッダーに含まれません

図 14：IPv4 パケットヘッダー形式

簡易 IPv6 パケットヘッダー
基本 IPv6パケットヘッダーには、合計サイズが 40オクテット（320ビット）の 8つのフィール
ドがあります。フラグメンテーションはパケットの送信元により処理され、データリンク層の

チェックサムとトランスポート層が使用されます。ユーザデータグラムプロトコル（UDP）チェッ
クサムにより、内部パケットと基本 IPv6パケットヘッダーの整合性がチェックされ、オプション
フィールドが 64ビットに揃えられるため、IPv6パケットの処理が容易になります。

表 6：基本 IPv6 パケットヘッダーのフィールド

説明フィールド

IPv4パケットヘッダーのバージョンフィール
ドに該当しますが、IPv4で示される数字 4の代
わりに、IPv6では数字 6が示されます。

Version

IPv4パケットヘッダーのタイプオブサービス
フィールドと同様です。トラフィッククラス

フィールドは、差別化されたサービスで使用さ

れるトラフィッククラスのタグをパケットに付

けます。

トラフィッククラス

IPv6パケットヘッダーの新規フィールドです。
フローラベルフィールドは、ネットワーク層

でパケットを差別化する特定のフローのタグを

パケットに付けます。

フローラベル
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説明フィールド

IPv4パケットヘッダーの合計長フィールドと
同様です。ペイロード長フィールドは、パケッ

トのデータ部分の合計長を示します。

ペイロード長

IPv4パケットヘッダーのプロトコルフィール
ドと同様です。次ヘッダーフィールドの値によ

り、基本 IPv6ヘッダーに続く情報のタイプが
決まります。基本 IPv6ヘッダーの後ろに続く
情報のタイプは、TCPや UDPパケットなどの
トランスポートレイヤパケット、または拡張

ヘッダーです。

次ヘッダー

IPv4パケットヘッダーの存続可能時間フィー
ルドと同様です。ホップリミットフィールド

の値は、IPv6パケットが無効と見なされる前に
通過できるルータの最大数です。各ルータを通

過するたびに、この値が 1つずつ減少します。
IPv6ヘッダーにはチェックサムがないため、
ルータは値を減らすたびにチェックサムを再計

算する必要がなく、処理リソースが節約されま

す。

ホップリミット

IPv4パケットヘッダーの送信元アドレスフィー
ルドと同様ですが、IPv4の 32ビット送信元ア
ドレスの代わりに、IPv6では 128ビットの送信
元アドレスが含まれます。

送信元アドレス

IPv4パケットヘッダーの宛先アドレスフィー
ルドと同様ですが、IPv4の 32ビット宛先アド
レスの代わりに、IPv6では 128ビットの宛先ア
ドレスが含まれます。

Destination Address
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図 15：IPv6 パケットヘッダー形式

任意に使用できる拡張ヘッダーおよびパケットのデータ部分は、基本 IPv6パケットヘッダーの 8
つのフィールドのあとに続きます。存在する場合は、各拡張ヘッダーが 64ビットに揃えられま
す。IPv6パケットの拡張ヘッダーの数は固定されていません。各拡張ヘッダーは、前のヘッダー
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の次ヘッダーフィールドによって識別されます。通常は、最後の拡張ヘッダーに、TCPや UDP
などのトランスポートレイヤプロトコルの次ヘッダーフィールドがあります。

図 16：IPv6 拡張ヘッダー形式

表 7：IPv6 拡張ヘッダータイプ

説明次ヘッダーの値ヘッダータイプ

パケットのパス上のすべて

のホップで処理されるヘッ

ダー。存在する場合、ホッ

プバイホップオプション

ヘッダーは、常に基本IPv6
パケットヘッダーの直後

に続きます。

0ホップバイホップオプ

ションヘッダー
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説明次ヘッダーの値ヘッダータイプ

任意のホップバイホップ

オプションヘッダーのあ

とに続くことのあるヘッ

ダー。このヘッダーは、最

終の宛先、およびルーティ

ングヘッダーで指定され

た各通過アドレスで処理さ

れます。また、宛先オプ

ションヘッダーは、任意

の Encapsulating Security
Payload（ESP）ヘッダーの
あとに続く場合もありま

す。この場合の宛先オプ

ションヘッダーは、最終

の宛先だけで処理されま

す。

60宛先ヘッダーオプション

送信元ルーティングに使用

されるヘッダー。

43ルーティングヘッダー

送信元が、送信元と宛先の

間のパスの最大伝送単位

（MTU）より大きいパ
ケットをフラグメント化す

るときに使用されるヘッ

ダー。フラグメントヘッ

ダーは、フラグメント化さ

れた各パケットで使用され

ます。

44フラグメントヘッダー

データ転送のためにパケッ

ト内で使用されるヘッ

ダー。2つの主要なトラン
スポートプロトコルは

TCPと UDPです。

6（TCP）

17（UDP）

上位層ヘッダー

IPv6 の DNS
IPv6では、DNSの名前からアドレスおよびアドレスから名前のルックアッププロセスでサポート
される DNSレコードタイプがサポートされます。DNSレコードタイプでは、IPv6アドレスがサ
ポートされます。
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IPv6では、IPv6アドレスから DNS名への逆マッピングもサポートされます。（注）

表 8：IPv6 DNS レコードタイプ

書式説明レコードタイプ

www.abc.test AAAA
3FFE:YYYY:C18:1::2

ホスト名を IPv6アドレスに
マッピングします（IPv4の A
レコードと同等）。

AAAA

2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.8.1.c.0.y.y.y.y.e.f.f.3.ip6.int
PTR www.abc.test

IPv6アドレスをホスト名にマッ
ピングします（IPv4の PTRレ
コードと同等）。

PTR

IPv6 のパス MTU ディスカバリ
IPv4の場合と同様に、ホストがダイナミックに、データパス上のすべてのリンクのMTUサイズ
の差を検出し、それに合わせて調整できるよう、IPv6でパスMTUディスカバリを使用できます。
ただし、IPv6では、特定のデータパス上の 1つのリンクのパスMTUがパケットのサイズに十分
に対応できる大きさでない場合に、フラグメンテーションはパケットの送信元によって処理され

ます。IPv6ホストでパケットフラグメンテーションを処理すると、IPv6ルータの処理リソースが
節約され、IPv6ネットワークの効率が向上します。ICMPのTooBigメッセージの到着によってパ
スMTUが削減されると、CiscoNX-OSはその低い値を保持します。この接続では、スループット
を測定するためにセグメントサイズが増加することはありません。

IPv6では、最小リンクMTUは 1280オクテットです。IPv6リンクには、1500オクテットの
MTU値の使用を推奨します。

（注）

CDP IPv6 アドレスのサポート
ネイバー情報機能用の Cisco Discovery Protocol（CDP）IPv6アドレスのサポートを使用して、2台
のシスコデバイス間で IPv6アドレス指定情報を転送できます。IPv6アドレス向けCiscoDiscovery
Protocolサポートは、ネットワーク管理製品およびトラブルシューティングツールに IPv6情報を
提供します。

IPv6 の ICMP
IPv6で ICMPを使用して、ネットワークの状態に関する情報を提供できます。IPv6で使用できる
バージョンである ICMPv6は、パケットが正しく処理されない場合にエラーを報告し、ネットワー
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クの状態に関する情報メッセージを送信します。たとえば、パケットが大きすぎて別のネットワー

クに送信できないために、ルータがパケットを転送できない場合は、ルータにより、送信元のホ

ストに ICMPv6メッセージが送信されます。さらに、IPv6の ICMPパケットは IPv6ネイバー探索
およびパスMTUディスカバリに使用されます。パスMTUディスカバリ処理により、パケットが
確実に、特定のルートでサポートされる最大のサイズで送信されます。

基本 IPv6パケットヘッダーの次ヘッダーフィールドの値が 58の場合は、IPv6 ICMPパケットで
あることを意味します。ICMPパケットは、すべての拡張ヘッダーのあとに続く、IPv6パケット
中の最後の情報部分です。IPv6 ICMPパケットでは、ICMPv6タイプフィールドと ICMPv6コー
ドフィールドに、ICMPメッセージタイプなどの IPv6 ICMPパケット情報が示されます。チェッ
クサムフィールドの値は送信側で計算され、受信側により、IPv6 ICMPパケット内および IPv6疑
似ヘッダー内のフィールドでチェックされます。

IPv6ヘッダーには、チェックサムはありません。ただし、トランスポート層上のチェックサム
により、パケットが正しく配信されていないかどうかを判定できます。計算に IPアドレスが
含まれるすべてのチェックサム計算は、新しい 128ビットアドレスを処理できるよう、IPv6
用に変更する必要があります。チェックサムは、疑似ヘッダーを使用して生成されます。

（注）

ICMPv6ペイロードフィールドには、IPパケット処理に関連するエラー情報または診断情報が含
まれます。

図 17：IPv6 ICMP パケットヘッダーの形式

IPv6 ネイバー探索
IPv6ネイバー探索プロトコル（NDP）を使用して、隣接ルータが到達可能かどうかを判定できま
す。IPv6ノードは、ネイバー探索を使用して、同じネットワーク上のノードのアドレス（ローカ
ルリンク）を決定します。そして、ノード自身からのパケットを転送できる隣接ルータを見つ

け、その隣接ルータが到達可能かどうかを確認し、リンク層アドレスの変更を検出します。NDP
は ICMPメッセージを使用して、パケットが到達不可能な隣接ルータに送信されたかどうかを検
出します。
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IPv6 ネイバー送信要求メッセージ
ノードは、同じローカルリンク上の別のノードのリンク層アドレスを判断するときに、ローカル

リンクでネイバー送信要求メッセージを送信します。このメッセージの ICMPパケットヘッダー
の Typeフィールドには、値 135が含まれています。送信元アドレスは、ネイバー送信要求メッ
セージを送信するノードの IPv6アドレスです。宛先アドレスは、宛先ノードの IPv6アドレスに
対応する送信要求ノードマルチキャストアドレスです。ネイバー送信要求メッセージには、送信

元ノードのリンク層アドレスも含まれます。

図 18：IPv6 ネイバー探索：ネイバー送信要求メッセージ

ネイバー送信要求メッセージを受信した後に、宛先ノードは、ICMPパケットヘッダーのタイプ
フィールドに値 136を含むネイバーアドバタイズメントメッセージをローカルリンクに送信す
ることで応答します。送信元アドレスは、ノードの IPv6アドレス（ネイバーアドバタイズメント
メッセージを送信するノードインターフェイスの IPv6アドレス）です。宛先アドレスは、ネイ
バー送信要求メッセージを送信するノードの IPv6アドレスです。データ部分には、ネイバーアド
バタイズメントメッセージを送信するノードのリンク層アドレスが含まれます。

送信元ノードがネイバーアドバタイズメントを受信すると、送信元ノードと宛先ノードが通信で

きるようになります。

ネイバー送信要求メッセージにより、ノードがネイバーのリンク層アドレスを認識したあとに、

ネイバーの到達可能性が確認できます。ノードは、ネイバーの到達可能性を確認するときに、ネ

イバー送信要求メッセージの宛先アドレスを、ネイバーのユニキャストアドレスとして使用しま

す。

ネイバーアドバタイズメントメッセージは、ローカルリンク上のノードのリンク層アドレスが

変更されたときにも送信されます。変更があったときのネイバーアドバタイズメントメッセージ

の宛先アドレスは、全ノードマルチキャストアドレスです。

ネイバー到達不能検出により、ネイバーの障害またはネイバーへの転送パスの障害が特定されま

す。また、この検出は、ホストとネイバーノード（ホストまたはルータ）の間のすべてのパスで
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使用されます。ネイバー到達不能検出は、ユニキャストパケットだけが送信されるネイバーに対

して実行され、マルチキャストパケットが送信されるネイバーに対しては実行されません。

ネイバーは、（以前にネイバーに送信されたパケットが受信され、処理されたことを示す）肯定

確認応答がネイバーから返された場合に、到達可能と見なされます。上位層プロトコル（TCPな
ど）からの肯定確認応答は、接続が順調に進んでいること（宛先に到達中であること）を示して

います。パケットがピアに到達している場合、それらのパケットは送信元のネクストホップネイ

バーにも到達しています。順調に進んでいることで、ネクストホップネイバーが到達可能である

ことも確認されます。

ローカルリンク上にない宛先の場合、転送の進行は、ファーストホップルータが到達可能である

ことを暗に意味します。上位層プロトコルからの確認応答がない場合、ノードは、ユニキャスト

ネイバー送信要求メッセージを使用してネイバーを探し、転送パスがまだ機能していることを確

認します。ネイバーから返信された請求ネイバーアドバタイズメントメッセージは、転送パスが

まだ機能しているという肯定確認応答です（請求フラグが値 1に設定されたネイバーアドバタイ
ズメントメッセージは、ネイバー請求メッセージへの返信としてだけ送信されます）。非送信要

求メッセージでは、送信元ノードから宛先ノードへの一方向パスだけが確認されます。送信要求

ネイバーアドバタイズメントメッセージは、両方向のパスが機能していることを示します。

0という値が設定された送信要求フラグを持つネイバーアドバタイズメントメッセージは、
宛先へのパスがまだ機能していることを示す確認応答とは見なされません。

（注）

ネイバー送信要求メッセージは、ユニキャスト IPv6アドレスがインターフェイスに割り当てられ
る前にそのアドレスが一意であることを確認するために、ステートレス自動設定プロセスでも使

用されます。新規のリンクローカル IPv6アドレスに対しては、アドレスがインターフェイスに割
り当てられる前に、最初に重複アドレス検出が実行されます（重複アドレス検出の実行中、新規

アドレスは一時的な状態のままです）。ノードは、未指定の送信元アドレスと一時的なリンクロー

カルアドレスがメッセージ本文に含まれるネイバー送信要求メッセージを送信します。そのアド

レスが別のノードですでに使用されている場合、ノードは一時的なリンクローカルアドレスを含

むネイバーアドバタイズメントメッセージを返します。別のノードが同じアドレスの一意性を同

時に検証している場合は、そのノードもネイバー送信要求メッセージを返します。ネイバー送信

要求メッセージの返信としてネイバーアドバタイズメントメッセージが受信されず、同じ一時ア

ドレスの検証を試行している他のノードからのネイバー送信要求メッセージも受信されない場合、

最初のネイバー送信要求メッセージを送信したノードは、一時的なリンクローカルアドレスを一

意であると見なし、そのアドレスをインターフェイスに割り当てます。

IPv6 ルータアドバタイズメントメッセージ
ルータアドバタイズメント（RA）メッセージは、ICMPパケットヘッダーのタイプフィールド
の値が 134であり、IPv6ルータの設定済みの各インターフェイスへと定期的に送信されます。ス
テートレス自動設定が正しく機能するには、RAメッセージでアドバタイズされたプレフィックス
長が常に 64ビットである必要があります。
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RAメッセージは、全ノードマルチキャストアドレスに送信されます。

図 19：ネイバー探索：RA メッセージ

通常、RAメッセージには次の情報が含まれます。

•ローカルリンク上のノードがその IPv6アドレスの自動設定に使用できる 1つ以上のオンリ
ンク IPv6プレフィックス

•アドバタイズメントに含まれる各プレフィックスのライフタイム情報

•完成可能な自動設定のタイプ（ステートレスまたはステートフル）を示すフラグのセット

•デフォルトルータ情報（アドバタイズメントを送信しているルータをデフォルトとして使用
する必要があるかどうか、および、その場合は、ルータがデフォルトルータとして使用され

る秒単位の時間）

•ホストが発信するパケットで使用する必要のあるホップリミットとMTUなどの、ホストの
詳細情報

RAは、ルータ送信要求メッセージへの返信としても送信されます。ICMPパケットヘッダーのタ
イプフィールドの値が 133であるルータ送信要求メッセージは、システム始動時にホストによっ
て送信されるため、ホストは次のスケジュールされた RAメッセージを待機することなくすぐに
自動設定できます。送信元アドレスは通常、未指定 IPv6アドレス（0:0:0:0:0:0:0:0）です。ホスト
でユニキャストアドレスが設定されている場合は、ルータ送信要求メッセージを送信するイン

ターフェイスのユニキャストアドレスが、メッセージで送信元アドレスとして使用されます。宛

先アドレスは、スコープがリンクである全ルータマルチキャストアドレスです。RAがルータ送
信要求への返信として送信される場合、RAメッセージ内の宛先アドレスは、ルータ送信要求メッ
セージの送信元のユニキャストアドレスです。

次の RAメッセージパラメータを設定できます。

• RAメッセージが定期的に送信される時間の間隔

•デフォルトルータ（リンクのすべてのノードが使用する）としてのルータの実用性を示す
ルータのライフタイム値

•特定のリンクで使用されているネットワークプレフィックス

•（特定のリンクで）ネイバー送信要求メッセージが再送信される時間の間隔
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•ネイバーが到達可能である（リンク上のすべてのノードが使用できる）とノードが判断する
までの時間

設定されたパラメータはインターフェイスに固有です。RAメッセージ（デフォルト値を含む）の
送信は、自動的にイーサネットインターフェイス上でイネーブルになります。他のインターフェ

イスタイプの場合は、no ipv6 nd suppress-raコマンドを入力して RAメッセージを送信する必要
があります。個々のインターフェイスでは、ipv6 nd suppress-raコマンドを入力して、RAメッ
セージ機能をディセーブルにできます。

DNS 設定の IPv6 ルータアドバタイズメントオプション
大部分のインターネットサービスは、ドメインネームサーバ（DNS）名によって識別されます。
Cisco NX-OS IPv6ルータアドバタイズメント（RA）には、IPv6ホストでの自動 DNS設定の実行
を可能にする次の 2つのオプションがあります。

•再帰 DNSサーバ（RDNSS）

• DNS検索リスト（DNSSL）

RDNSSには、IPv6ホストでのDNS名前解決に役立つ再帰DNSサーバのアドレスが含まれていま
す。DNS検索リストはDNSサフィックスドメイン名のリストであり、IPv6ホストでDNSクエリ
検索を実行する際に使用されます。

DNS設定の RAオプションの詳細については、IETF RFC 6106を参照してください。
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IPv6 ネイバーリダイレクトメッセージ
ルータは、ネイバーリダイレクトメッセージを送信して、宛先へのパス上のより適切なファース

トホップノードをホストに通知しますICMPパケットヘッダーのタイプフィールドの値 137は、
IPv6ネイバーリダイレクトメッセージを示します。

図 20：IPv6 ネイバー探索 - ネイバーリダイレクトメッセージ

リダイレクトメッセージ内のターゲットアドレス（最終的な宛先）によって隣接ルータのリ

ンクローカルアドレスが確実に識別されるように、ルータは各隣接ルータのリンクローカル

アドレスを判断できる必要があります。スタティックルーティングの場合は、ルータのリン

クローカルアドレスを使用して、ネクストホップルータのアドレスを指定する必要がありま

す。ダイナミックルーティングの場合は、隣接ルータのリンクローカルアドレスを交換する

ように、すべての IPv6ルーティングプロトコルを設定する必要があります。

（注）

パケットの転送後に、次の条件を満たす場合は、ルータがパケットの送信元にリダイレクトメッ

セージを送信します。

•パケットの宛先アドレスがマルチキャストアドレスではない。

•パケットがルータにアドレッシングされていなかった。

•パケットが、そのパケットを受信したインターフェイスから送信されようとしている。
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•ルータが、パケットにより適したファーストホップノードはパケットの送信元と同じリンク
上にあると判断した。

•パケットの送信元アドレスが、同じリンク上のネイバーのグローバル IPv6アドレス、または
リンクローカルアドレスである。

IPv6 の仮想化サポート
IPv6は、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは仮想
化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別の VDCや VRFを設定しない限り、デ
フォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。詳
細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照
してください。

IPv6 のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

IPv6 の前提条件
IPv6には、次の前提条件があります。

• IPv6アドレス指定、IPv6ヘッダー情報、ICMPv6、IPv6ネイバー探索（ND）プロトコルなど
の IPv6の基礎に精通している必要があります。

•デバイスをデュアルスタックデバイス（IPv4/IPv6）にする場合は、必ずメモリ/処理の注意
事項に従ってください。

IPv6 の設定に関する注意事項と制約事項
IPv6の設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•スイッチは、IPv6フレームを転送する前にレイヤ 3パケット情報を確認しないため、IPv6パ
ケットは、レイヤ2LANスイッチに対して透過的です。IPv6ホストは、レイヤ2LANスイッ
チに直接接続できます。

•インターフェイスの同じプレフィックス内に複数の IPv6グローバルアドレスを設定できま
す。ただし、1つのインターフェイス上での複数の IPv6リンクローカルアドレスはサポート
されません。

• IPv4と IPv6の両アドレスに対する連続マスクのみがサポートされ、IPv6および IPv4フィル
タの不連続マスクはサポートされません。
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•各インターフェイスには、最大 255のグローバル IPv6アドレスと最大 255のエニーキャスト
IPv6アドレスを設定できます。

• RFC 3879によりサイトローカルアドレスの使用が廃止されたため、RFC 4193のユニーク
ローカルアドレス（UCA）の推奨に従って、プライベート IPv6アドレスを設定する必要が
あります。

• F2シリーズモジュールは、IPv6トンネルをサポートしていません。

• F2シリーズモジュールでは、IPv6パケット転送（ユニキャストまたはマルチキャスト）を
必要とする VLANで IGMP Optimized Multicast Flooding（OMF）をディセーブルにする必要
があります。IPv6ネイバー探索は、OMF機能がディセーブルの VLANでのみ正しく機能し
ます。OMFをディセーブルにするには、VLANコンフィギュレーションモードで no ip igmp
snooping optimised-multicast-floodコマンドを使用します。OMFをディセーブルにすると、未
知の IPv4マルチキャストトラフィック（およびすべての IPv6マルチキャストトラフィッ
ク）が VLANのすべてのポートにフラッディングされます。未知のマルチキャストトラ
フィックは、入力 VLANのアクティブな送信元があるがレシーバがない（つまり、ハード
ウェアのグループ転送エントリがない）マルチキャストパケットを参照することに注意して

ください。

IPv6 のデフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

0ミリ秒ND到達可能時間

1000ミリ秒ネイバー送信要求再送信間隔

IPv6 の設定

IPv6 アドレッシングの設定
インターフェイスで IPv6トラフィックを転送できるようにするには、インターフェイスに IPv6
アドレスを設定する必要があります。インターフェイスでグローバル IPv6アドレスを設定する
と、リンクローカルアドレスが自動的に設定され、そのインターフェイスで IPv6が有効となりま
す。

各インターフェイスには、最大 255のグローバル IPv6アドレスと最大 255のエニーキャスト
IPv6アドレスを設定できます。

（注）
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
ethernetnumber

ステッ

プ 2   

インターフェイスに割り当てられている IPv6ア
ドレスを指定し、そのインターフェイスで IPv6
処理をイネーブルにします。

switch(config-if)# ipv6 address {address
[eui64] [route-preferencepreference]
[secondary] tagtag-id] or
switch(config-if)# ipv6
addressipv6-addressuse-link-local-only

ステッ

プ 3   

ipv6 addressコマンドを入力すると、IPv6アドレ
スの下位 64ビットにインターフェイス IDを含
むグローバル IPv6アドレスが設定されます。指
定する必要があるのはアドレスの64ビットネッ
トワークプレフィックスだけです。最後の 64
ビットはインターフェイス IDから自動的に計算
されます。

ipv6 address use-link-local-onlyコマンドを指定す
ると、インターフェイスにリンクローカルアド

レスが設定され、インターフェイスで IPv6がイ
ネーブルになったときに自動設定されるリンク

ローカルアドレスの代わりに使用されます。

このコマンドは、IPv6アドレスを設定せずに、
インターフェイス上で IPv6処理をイネーブルに
します。

（任意）

IPv4に設定されたインターフェイスを表示しま
す。

switch(config-if)# show ip interface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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 5   

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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次の例は、IPv6アドレスの割り当て方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# ipv6 address 2001:db8::/64 eui64
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)#

次に、IPv6インターフェイスを表示する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# show ipv6 interface ethernet 3/1
Ethernet3/1, Interface status: protocol-down/link-down/admin-down, iod: 36
IPv6 address: 0dc3:0dc3:0000:0000:0218:baff:fed8:239d
IPv6 subnet: 0dc3:0dc3:0000:0000:0000:0000:0000:0000/64
IPv6 link-local address: fe80::0218:baff:fed8:239d (default)
IPv6 multicast routing: disabled
IPv6 multicast groups locally joined:
ff02::0001:ffd8:239d ff02::0002 ff02::0001 ff02::0001:ffd8:239d
IPv6 multicast (S,G) entries joined: none
IPv6 MTU: 1500 (using link MTU)
IPv6 RP inbound packet-filtering policy: none
IPv6 RP outbound packet-filtering policy: none
IPv6 inbound packet-filtering policy: none
IPv6 outbound packet-filtering policy: none
IPv6 interface statistics last reset: never
IPv6 interface RP-traffic statistics: (forwarded/originated/consumed)
Unicast packets: 0/0/0
Unicast bytes: 0/0/0
Multicast packets: 0/0/0
Multicast bytes: 0/0/0

IPv6 ネイバー探索の設定
ルータに IPv6ネイバー探索を設定できます。ネイバー探索（ND）は、IPv6ノードとルータをイ
ネーブルにして、同じリンク上のネイバーのリンク層アドレスを特定し、隣接ルータを検出して、

ネイバーの動向を把握します。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch(config)# interface
ethernetnumber

ステッ

プ 2   

インターフェイスに割り当てられている IPv6アドレスを指定
し、そのインターフェイスで IPv6処理をイネーブルにします。

switch(config-if)# ipv6 nd
[hop-limithop-limit |
managed-config-flag |

ステッ

プ 3   

• hop-limit hop-limit：IPv6ネイバー探索パケットでホップ
リミットをアドバタイズします。有効な範囲は 0～ 255
です。

mtumtu |
ns-intervalinterval |
other-config-flag | prefix
| ra-intervalinterval |
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• managed-config-flag：ステートフルアドレス自動設定を
使用してアドレス情報を取得するように、ICMPv6ルータ
アドバタイズメントメッセージでアドバタイズします。

ra-lifetimelifetime |
reachable-timetime |
redirects |
retrans-timertime |
suppress-ra] • mtumtu：このリンクで ICMPv6ルータアドバタイズメン

トメッセージによって、最大伝送単位（MTU）をアドバ
タイズします。指定できる範囲は 1280～ 65535バイトで
す。

• ns-interval interval：IPv6ネイバー送信要求メッセージの
再送信間隔を設定します。有効な範囲は 1000～ 3600000
ミリ秒です。

• other-config-flag：ICMPv6ルータアドバタイズメント
メッセージで、ホストがステートフル自動設定を使用し

てアドレス以外の関連情報を取得するように指定します。

• prefix：ルータアドバタイズメントメッセージで IPv6プ
レフィックスをアドバタイズします。

• ra-interval interval：ICMPv6ルータアドバタイズメント
メッセージの送信間隔を設定します。範囲は 4～ 1800秒
です。

• ra-lifetime lifetime：ICMPv6ルータアドバタイズメント
メッセージで、デフォルトルータのライフタイムをアド

バタイズします。範囲は 0～ 9000秒です。

• reachable-time time：ICMPv6ルータアドバタイズメント
メッセージで、ノードが到達可能性確認を受信したあと

にネイバーをアップしていると見なす時間をアドバタイ

ズします。範囲は 0～ 9000秒です。

• redirects：ICMPv6リダイレクトメッセージの送信をイ
ネーブルにします。

• retrans-timer time：ICMPv6ルータアドバタイズメント
メッセージで、ネイバー送信要求メッセージ間の時間を

アドバタイズします。範囲は 0～ 9000秒です。

• suppress-ra：ICMPv6ルータアドバタイズメントメッセー
ジの送信をディセーブルにします。

ルータアドバタイズメントメッセージで IPv6プレフィクスを
アドバタイズします。

switch(config-if)# ipv6 nd
prefix
{ipv6-address/prefix-length

ステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• valid-lifetime：指定された IPv6プレフィクスが有効なもの
としてアドバタイズされる時間（秒）。

| default} {valid-lifetime |
infinite | no-advertise}
{preferred-lifetime |

• infinite：有効期間が無限であることを指定します。infinite} [no-autoconfig]
[no-onlink] [off-link] • no-advertise：プレフィックスがアドバタイズされないこ

とを指定します。

• preferred-lifetime：指定された IPv6プレフィックスが優先
プレフィックスとしてアドバタイズされる時間数（秒単

位）。

• no-autoconfig：指定されたプレフィックスを IPv6自動設
定に使用できないことを、ローカルリンク上のホストに

示します。プレフィクスはAビットクリアでアドバタイ
ズされます。

• no-onlink：指定したプレフィックスをオンリンクでない
ものとして設定します。プレフィクスは Lビットクリア
でアドバタイズされます。

• off-link：指定したプレフィックスをオフリンクとして設
定します。プレフィクスは Lビットクリアでアドバタイ
ズされます。プレフィクスは、接続されたプレフィクス

としてルーティングテーブルに挿入されません。プレフィ

クスが接続されたプレフィクスとしてルーティングテー

ブルにすでに存在する場合（たとえば、ipv6 addressコマ
ンドを使用してプレフィクスも設定された場合など）、

そのプレフィクスは削除されます。

（任意）

IPv6ネイバー探索用に設定されたインターフェイスを表示し
ます。

switch(config-if)# show ip
nd interface

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   

次に、IPv6ネイバー探索の到達可能時間の設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# ipv6 nd reachable-time 10
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)#
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次に、IPv6インターフェイスを表示する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# show ipv6 nd interface ethernet 3/1

ICMPv6 ND Interfaces for VRF "default"
Ethernet3/1, Interface status: protocol-down/link-down/admin-down
IPv6 address: 0dc3:0dc3:0000:0000:0218:baff:fed8:239d
ICMPv6 active timers:
Last Neighbor-Solicitation sent: never
Last Neighbor-Advertisement sent: never
Last Router-Advertisement sent:never
Next Router-Advertisement sent in: 0.000000
Router-Advertisement parameters:
Periodic interval: 200 to 600 seconds
Send "Managed Address Configuration" flag: false
Send "Other Stateful Configuration" flag: false
Send "Current Hop Limit" field: 64
Send "MTU" option value: 1500
Send "Router Lifetime" field: 1800 secs
Send "Reachable Time" field: 10 ms
Send "Retrans Timer" field: 0 ms
Neighbor-Solicitation parameters:
NS retransmit interval: 1000 ms
ICMPv6 error message parameters:
Send redirects: false
Send unreachables: false

次の例は、Ethernetインターフェイス 0/0から送信されるルータアドバタイズメントに、IPv6プ
レフィックス 2001:0DB8::/35を含めて、有効期間 1000秒と推奨期間 900秒を指定します。
switch(config)# interface ethernet 0/0
switch(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:0DB8::/35 1000 900

オプションの IPv6 ネイバー探索の設定

次のオプションの IPv6ネイバー探索コマンドを使用できます。

目的コマンド

ネイバー隣接関係テーブルのエントリの最大数

を設定します。範囲は 1～ 409600です。

syslogキーワードは、1秒あたりのシステムロ
グの数を設定します。範囲は 1～ 1000です。

IPv6ネイバー探索エントリの制限を設定する
と、設定した制限に到達した後に隣接関係を追

加しようとするとシステムログが表示されま

す。

現在の隣接関係の総数が131,072未満
になるまでキャッシュ制限を設定解

除できません。

（注）

ipv6 nd cache limitmax-nd-adj
[syslogsyslogs-per-second]

重複アドレス検出（DAD）の検証のためにデバ
イスが IPv6インターフェイスから送信する連
続したネイバー送信要求メッセージの数を設定

します。デフォルト値は 1回です。

ipv6 nd dad attemptsnumber
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目的コマンド

スーパーバイザ内のパケット処理を減らすこと

で収集パケットのパフォーマンスを向上させま

す。これは、宛先 IPアドレスが同じサブネッ
トの一部である収集パケットに適用され、宛先

IPアドレスが異なるサブネットにあるパケット
には適用されません。デフォルトではイネーブ

ルになっています。

ipv6 nd fast-path

ルータアドバタイズメントおよび、ルータによ

り発信されたすべての IPv6パケットで使用さ
れる最大ホップ数を設定します。

ipv6 nd hop-limit

IPv6ルータアドバタイズメントに、管理され
たアドレス設定フラグを設定します。

ipv6 nd managed-config-flag

各インターフェイスにおいて送信される IPv6
パケットの最大伝送単位（MTU）サイズを設定
します。

ipv6 nd mtu

インターフェイスで IPv6ネイバー送信要求メッ
セージが再送信される時間間隔を設定します。

ipv6 nd ns-interval

IPv6ルータアドバタイズメントに、別のステー
トフル設定フラグを設定します。

ipv6 nd other-config-flag

インターフェイスで IPv6ルータアドバタイズ
メント（RA）メッセージが送信される時間間
隔を設定します。

ipv6 nd ra-interval

インターフェイス上の IPv6 RAメッセージの
ルータのライフタイム値を設定します。

ipv6 nd ra-lifetime

何らかの到達可能確認イベントが発生したあと

で、リモート IPv6ノードが到達可能であると
判断されるまでの時間を設定します。

ipv6 nd reachable-time

ICMPv6リダイレクトメッセージの送信をイ
ネーブルにします。

ipv6 nd redirects

RAのネイバー送信要求メッセージ間のアドバ
タイズされる時間を設定します。

ipv6 nd retrans-timer

LANインターフェイス上で IPv6RAが送信され
ないようにします。

ipv6 nd suppress-ra
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再帰 DNS サーバ（RDNSS）の設定
最大8つのDNSサーバを設定し、ルータアドバタイズメントを使用してアドバタイズできます。
また、このコマンドの no形式を使用して、アドバタイジングリストから 1つ以上の DNSサーバ
を削除できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)#interface ethernetnumberステップ 2   

再帰 DNSサーバを設定します。サーバ
の有効期間と順序を指定できます。

switch(config-if)# ipv6 nd ra dns
serveripv6-addr [ rdnss-life | infinite]
sequencesequence-num

ステップ 3   

（任意）設定したRDNSSリストを表示
します。

switch(config-if)# show ipv6 nd ra dns
server [ interfaceinterface ]

ステップ 4   

（任意）設定したサーバリストをディ

セーブルにします。

switch(config-if)# ipv6 nd ra dns server
suppress

ステップ 5   

RDNSSリストからサーバを削除しま
す。

switch(config-if)# no ipv6 nd ra dns
serveripv6-addr [ rdnss-life | infinite]
sequencesequence-num

ステップ 6   

次の例は、Ethernet 3/3に再帰 DNSサーバリストを設定し、同じであることを確認する方法を示
しています。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/3
switch(config-if)# ipv6 nd ra dns server 1::1 1000 sequence 0
switch(config-if)# ipv6 nd ra dns server 2::1 infinite sequence 1

switch(config)# show ipv6 nd ra dns server

Recursive DNS Server List on: mgmt0
Suppress DNS Server List: No
Recursive DNS Server List on: Ethernet3/3
Suppress DNS Server List: No
DNS Server 1: 1::1 Lifetime:1000 seconds Sequence:0
DNS Server 2: 2::1 Infinite Sequence:1
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DNS 検索リスト（DNSSL）の設定
最大 8つの DNS検索リストを設定し、ルータアドバタイズメントを使用してアドバタイズでき
ます。また、このコマンドの no形式を使用して、アドバタイジングリストから 1つ以上の DNS
検索リストを削除できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)#interface ethernetnumberステップ 2   

DNS検索リストを設定します。検索リ
ストの有効期間と順序を指定できます。

switch(config-if)# ipv6 nd ra dns
search-listlist [ dnssl-life | infinite]
sequencesequence-num

ステップ 3   

（任意）設定した DNS検索リストを表
示します。

switch(config-if)# show ipv6 nd ra dns
search-list [ interfaceinterface ]

ステップ 4   

（任意）設定した検索リストをディセー

ブルにします。

switch(config-if)# ipv6 nd ra dns
search-list suppress

ステップ 5   

（任意）RAから検索リストを削除しま
す。

switch(config-if)# no ipv6 nd ra dns
search-listlist [ dnssl-life | infinite]
sequencesequence-num

ステップ 6   

次の例は、Ethernet 3/3にDNS検索リストを設定し、同じであることを確認する方法を示していま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/3
switch(config-if)# ipv6 nd ra dns search-list cisco.com 100 sequence 1
switch(config-if)# ipv6 nd ra dns search-list ind.cisco.com 100 sequence 2

switch(config)# show ipv6 nd ra dns search-list

DNS Search List on: mgmt0
Suppress DNS Search List: No
DNS Search List on: Ethernet3/3
Suppress DNS Search List: No
DNS Server 1:cisco.com 100 Sequence:1
DNS Server 2:ind.cisco.com 100 Sequence:2
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IPv6 パケット検証の設定
CiscoNX-OSは、IPv6パケット検証をチェックする侵入検知システム（IDS）をサポートしていま
す。これらの IDSチェックは、イネーブルまたはディセーブルにすることができます。

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   

IPv6アドレスに対して次の IDSチェックを実行します。switch(config)# hardware ip
verify address {destination

ステップ 2   

• destination zero：宛先 IPアドレスが ::である場合
に、IPv6パケットをドロップします。

zero | identical | reserved |
source multicast}

• identical：送信元 IPv6アドレスが宛先 IPv6アドレ
スと同じである場合に、IPv6パケットをドロップ
します。

• reserved：IPv6アドレスが ::1である場合に、IPv6
パケットをドロップします。

• source multicast：送信元 IPv6アドレスが FF00::/8
の範囲内（マルチキャスト）である場合に、IPv6
パケットをドロップします。

IPv6アドレスに対して次の IDSチェックを実行します。switch(config)# hardware ip
verify length {consistent |

ステップ 3   

• consistent：イーサネットフレームサイズが IPv6
パケット長にイーサネットヘッダーを加えた長さ

maximum {max-frag |
max-tcp | udp}}

以上である場合に、IPv6パケットをドロップしま
す。

• maximum max-frag：計算式（IPv6ペイロード長 -
IPv6拡張ヘッダーバイト数）+（フラグメントオ
フセット x 8）が 65536より大きい場合に、IPv6パ
ケットをドロップします。

• maximum max-tcp：TCP長が IPペイロード長より
も大きい場合に、IPv6パケットをドロップします。

• maximum max-udp：TCP長が UDPパケット長より
も小さい場合に、IPv6パケットをドロップします。
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目的コマンドまたはアクション

IPv6フラグメントオフセットが 1の場合、または IPv6
フラグメントオフセットが 0で IPペイロード長が 16
未満の場合は、TCPパケットをドロップします。

switch(config)# hardware
ipv6 verify tcp tiny-frag

ステップ 4   

EtherTypeが 6（IPv6）に設定されていない場合に、TCP
パケットをドロップします。

switch(config)# hardware
ipv6 verify version

ステップ 5   

IPv6パケット検証の設定を表示します。switch(config)# show
hardware forwarding ip
verify

ステップ 6   

（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 7   

IPv6 の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

IPv4および IPv6パケット検証の設定を表示し
ます。

show hardware forwarding ip verify

IPv6関連のインターフェイス情報を表示しま
す。

show ipv6 interface

隣接関係テーブルを表示します。show ipv6 adjacency

ICMP IPv6の情報を表示します。show ipv6 icmp

IPv6ネイバー探索情報を表示します。show ipv6 nd

IPv6ネイバーエントリを表示します。show ipv6 neighbor

IPv6 の設定例
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# ipv6 address 2001:db8::/64 eui64
switch(config-if)# ipv6 nd reachable-time 10
switch(config-if)#
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IPv6 の関連資料
IP CLIコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command
Reference』を参照してください。

IPv6 の標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

IPv6 の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 9：IPv6 の機能の履歴

機能情報リリース機能名

デバイスが IPv6インターフェイスから
送信する連続したネイバー送信要求メッ

セージの数を設定する機能が追加されま

した。

6.2(2)重複アドレス検出

スーパーバイザでのパケット処理を削減

して収集パケットのパフォーマンスを向

上させるために、fast-pathキーワードが
ipv6 ndコマンドに追加されました。

6.2(2)収集の最適化

ネイバー隣接関係テーブルのネイバー探

索エントリの最大数を設定する機能が追

加されました。

6.2(2)IPv6

F2シリーズモジュールが更新されまし
た。

6.0(1)IPv6

IPv6パスMTUディスカバリのサポート
が追加されました。

5.0(2)IPv6

platform {ip | ipv6} verifyコマンドが、
hardware {ip | ipv6} verifyコマンドに変
更されました。

4.1(3)IPv6

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
92

IPv6 の関連資料



機能情報リリース機能名

tagキーワードが ipv6 addressコマンド
に追加されました。

4.0(3)IPv6

この機能が導入されました。4.0(1)IPv6
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第 5 章

DNS の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 95 ページ

• DNSクライアントについて, 96 ページ

• DNSクライアントのライセンス要件, 97 ページ

• DNSクライアントの前提条件, 97 ページ

• DNSクライアントに関する注意事項と制約事項, 97 ページ

• DNSクライアントパラメータのデフォルト設定, 98 ページ

• DNSクライアントの設定, 98 ページ

• DNSクライアントの設定の確認, 101 ページ

• DNSクライアントの設定例, 101 ページ

• DNSクライアントの関連資料, 102 ページ

• DNSクライアントの標準, 102 ページ

• DNSの機能の履歴, 102 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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DNS クライアントについて

DNS クライアントの概要
ネットワークデバイスを、名前の割り当てが制御されていないネットワーク内のデバイスと接続

する必要がある場合は、ドメインネームサーバ（DNS）を使用して、インターネットワーク全体
でデバイスを一意に識別するデバイス名を割り当てることができます。DNSは、階層方式を使用
して、ネットワークノードのホスト名を確立します。これにより、クライアントサーバ方式によ

るネットワークのセグメントのローカル制御が可能となります。DNSシステムは、デバイスのホ
スト名をその関連する IPアドレスに変換することで、ネットワークデバイスを検出できます。

インターネット上のドメインは、組織のタイプや場所に基づく一般的なネットワークのグループ

を表す命名階層ツリーの一部です。ドメイン名は、ピリオド（.）を区切り文字として使用して構
成されています。たとえば、シスコは、インターネットでは comドメインで表される営利団体で
あるため、そのドメイン名はcisco.comです。このドメイン内の特定のホスト名、たとえばファイ
ル転送プロトコル（FTP）システムは ftp.cisco.comで識別されます。

DNS ネームサーバ

ネームサーバはドメイン名の動向を把握し、自身が完全な情報を持っているドメインツリーの部

分を認識しています。ネームサーバは、ドメインツリーの他の部分の情報を格納している場合も

あります。Cisco NX-OS内の IPアドレスにドメイン名をマッピングするには、ホスト名を特定し
て、ネームサーバを指定し、DNSサービスをイネーブルにする必要があります。

Cisco NX-OSでは、スタティックに IPアドレスをドメイン名にマッピングできます。また、1つ
以上のドメインネームサーバを使用してホスト名の IPアドレスを見つけるよう、Cisco NX-OS
を設定することもできます。

DNS の動作

ネームサーバは、次に示すように、特定のゾーン内でローカルに定義されるホストの DNSサー
バに対してクライアントが発行したクエリーを処理します。

•権限ネームサーバは、その権限ゾーン内のドメイン名を求める DNSユーザ照会に、自身の
ホストテーブル内にキャッシュされた永久的なエントリを使用して応答します。照会で求め

られているのが、自身の権限ゾーン内であるが、設定情報が登録されていないドメイン名の

場合、権限ネームサーバはその情報が存在しないと応答します。

•権限ネームサーバとして設定されていないネームサーバは、以前に受信した照会への返信
からキャッシュした情報を使用して、DNSユーザ照会に応答します。ゾーンの権限ネーム
サーバとして設定されたルータがない場合は、ローカルに定義されたホストを求める DNS
サーバへの照会には、正規の応答は送信されません。
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ネームサーバは、特定のドメインに設定された転送パラメータおよびルックアップパラメータに

従って、DNS照会に応答します（着信 DNS照会を転送するか、内部的に生成された DNS照会を
解決します）。

DNS クライアントのハイアベイラビリティ
Cisco NX-OSは、DNSクライアントのステートレスリスタートをサポートします。リブートまた
はスーパーバイザスイッチオーバーの後、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用し
ます。

DNS クライアントの仮想化サポート
CiscoNX-OSは、同一システム上で動作する複数のDNSクライアントインスタンスをサポートし
ています。各仮想デバイス接続（VDC）に DNSクライアントを設定できます。オプションで、
VDC内の各仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスで別の DNSクライアント設定を
行うことができます。特に別の VDCや VRFを設定しない限り、デフォルトでは、Cisco NX-OS
のデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。『Cisco NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』を参照してください。

DNS クライアントのライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

DNS クライアントの前提条件
•ネットワーク上に DNSネームサーバが必要です。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照）。

DNS クライアントに関する注意事項と制約事項
• DNSクライアントは特定のVRFに設定します。VRFが指定されていない場合、CiscoNX-OS
はデフォルトの VRFを使用します。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。
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DNS クライアントパラメータのデフォルト設定
下記の表は、DNSクライアントパラメータのデフォルト設定の一覧です。

表 10：デフォルトの DNS クライアントパラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

イネーブルDNSクライアント

DNS クライアントの設定

DNS クライアントの設定

はじめる前に

•ネットワーク上にドメインネームサーバがあることを確認します。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

ホスト名キャッシュに、6つまでのスタティックホスト名/
アドレスマッピングを定義します。使用可能なアドレス

は、IPv4アドレスまたは IPv6アドレスです。

switch(config)# ip
hostname address1
[address2... address6]

ステップ 2   

（任意）

Cisco NX-OSが非修飾ホスト名を完成させるために使用す
るデフォルトのドメイン名を定義します。このドメイン名

switch(config)# ip
domain-namename
[use-vrfvrf-name]

ステップ 3   

を設定した VRFでこのドメインネームを解決できない場
合は、任意で、Cisco NX-OSがこのドメインネームを解決
するために使用する VRFを定義することもできます。

CiscoNX-OSは、ドメイン名ルックアップを開始する前に、
完全なドメイン名を含まないあらゆるホスト名にデフォル

トのドメイン名を付加します。

DNSクエリーの送信と応答のリッスンをそれぞれ異なる
VRFで行うことになっている場合、use-vrfをDNSクエリー
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目的コマンドまたはアク

ション

として使用します。例：DNSクエリーが VRF REDを介し
て送信され、応答が VRF Defaultに着信する場合など。

送信されるDNSクエリーの送信元 IPについて定義します。
DNSサーバは応答を試みるときに宛先としてLoopback0を
使用するので、有効な戻りルートが必要です。

switch(config)# ip dns
source-interface [loopback
Xdifferent interface]

ステップ 4   

（任意）

Cisco NX-OSが非修飾ホスト名を完成させるために使用で
きる追加のドメイン名を定義します。このドメイン名を設

switch(config)# ip
domain-listname
[use-vrfvrf-name]

ステップ 5   

定したVRFでこのドメインネームを解決できない場合は、
任意で、Cisco NX-OSがこのドメインネームを解決するた
めに使用する VRFを定義することもできます。

Cisco NX-OSはドメインリスト内の各エントリを使用し
て、ドメイン名ルックアップを開始する前に、完全なドメ

イン名を含まないあらゆるホスト名にこのドメイン名を追

加します。CiscoNX-OSは、一致するものが見つかるまで、
ドメインリストの各エントリに対してこのプロセスを実行

します。

（任意）

最大6台のネームサーバを定義します。使用可能なアドレ
スは、IPv4アドレスまたは IPv6アドレスです。

switch(config)# ip
name-serveraddress1
[address2... address6] [
use-vrfvrf-name]

ステップ 6   

このネームサーバを設定した VRFでこのネームサーバに
到達できない場合は、任意で、Cisco NX-OSがこのネーム
サーバに到達するために使用する VRFを定義することも
できます。

（任意）

DNSベースのアドレス変換をイネーブルにします。この機
能は、デフォルトでイネーブルにされています。

switch(config)# ip
domain-lookup

ステップ 7   

（任意）

DNSに関する情報を表示します。
switch(config)# showhostsステップ 8   

（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 9   
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DNS クライアントでの仮想化の設定
VRF内に DNSクライアントを設定できます。VRFコンフィギュレーションモードを使用しない
場合は、ご使用の DNSクライアント設定がデフォルト VRFに適用されます。

または、DNSクライアントを設定したVRF以外の、指定したVRFをバックアップVRFとして使
用するよう、DNSクライアントを設定することもできます。たとえば、DNSクライアントを赤の
VRFで設定していても、赤の VRFで DNSサーバに到達できない場合は、青の VRFを使用して
DNSサーバと通信できます。

はじめる前に

•ネットワーク上にドメインネームサーバがあることを確認します。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

VRFを作成し、VRFコンフィギュレーションモードを開
始します。

switch(config)# vrf context
vrf-name

ステップ 2   

（任意）

CiscoNX-OSが非完全修飾ホスト名に使用するデフォルト
のドメインネームサーバを定義します。このドメイン名

switch(config-vrf)# ip
domain-name name
[use-vrf vrf-name]

ステップ 3   

を設定したVRFでこのドメインネームサーバを解決でき
ない場合は、任意で、CiscoNX-OSがこのドメインネーム
サーバを解決するために使用する VRFを定義することも
できます。

Cisco NX-OSは、ドメイン名ルックアップを開始する前
に、完全なドメイン名を含まないあらゆるホスト名にデ

フォルトのドメイン名を付加します。

（任意）

CiscoNX-OSが非完全修飾ホスト名に使用できる追加のド
メインネームサーバを定義します。このドメイン名を設

switch(config-vrf)# ip
domain-list name [use-vrf
vrf-name]

ステップ 4   

定したVRFでこのドメインネームサーバを解決できない
場合は、任意で、CiscoNX-OSがこのドメインネームサー
バを解決するために使用する VRFを定義することもでき
ます。

Cisco NX-OSはドメインリスト内の各エントリを使用し
て、ドメイン名ルックアップを開始する前に、完全なドメ

イン名を含まないあらゆるホスト名にこのドメイン名を追
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目的コマンドまたはアクショ

ン

加します。Cisco NX-OSは、一致するものが見つかるま
で、ドメインリストの各エントリに対してこのプロセス

を実行します。

（任意）

最大 6台のネームサーバを定義します。使用可能なアド
レスは、IPv4アドレスまたは IPv6アドレスです。

switch(config-vrf)# ip
name-server address1
[address2... address6]
[use-vrf vrf-name]

ステップ 5   

このネームサーバを設定したVRFでこのネームサーバに
到達できない場合は、任意で、CiscoNX-OSがこのネーム
サーバに到達するために使用する VRFを定義することも
できます。

（任意）

DNSに関する情報を表示します。
switch(config-vrf)# show
hosts

ステップ 6   

（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 7   

DNS クライアントの設定の確認
DNSクライアントの設定を表示するには、次のタスクを実行します。

目的コマンド

DNSに関する情報を表示します。show hosts

DNS クライアントの設定例
次の例は、複数の代替ドメイン名があるドメインリストの設定方法を示しています。

ip domain list csi.com
ip domain list telecomprog.edu
ip domain list merit.edu

次に、ホスト名とアドレス間のマッピングプロセスを設定し、IPDNSベースの変換を指定する例
を示します。例では、ネームサーバとデフォルトのドメイン名のアドレスを設定します。

ip domain lookup
ip name-server 192.168.1.111 192.168.1.2
ip domain name cisco.com
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DNS クライアントの関連資料

関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

DNSクライアント CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide, Release 5.x』

VDCおよび VRF

DNS クライアントの標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

DNS の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(1)DNS
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第 6 章

WCCPv2 の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 103 ページ

• WCCPv2について, 104 ページ

• WCCPv2のライセンス要件, 112 ページ

• WCCPv2の前提条件, 112 ページ

• WCCPv2に関する注意事項と制約事項, 112 ページ

• WCCPv2のデフォルト設定, 114 ページ

• WCCPv2の設定, 114 ページ

• WCCPv2の設定の確認, 119 ページ

• WCCPv2の設定例, 120 ページ

• WCCPv2の関連資料, 120 ページ

• WCCPv2の標準, 121 ページ

• WCCPv2の機能の履歴, 121 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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WCCPv2 について

WCCPv2 の概要
WCCPv2により、Cisco NX-OSルータはパケットを透過的にキャッシュエンジンにリダイレクト
できます。WCCPv2はルータの通常の動作には影響しません。WCCPv2を使用すると、ルータは
設定済みのインターフェイスでの要求を、目的のホストサイトではなくキャッシュエンジンにリ

ダイレクトすることができます。ルータはWCCPv2によりキャッシュエンジンのクラスタ（キャッ
シュクラスタ）内でトラフィックの負荷を分散し、クラスタのフォールトトレラントでフェール

セーフな動作を確保します。キャッシュクラスタでキャッシュエンジンの追加や削除を行うと、

パケットはWCCPv2により現在使用可能なキャッシュエンジンに動的にリダイレクトされます。

WCCPv2はキャッシュエンジンでトラフィックを許可し、トラフィックの送信元（クライアン
ト）との接続を確立します。キャッシュエンジンは元の宛先サーバと同様に機能します。要求さ

れたオブジェクトがキャッシュエンジン上で使用できない場合、キャッシュエンジンは、そのオ

ブジェクトを取得するために元の宛先サーバへの独自の接続を確立します。

WCCPv2はルータとキャッシュエンジンの間の通信を、UDPポート 2048で行います。

WCCPv2ではキャッシュクラスタを複数のルータに接続できるため、キャッシュエンジンが多数
のインターフェイスに接続しなければならない場合に冗長性と分散アーキテクチャを実現できま

す。さらに、WCCPv2により、すべてのキャッシュエンジンを同一のクラスタに保持することが
できます。これにより、複数のクラスタにまたがってWebページが無駄に重複することがなくな
ります。

WCCPv2 サービスタイプ

サービスとは、ルータがWCCPv2プロトコルによりキャッシュエンジンにリダイレクトするよう
定義されたトラフィックタイプです。

次のいずれかのキャッシュ関連サービスをルータが実行するよう設定することができます。

• Well-known：ルータとキャッシュエンジンはトラフィックタイプを認識しています（HTTP
用の TCPポート 80でのWebキャッシュサービスなど）。

•ダイナミックサービス：ルータにリダイレクトされるトラフィックのタイプがキャッシュ
エンジンにより説明されます。

WCCPv2 サービスグループ

サービスグループはクラスタ内のキャッシュエンジンと、そのクラスタに接続していて同じサー

ビスを実行しているルータのサブセットです。次の図は、キャッシュクラスタ内のサービスグ
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ループを示しています。キャッシュエンジンとルータは複数のサービスグループの一部となるこ

ともできます。

図 21：WCCPv2 キャッシュクラスタおよびサービスグループ

サービスグループはオープンまたはクローズに設定できます。オープンサービスグループは、

トラフィックのリダイレクト先のキャッシュエンジンがない場合、トラフィックをリダイレクト

せずに転送します。クローズサービスグループは、トラフィックのリダイレクト先のキャッシュ

エンジンがない場合、トラフィックをドロップします。

サービスグループによって、サービスグループ内の個々のキャッシュエンジンにリダイレクト

されるトラフィックが定義されます。サービスグループ定義には次の項目があります。

•サービス ID（0～ 255）

• Service Type

•サービスグループのプライオリティ

•リダイレクトするトラフィックのプロトコル（TCPまたは UDP）

•サービスフラグ

•最大 8件の TCPまたは UDPポート番号（すべての発信元ポート番号、またはすべての宛先
ポート番号）
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WCCPv2 サービスグループリスト

WCCPv2では、各キャッシュエンジンがサービスグループ内のすべてのルータを認識している必
要があります。各キャッシュエンジンのグループ内にある各ルータのルータアドレスのリストを

設定できます。

WCCPv2での設定は次の順序で行います。

1 各キャッシュエンジンにルータのリストを設定します。

2 各キャッシュエンジンはその存在を通知し、通信を確立している相手のすべてのルータのリス

トを生成します。

3 ルータは、ルータが保有しているグループ内のキャッシュエンジンのビュー（リスト）を返し

ます。

キャッシュエンジンとルータは制御メッセージを交換します（デフォルトでは 10秒ごと）。

WCCPv2 代表キャッシュエンジン

WCCPv2は 1つのキャッシュエンジンを代表として指定します。キャッシュエンジンのグループ
が存在する場合、すべてのルータが認識しているキャッシュエンジンの中で IPアドレスの値が最
も小さいものが代表キャッシュエンジンとなります。代表キャッシュエンジンはキャッシュエ

ンジン間でのトラフィックの割り当てを決定します。トラフィックの割り当て方式は代表キャッ

シュエンジンからサービスグループ全体に伝達されます。これによりグループ内のルータはパ

ケットをリダイレクトできるようになり、グループ内のキャッシュエンジンによるトラフィック

負荷の管理が向上します。

CiscoNX-OSはマスク方式を使用してトラフィックを割り当てます。代表キャッシュエンジンは、
WCCPリダイレクト割り当てメッセージでマスクおよび値のセットをルータに割り当てます。ルー
タはこれらのマスクおよび値のセットを各パケットの送信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送
信元ポート、宛先ポートと照合します。割り当てられているマスクおよび値のセットとパケット

が一致する場合、ルータはパケットをキャッシュエンジンにリダイレクトします。割り当てられ

ているマスクおよび値のセットとパケットが一致しない場合、ルータはパケットをリダイレクト

せずに転送します。

WCCPv2 リダイレクション

IPアクセスリストをリダイレクトリストとして使用し、WCCPv2でリダイレクトするトラフィッ
クのサブセットを指定できます。このアクセスリストは、インターフェイスの入力トラフィック

または出力トラフィックに適用できます。次の図に、入力トラフィックまたは出力トラフィック

へのリダイレクションの適用を示します。
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また、インターフェイスの入力トラフィックは除外し、同じインターフェイスの出力リダイレク

ションは許可することもできます。

図 22：WCCPv2 リダイレクション

WCCPv2 リダイレクションのサポート対象モジュール
次の表に、WCCPv2リダイレクション用に Cisco NX-OSでサポートされているモジュールを示し
ます。

リダイレクトイン

表 11：WCCPv2 リダイレクトインのサポート対象モジュール：同じモジュールタイプ

WCCPv2 対応デバイスへの接続
に使用されるモジュール

出力モジュール入力モジュール

MMM

F2F2F2

F2eF2eF2e

F3F3F3

表 12：WCCPv2 リダイレクトインのサポート対象モジュール：混合モジュールタイプ

WCCPv2 対応デバイスへの接続
に使用されるモジュール

出力モジュール入力モジュール

F2eF2eM

F3M2/M3M2/M3

M2/M3F3M2/M3

M2/M3M2/M3F3
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WCCPv2 対応デバイスへの接続
に使用されるモジュール

出力モジュール入力モジュール

F3F3M2/M3

F3M2/M3F3

M2/M3F3F3

F3F2eF2e

F2eF3F2e

F2eF2eF3

F2eF3F3

F3F2eF3

F3F3F2e

リダイレクトアウト

表 13：WCCPv2 リダイレクトアウトのサポート対象モジュール：同じモジュールタイプ

WCCPv2 対応デバイスへの接続
に使用されるモジュール

出力モジュール入力モジュール

MMM

F2 1F2 1F2

F2e 1F2e 1F2e

F3F3F3

1リダイレクトアウトおよび除外インは、インターフェイス VLAN（SVI）でサポートされて
いません。

（注）
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表 14：WCCPv2 リダイレクトアウトのサポート対象モジュール：混在モジュールタイプ

WCCPv2 対応デバイスへの接続
に使用されるモジュール

出力モジュール入力モジュール

MMF2e

MF2eF2e

MF2eM

F3M2/M3M2/M3

M2/M3M2/M3F3 2

F3M2/M3F3

F3F2e 4F2e 3

F2e 5F3F2e 3

F2e 5F2e 4F3 3

F2e 5F3F3 3

F3F2e 4F3 3

F3F3F2e 3

2 F3ポートが FabricPathコアポートの場合は動作しません。
3WCCPリダイレクトアウトは、入力トラフィックが FabricPath VLAN上にある場合は動作し
ません。

4 WCCPリダイレクトアウトは、F2e SVIではサポートされていません。
5 WCCP除外インは、F2e SVIではサポートされていません。

（注）

WCCPv2 認証
WCCPv2はデバイスをサービスグループに追加する前に、そのデバイスを認証する必要がありま
す。メッセージダイジェスト（MD5）認証により、各WCCPv2サービスグループのメンバは秘
密キーを使用して発信パケットの一部としてキー付きのMD5ダイジェストストリングを生成す
ることができます。受信側では、着信パケットのキー付きダイジェストが生成されます。生成さ
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れたダイジェストが着信パケット内のMD5ダイジェストと一致しない場合、WCCPはパケットを
無視します。

WCCPv2は次の場合に、パケットを拒否します。

•認証方式がルータと着信パケットで異なる。

• MD5ダイジェストがルータと着信パケットの間で異なっている。

WCCPv2サービスグループのすべてのメンバに同じ認証を設定する必要があります。

WCCPv2 リダイレクション方式
WCCPv2はルータとキャッシュエンジンの間のパケットリダイレクション方式のネゴシエーショ
ンを行います。Cisco NX-OSはこのトラフィックリダイレクション方式をサービスグループ内の
すべてのキャッシュエンジンに使用します。

WCCPv2は、レイヤ2宛先MACの書き換えメソッドを使用してパケットをリダイレクトします。
そこで、WCCPv2はパケットの宛先MACアドレスをパケットを処理する必要のあるキャッシュ
エンジンのMACアドレスと置き換えます。キャッシュエンジンとルータは、レイヤ 2に隣接し
ている必要があります。

また、リダイレクトリストと呼ばれるアクセスコントロールリスト（ACL）をWCCPv2サービ
スグループに対して設定できます。この ACLは、パケットに対するWCCPv2リダイレクション
プロセスを許可するか、またはWCCPリダイレクションを拒否してパケットを通常のパケット転
送プロシージャにより送信することができます。

WCCPv2 パケット返送方式
WCCPv2はパケットのフィルタリングにより、リダイレクトされたパケットのうちキャッシュエ
ンジンから返送されたものとそうでないものを判別します。WCCPv2は返送されたパケットをリ
ダイレクトしません。キャッシュエンジンはこれらのパケットをキャッシュしないよう判断して

いるためです。WCCPv2は、キャッシュエンジンが処理しないパケットを、送信元のルータに返
送します。

キャッシュエンジンがパケットを返送する理由として、次のようなものが考えられます。

•キャッシュエンジンが過負荷のためパケットを処理できない

•キャッシュエンジンが特定の条件をフィルタリングしているため、パケットのキャッシング
によりパフォーマンス低下が生じる（たとえば、IP認証がオンになっている場合）。

WCCPv2はルータとキャッシュエンジンの間のパケット返送方式のネゴシエーションを行いま
す。Cisco NX-OSはこのトラフィック返送方式をサービスグループ内のすべてのキャッシュエン
ジンに使用します。

WCCPv2は、宛先MACの書き換えメソッドを使用してパケットを戻します。そこで、WCCPv2
はパケットの宛先MACアドレスをパケットに最初にリダイレクトされたルータのMACアドレス
と置き換えます。キャッシュエンジンとルータは、レイヤ 2に隣接している必要があります。
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WCCPv2 のハイアベイラビリティ
WCCPv2は、ステートフルリスタートおよびステートフルスイッチオーバーをサポートします。
ステートフルリスタートは、WCCPv2が障害を処理してリスタートするときに行われます。ス
テートフルスイッチオーバーは、アクティブスーパーバイザがスタンバイスーパーバイザに切

り替わるときに行われます。Cisco NX-OSは実行中の設定をスイッチオーバー後に適用します。

WCCPv2 の仮想化サポート
WCCPv2は、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートします。VRFは仮想
化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別の VDCや VRFを設定しない限り、デ
フォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。

WCCPリダイレクションはVRF内で発生します。キャッシュエンジンとの間での転送トラフィッ
クと戻りトラフィックが同じ VRFの一部となっているインターフェイスから発生するように、
WCCPキャッシュエンジンを設定する必要があります。

インターフェイス上のWCCPに使用する VRFは、そのインターフェイスで設定されている VRF
と一致している必要があります。

インターフェイスの VRFメンバーシップを変更すると、Cisco NX-OSによってすべてのレイヤ 3
設定（WCCPv2を含む）が削除されます。

詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参
照してください。

SPM 動作のための WCCPv2 エラー処理
Service Policy Manager（SPM）スーパーバイザコンポーネントは、WCCPマネージャのデータパ
スマネージャとして機能します。WCCPマネージャは、SPMによって基盤となるプラットフォー
ムの詳細からシールドされ、プラットフォームの変動に合わせて移植できます。WCCPマネー
ジャには、ハードウェアにマッピングされプログラミングされる設定を渡すための SPM APIの
セットがあります。これらのAPIは、単一のハンドラに実装および保持されているアプリケーショ
ンデータを処理し、解析することができます。

SPMによるプログラミングが失敗したインターフェイスのリダイレクトは、CLIまたは RAメッ
セージ経由でサービスグループの設定変更があるまで保存されます。WCCPマネージャは、以前
に失敗したプログラミングポリシーを再試行します。

WCCPマネージャは、ポリシーアップデートをハードウェアの TCAMエントリをプログラミン
グする間隔で SPMに送信します。これらのポリシー更新は、CLIまたは RA（Redirect-Assign）
メッセージで起動できます。WCCPが SPMエラーの通知を受けると、syslogメッセージが表示さ
れます。
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WCCPv2 のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

WCCPv2 の前提条件
WCCPv2には、次の前提条件があります。

• WCCPv2機能をグローバルにイネーブル化する必要があります。

•レイヤ 3または VLANインターフェイスにはWCCPv2のみを設定できます（『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照）。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参
照）。

WCCPv2 に関する注意事項と制約事項
WCCPv2設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• WCCPv2サービスグループは、最大 32のルータと 32のキャッシュエンジンをサポートし
ます。

•クラスタ内のすべてのキャッシュエンジンは、そのクラスタを処理しているすべてのルータ
が設定内で指定されている必要があります。その設定に1つ以上のルータがクラスタのキャッ
シュエンジンに含まれていない場合、サービスグループにより不一致が検出され、この

キャッシュエンジンは当該のサービスグループ内で動作できなくなります。

•キャッシュエンジンは、リダイレクトアウトステートメントを持つ同じ SVI上に存在でき
ません。

• WCCPv2は IPv4ネットワークでのみ機能します。

•ポリシーベースルーティングとWCCPv2を同じインターフェイスで設定しないでください。

• WCCPv2は、SVIインターフェイス上で複数のサービスグループをサポートしません。

• CiscoNX-OSでは、VDC、インターフェイスVRFメンバーシップ、ポートチャネルメンバー
シップを変更したり、ポートモードをレイヤ 2に変更した場合は、インターフェイス上のす
べてのレイヤ 3設定が削除されます。

• Cisco NX-OSは、トンネルインターフェイスのWCCPv2をサポートしません。

• WCCPv2は、すべてのタイプの FEXデバイスでサポートされます。
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• WCCPでは、クライアント、サーバ、WCCPクライアントが異なるインターフェイス上にあ
る必要があります。Cisco Catalyst 6500シリーズスイッチの展開からトポロジを移行する場
合は、サポートされていない可能性があります。

• F2シリーズ、F2eシリーズ、M1シリーズ、およびM2シリーズモジュールは、WCCPv2を
サポートします。ただし、F2および F2シリーズモジュールは、SVIでの「除外イン」など
の、SVIでの出力WCCPv2をサポートしていません。F1シリーズモジュールでは、WCCPv2
はサポートされません。

• WCCPv2リダイレクションインおよびリダイレクトアウトは、非混合モジュール VDCの
CiscoNX-OSリリース6.2で完全にサポートされています。WCCPv2は、ほとんどのモジュー
ルの組み合わせの混在モジュール VDCシナリオでもサポートされています。詳細について
は、次を参照してください。WCCPv2リダイレクションのサポート対象モジュール, （107
ページ）

•出力WCCPv2では、入力に F2シリーズモジュールが含まれている場合、トラフィックはリ
ダイレクトされません。また、ネクストホップは、任意のモジュール上の SVIインターフェ
イスまたはサブインターフェイスを指しています。出力WCCPポリシーがSVIまたはサブイ
ンターフェイスに適用されており、パケットが F2モジュールに入る場合は、同じ制限が適
用されます。

• CiscoNX-OSRelease6.1以降では、バンクチェーニングがディセーブルの場合、ポリシーベー
スルーティングおよびWCCPv2は同じインターフェイスでサポートされます。

• GREリダイレクション/リターンおよびハッシュ割り当ては、Cisco Nexus 7000シリーズス
イッチではサポートされません。

• Cisco Nexus 7000シリーズスイッチにWeb Cache Control Protocol（WCCP）と vPCが設定さ
れており、トラフィックが Cisco Nexus 65xxスイッチからユーザのスイッチに移行する場合
は、vPCループが発生してトラフィックがドロップされる可能性があります。vPCメンバー
ポートから発信され、vPCピアリンクを通過するトラフィックは、どのvPCメンバーポート
からも出力できません。ただし、レイヤ 3ポートや孤立ポートなど、他のタイプのポートか
らは出力できます。これは予想された動作です。

設計に基づいて Nexus 7000シリーズスイッチにWCCPと vPCを設定した後に、トラフィッ
クがドロップされる場合は、vPCループを回避するために次のいずれかのタスクを実行でき
ます。

•疑わしいトラフィックを伝送するためのレイヤ 2トランクを設定します。

•ピアゲートウェイをイネーブルにします。

• vPCの 1つのメンバーポートをシャットダウンします。

詳細については、『Best Practices for Virtual Port Channels (vPC) on Cisco Nexus 7000 Series
Switches』を参照してください。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

•リダイレクトリスト ACLには次の制約事項が適用されます。
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Best Practices for Virtual Port Channels (vPC) on Cisco Nexus 7000 Series Switches
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ノート注釈
To Cisco Engieer:

This Link is not working. Please confirm.



◦リダイレクトACL内の permit文は、deny文よりも多くのセキュリティ TCAMエントリ
を使用します。TCAMがオーバーサブスクライブになっていないことを確認してくださ
い。

◦ ACLは IPV4簡易 ACLにする必要があります。

◦プロトコルは、IPまたは TCPにする必要があります。

◦個々の発信元または宛先のポート番号だけを指定できます。ポート範囲は指定できませ
ん。

◦フラグメントまたはオプションは使用できません。

WCCPv2 のデフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

認証なし認証

DisableWCCPv2

WCCPv2 の設定
WCCPv2を設定するには、この章のタスクを実行します。

手順

ステップ 1 WCCPv2機能をイネーブルにします。

ステップ 2 WCCPv2サービスグループの設定

ステップ 3 WCCPv2リダイレクションをインターフェイスに適用します。

WCCPv2 のイネーブル化とディセーブル化

はじめる前に

• WCCPv2機能をイネーブルにします。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

VDCでWCCPv2機能をイネーブルまたはディセー
ブルにします。この機能をディセーブルにするに

は、このコマンドの no形式を使用します。

(config)# [no] feature wccpステップ 2   

（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 3   

WCCPv2 サービスグループの設定

ip wccpコマンドを入力する際は、必要なパラメータをすべて指定する必要があります。それ
以降に ip wccpコマンドを入力すると、以前の設定は上書きされます。

（注）

はじめる前に

• WCCPv2機能をイネーブルにします。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

オープンまたはクローズモードサービスグループを作成します。

サービスリストは、サービスに該当するパケットを定義する名前

switch(config)# ip
wccp {service-number
| web-cache} [mode

ステッ

プ 2   
付き拡張 IPアクセスリストを識別します。このリストは、サー

{open [redirect-list
ビスがクローズモードとして定義されている場合にのみ必要で

す。
acl-name] | closed
service-list
acl-name}][password
[0-7] pwstring]

オプションパラメータは次のとおりです。
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目的コマンドまたはアク

ション

• mode：サービスグループをオープンモードまたはクローズ
モードに設定します。サービスリストでは、サービスグルー

プが処理するトラフィックのタイプはこのモードよって制御

されます。デフォルトはopenです。クローズモードの場合、
このキーワードを使用して IPアクセスリストを設定し、こ
のサービスに一致するトラフィックタイプを定義します。

ダイナミックサービスグループのクローズモードでは、サー

ビスグループで使用されるプロトコルとポートの情報を指定

するサービスリストACLが必要です。サービスグループに
メンバーが存在しない場合、service-list ACLに一致するパ
ケットはドロップされます。

• password：サービスグループにMD5認証を設定します。
password 0 pwstringを使用すると、パスワードがクリアテキ
ストで保存されます。password 7 pwstringを使用すると、パ
スワードが暗号化形式で保存されます。暗号化済みのパス

ワードの場合は password 7キーワードを使用できます。

• redirect-list：サービスグループのグローバルWCCPv2リダ
イレクションリストを設定し、キャッシュエンジンにリダ

イレクトされるトラフィックを制御します。

• service-list：サービスグループによってリダイレクトされる
トラフィックタイプを定義する IPアクセスリストを設定し
ます。

• service-numberの範囲は 1～ 255です。acl-nameには最大 64
文字の英数字を指定できます。大文字と小文字は区別されま

す。pwstringには最大 8文字の英数字を指定できます。大文
字と小文字は区別されます。

（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 3   
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インターフェイスへの WCCPv2 リダイレクションの適用

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch(config)# interface
ethernet number

ステップ 2   

インターフェイスに特定のタイプのWCCPv2リダイ
レクションを適用します。コマンドの例を以下に示し

ます。

switch(config-if)# ip wccp
{service-number redirect{in |
out} | web-cache | redirect {in
| out}}

ステップ 3   

• WCCPv2リダイレクションをこのインターフェ
イスの入力または出力トラフィックに適用しま

す。

• WCCPv2リダイレクションをこのインターフェ
イスの入力または出力Webキャッシュトラ
フィックに適用します。

•このインターフェイスのWCCPリダイレクショ
ンからの入力トラフィックを除外します。

（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   

次に、宛先 19.20.2.1が設定されていないWeb関連のパケットをWebキャッシュにリダイレクト
するようルータを設定する例を示します。

switch(config)# access-list 100
switch(config-acl)# deny ip any host 192.0.2.1
switch(config-acl)# permit ip any any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip wccp web-cache redirect-list 100
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect out
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VRF での WCCPv2 の設定

ip wccpコマンドを入力する際は、必要なパラメータをすべて指定する必要があります。それ
以降に ip wccpコマンドを入力すると、以前の設定は上書きされます。

（注）

はじめる前に

• WCCPv2機能をイネーブルにします。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

VRFコンフィギュレーションモードを開始します。vrf-nameに
は最大 63文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字
は区別されます。

switch(config)# vrf
context vrf-name

ステッ

プ 2   

オープンまたはクローズモードサービスグループを作成しま

す。サービスリストは、サービスに該当するパケットを定義す

switch(config)# ip wccp
{service-number |
web-cache} [mode

ステッ

プ 3   
る名前付き拡張 IPアクセスリストを識別します。このリスト

{open [redirect-list
は、サービスがクローズモードとして定義されている場合にの

み必要です。
acl-name] | closed
service-list
acl-name}][password
[0-7] pwstring]

オプションパラメータは次のとおりです。

• mode：サービスグループをオープンモードまたはクロー
ズモードに設定します。サービスリストでは、サービス

グループが処理するトラフィックのタイプはこのモード

よって制御されます。デフォルトは openです。クローズ
モードの場合、このキーワードを使用して IPアクセスリ
ストを設定し、このサービスに一致するトラフィックタイ

プを定義します。

ダイナミックサービスグループのクローズモードでは、

サービスグループで使用されるプロトコルとポートの情報

を指定するサービスリストACLが必要です。サービスグ
ループにメンバーが存在しない場合、service-list ACLに一
致するパケットはドロップされます。

• password：サービスグループにMD5認証を設定します。
password 0 pwstringを使用すると、パスワードがクリアテ
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目的コマンドまたはアク

ション

キストで保存されます。password 7 pwstringを使用する
と、パスワードが暗号化形式で保存されます。暗号化済み

のパスワードの場合は password 7キーワードを使用でき
ます。

• redirect-list：サービスグループのグローバルWCCPv2リ
ダイレクションリストを設定し、キャッシュエンジンに

リダイレクトされるトラフィックを制御します。

• service-list：サービスグループによってリダイレクトされ
るトラフィックタイプを定義する IPアクセスリストを設
定します。

• service-numberの範囲は 1～ 255です。acl-nameには最大
64文字の英数字を指定できます。大文字と小文字は区別さ
れます。pwstringには最大8文字の英数字を指定できます。
大文字と小文字は区別されます。

（任意）

WCCPv2に関する情報を表示します。vrf-nameには最大 64文
字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されま

す。

switch(config-vrf)#
show ip wccp [vrf
vrf-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   

次に、インターフェイスイーサネット 2/1の VRF RedでWCCPv2を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context Red
switch(config-vrf)# ip wccp web-cache password Test1 redirect-list httpTest
switch(config-vrf)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# vrf member Red
switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect out

WCCPv2 の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。
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目的コマンド

VRFのすべてのグループ、またはいずれか1つ
のグループのWCCPv2ステータスを表示しま
す。

show ip wccp [vrf vrf-name] [service-number |
web-cache]

WCCPv2インターフェイス情報を表示します。show ip interface [ethernet-number]

WCCPv2サービスグループのステータスを表示
します。

show ip wccp [service-number | web-cache]

WCCPv2サービスグループのクライアントを表
示します。

show ip wccp [service-number | web-cache] detail

WCCPv2マスクの割り当てを表示します。show ip wccp [service-number | web-cache] mask

WCCPv2サービスグループの定義を表示しま
す。

show ip wccp [service-number |web-cache] service

WCCPv2グループメンバーシップを表示しま
す。

show ip wccp [service-number | web-cache] view

WCCPv2統計情報をクリアします。clear ip wccp

WCCPv2 の設定例
次に、宛先 192.0.2.1が設定されていないWeb関連のパケットをWebキャッシュにリダイレクト
するようルータのWCCPv2認証を設定する例を示します。
access-list 100
deny ip any host 192.0.2.1
permit ip any any
feature wccp
ip wccp web-cache password 0 Test1 redirect-list 100
interface ethernet 1/2
ip wccp web-cache redirect out
no shutdown

•

WCCPv2 の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

WCCPv2 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 Security
Configuration Guide, Release 6.x』

IP ACL

WCCPv2 の標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

WCCPv2 の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

M3モジュールのサポート
が追加されました。

7.3(0)DX(1)WCCPv2リダイレクション

バンクチェーニングが

ディセーブルの場合、同じ

インターフェイスのポリ

シーベースルーティング

およびWCCPv2のサポー
トが追加されました。

6.1(1)WCCPv2

この機能が追加されまし

た。

5.1(1)SPM動作のための
WCCPv2エラー処理

この機能が導入されまし

た。

4.2(1)WCCPv2
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第 II 部

Routing
• OSPFv2の設定, 125 ページ

• OSPFv3の設定, 175 ページ

• EIGRPの設定, 225 ページ

• 『Configuring IS-IS』, 265 ページ

• ベーシック BGPの設定, 299 ページ

• 拡張 BGPの設定, 335 ページ

• RIPの設定, 399 ページ

• スタティックルーティングの設定, 419 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性の設定, 433 ページ

• レイヤ 3仮想化の設定, 439 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBの管理, 453 ページ

• Route Policy Managerの設定, 475 ページ

• ポリシーベースルーティングの設定, 501 ページ





第 7 章

OSPFv2 の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 125 ページ

• OSPFv2について, 126 ページ

• OSPFv2のライセンス要件, 139 ページ

• OSPFv2の前提条件, 139 ページ

• OSPFv2に関する注意事項と制約事項, 139 ページ

• OSPFv2のデフォルト設定, 141 ページ

• 基本的 OSPFv2の設定, 141 ページ

• 高度な OSPFv2の設定, 150 ページ

• OSPFv2の設定の確認, 170 ページ

• OSPFv2のモニタリング , 171 ページ

• OSPFv2の設定例, 171 ページ

• OSPFv2の関連資料, 172 ページ

• OSPFv2機能の履歴, 172 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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OSPFv2 について
OSPFv2は、IPv4ネットワーク用の IETFリンクステートプロトコルです。OSPFv2ルータは、
helloパケットと呼ばれる特別なメッセージを各OSPF対応インターフェイスに送信し、他のOSPFv2
隣接ルータを探索します。ネイバーが検出されると、2台のルータは内の情報を比較して、その
設定に互換性があるかどうかを判定します。これらの隣接ルータはの確立を試みます。つまり、

互いのリンクステートデータベースを同期させて、確実に同じ OSPFv2ルーティング情報を持つ
ようにします。隣接ルータは、（LSA）を共有します。LSAには、各リンクの稼働状態に関する
情報、リンクのコスト、およびその他のあらゆるネイバー情報が含まれています。これらのルー

タはその後、受信した LSAをすべての OSPF対応インターフェイスにフラッディングします。こ
れにより、すべての OSPFv2ルータのリンクステートデータベースが最終的に同じになります。
すべての OSPFv2ルータのリンクステートデータベースが同じになると、ネットワークは収束さ
れます。その後、各ルータは、ダイクストラの最短パス優先（SPF）アルゴリズムを使用して、自
身のルートテーブルを構築します。

OSPFv2ネットワークは、複数のエリアに分割できます。ルータは、ほとんどの LSAを 1つのエ
リア内だけに送信するため、OSPF対応ルータの CPUとメモリの要件が緩やかになります。

OSPFv2は IPv4をサポートし、OSPFv3は IPv6をサポートしています。詳細については、「OSPFv3
の設定」の章を参照してください。

Cisco NX-OS上の OSPFv2は、RFC 2328をサポートしています。この RFCでは、ルートサマ
リーコストの計算に、RFC1583で使用する計算と互換性がない別の方法が導入されました。
また RFC 2328では、AS-externalパスに対して異なる選択基準が導入されました。すべての
ルータが同じ RFCをサポートしていることを確認することが重要です。RFC1583にのみ準拠
しているルータがネットワークに含まれる場合は、rfc1583compatibilityコマンドを使用しま
す。デフォルトでサポートされている OSPFv2用の RFC標準は、Cisco NX-OSと Cisco IOSと
で異なる場合があります。値が同じになるように設定するには、調整が必要です。詳細につい

ては、「OSPF RFC互換モードの例」の項を参照してください。

（注）

Hello パケット
OSPFv2ルータは、すべてのOSPF対応インターフェイスにhelloパケットを定期的に送信します。
ルータがこの helloパケットを送信する頻度は、インターフェイスごとに設定された hello間隔に
より決定されます。OSPFv2は、helloパケットを使用して、次のタスクを実行します。

•ネイバー探索

•キープアライブ

•双方向通信

•指定ルータの選択
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helloパケットには、送信元 OSPFv2インターフェイスとルータに関する情報が含まれています。
これらの情報には、リンクの OSPFv2コスト割り当て、、送信ルータのオプション機能などがあ
ります。これらの helloパケットを受信する OSPFv2インターフェイスは、設定に受信インター
フェイスの設定との互換性があるかどうかを判定します。互換性のあるインターフェイスはネイ

バーと見なされ、ネイバーテーブルに追加されます。

helloパケットには、送信元インターフェイスが通信したルータのルータ IDのリストも含まれま
す。受信インターフェイスが、このリストで自身の IDを見つけた場合は、2つのインターフェイ
ス間で双方向通信が確立されます。

OSPFv2は、helloパケットをキープアライブメッセージとして使用して、ネイバーが通信を継続
中であるかどうかを判定します。ルータが設定された （通常は hello間隔の倍数）で helloパケッ
トを受信しない場合、そのネイバーはローカルネイバーテーブルから削除されます。

Neighbors
ネイバーであると見なされるようにするには、リモートインターフェイスと互換性があるよう

に、OSPFv2インターフェイスを設定しておく必要があります。この 2つのOSPFv2インターフェ
イスで、次の基準が一致している必要があります。

• hello間隔

•デッド間隔

• Area ID

•認証

•オプション機能

一致する場合は、次の情報がネイバーテーブルに入力されます。

•ネイバー ID：ネイバーのルータ ID。

•プライオリティ：ネイバーのプライオリティ。プライオリティは、指定ルータの選定に使用
されます。

•状態：ネイバーから通信があったか、双方向通信の確立処理中であるか、リンクステート情
報を共有しているか、または完全な隣接関係が確立されたかを示します。

•デッドタイム：このネイバーから最後の helloパケットを受信した後に経過した時間を示し
ます。

• IPアドレス：ネイバーの IPアドレス。

•指定ルータ：ネイバーが指定ルータまたはバックアップ指定ルータとして宣言されているか
どうかを示します。

•ローカルインターフェイス：このネイバーの helloパケットを受信したローカルインター
フェイス。
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隣接

すべてのネイバーが隣接関係を確立するわけではありません。ネットワークタイプと確立された

指定ルータに応じて、完全な隣接関係を確立して、すべてのネイバーとLSAを共有するものと、
そうでないものがあります。

隣接関係は、OSPFのデータベース説明パケット、リンク状態要求パケット、およびリンク状態更
新パケットを使用して確立されます。データベース説明パケットには、ネイバーのリンクステー

トデータベースからの LSAヘッダーだけが含まれています。ローカルルータは、これらのヘッ
ダーを自身のリンクステートデータベースと比較して、新規の LSAか、更新された LSAかを判
定します。ローカルルータは、新規または更新の情報を必要とする各LSAについて、リンク状態
要求パケットを送信します。これに対し、ネイバーはリンク状態更新パケットを返信します。こ

のパケット交換は、両方のルータのリンクステート情報が同じになるまで継続します。

指定ルータ

複数のルータを含むネットワークは、OSPF特有の状況です。すべてのルータがネットワークで
LSAをフラッディングした場合は、同じリンクステート情報が複数の送信元から送信されます。
ネットワークのタイプによっては、OSPFv2は 1台のルータ （DR）を使用して LSAフラッディ
ングを制御し、OSPFv2エリアの残りの部分に対してネットワークを代表することがあります。
DRがダウンした場合、OSPFv2は （BDR）を選択します。DRがダウンすると、OSPFv2はこの
BDRを使用します。

ネットワークタイプは次のとおりです。

•ポイントツーポイント：2台のルータ間にのみ存在するネットワーク。ポイントツーポイン
トネットワーク上の全ネイバーは隣接関係を確立し、DRは存在しません。

•ブロードキャスト：ブロードキャストトラフィックが可能なイーサネットなどの共有メディ
ア上で通信できる複数のルータを持つネットワーク。OSPFv2ルータは DRおよび BDRを確
立し、これらにより、ネットワーク上の LSAフラッディングを制御します。OSPFv2は、よ
く知られている IPv4マルチキャストアドレス 224.0.0.5およびMACアドレス 0100.5300.0005
を使用して、ネイバーと通信します。

DRとBDRは、helloパケット内の情報に基づいて選択されます。インターフェイスはhelloパケッ
トの送信時に、どれが DRおよび BDRかわかっている場合は、優先フィールドと、DRおよび
BDRフィールドを設定します。ルータは、helloパケットの DRおよび BDRフィールドで宣言さ
れたルータと優先フィールドに基づいて、選定手順を実行します。最終的に OSPFv2は、最も大
きいルータ IDを DRおよび BDRとして選択します。

他のルータはすべてDRおよびBDRと隣接関係を確立し、IPv4マルチキャストアドレス 224.0.0.6
を使用して、LSA更新情報を DRと BDRに送信します。図 3-1は、すべてのルータと DRとの隣
接関係を示しています。
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DRは、ルータインターフェイスに基づいています。1つのネットワークのDRであるルータは、
別のインターフェイス上の他のネットワークの DRとなることはできません。

図 23：マルチアクセスネットワークの DR

エリア

OSPFv2ネットワークを複数に分割すると、OSPFv2でルータに課される CPUとメモリの要件を
限定できます。。エリアとは、ルータの論理的な区分で、OSPFv2ドメイン内にリンクして別のサ
ブドメインを作成します。LSAフラッディングはエリア内でのみ発生し、リンクステートデータ
ベースはエリア内のリンクにのみ制限されます。定義されたエリア内のインターフェイスには、

エリア IDを割り当てることができます。エリア IDは、10.2.3.1などの、数字またはドット付き
10進表記で入力できる 32ビット値です。

Cisco NX-OSはエリアを常にドット付き 10進表記で表示します。

OSPFv2ネットワーク内に複数のエリアを定義する場合は、0という予約されたエリア IDを持つ
バックボーンエリアも定義する必要があります。エリアが複数ある場合は、1台以上のルータが
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（ABR）になります。ABRは、バックボーンエリアと他の1つ以上の定義済みエリアの両方に接
続します。

図 24：OSPFv2 エリア

ABRには、接続するエリアごとに個別のリンクステートデータベースがあります。ABRは、接
続したエリアの1つからバックボーンエリアにネットワーク集約（タイプ3）を送信します。バッ
クボーンエリアは、1つのエリアに関する集約情報を別のエリアに送信します。この OSPFv2エ
リアの図では、エリア 0がエリア 5に関する集約情報をエリア 3に送信します。

OSPFv2では、自律システム境界ルータ（ASBR）という、もう 1つのルータタイプも定義されて
います。このルータは、OSPFv2エリアを別の自律システムに接続します。自律システムとは、単
一の技術的管理エンティティにより制御されるネットワークです。OSPFv2は、そのルーティング
情報を別の自律システムに再配布したり、再配布されたルートを別の自律システムから受信した

りできます。

リンクステートアドバタイズメント

リンクステートアドバタイズメントタイプ

OSPFv2はリンクステートアドバタイズメント（LSA）を使用して、固有のルーティングテーブ
ルを構築します。
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説明名前

すべてのルータが送信する LSA。この LSAに
は、すべてのリンクの状態とコスト、およびリ

ンク上のすべての OSPFv2ネイバーの一覧が含
まれます。ルータLSAはSPF再計算をトリガー
します。ルータLSAはローカルOSPFv2エリア
にフラッディングされます。

ルータ LSA

DRが送信するLSA。このLSAには、マルチア
クセスネットワーク内のすべてのルータの一覧

が含まれます。ネットワーク LSAは SPF再計
算をトリガーします。

ネットワーク LSA

エリア境界ルータが、ローカルエリア内の宛先

ごとに外部エリアに送信する LSA。この LSA
には、エリア境界ルータからローカルの宛先へ

のリンクコストが含まれます。

ネットワーク集約 LSA

エリア境界ルータが外部エリアに送信する

LSA。この LSAは、リンクコストを ASBRの
みにアドバタイズします。

ASBR集約 LSA

ASBRが生成する LSA。この LSAには、外部
自律システム宛先へのリンクコストが含まれま

す。AS外部 LSAは、自律システム全体にわ
たってフラッディングされます。

AS外部 LSA

ASBRが Not-So-Stubby Area（NSSA）内で生成
する LSA。この LSAには、外部自律システム
宛先へのリンクコストが含まれます。NSSA外
部LSAは、ローカルNSSA内のみでフラッディ
ングされます。

NSSA外部 LSA

OSPFの拡張に使用される LSA。不透明 LSA

リンクコスト

各OSPFv2インターフェイスには、が割り当てられます。。このコストは任意の数字です。デフォ
ルトでは、Cisco NX-OSは、設定された参照帯域幅をインターフェイス帯域幅で割った値をコス
トとして割り当てます。デフォルトでは、参照帯域幅は 40 Gbpsです。リンクコストは各リンク
に対して、LSA更新情報で伝えられます。

フラッディングと LSA グループペーシング
OSPFv2ルータは LSAを受信すると、その LSAをすべての OSPF対応インターフェイスに転送
し、この情報を使用して OSPFv2エリアをフラッディングします。この LSAフラッディングによ
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り、ネットワーク内のすべてのルータが同じルーティング情報を持つことが保証されます。LSA
フラッディングは、OSPFv2エリアの設定に応じて異なります。LSAは、（デフォルトでは 30分
ごと）に基づいてフラッディングされます。各LSAには、リンクステートリフレッシュ時間が設
定されています。

ネットワークの LSA更新情報のフラッディングレートは、LSAグループペーシング機能を使用
して制御できます。LSAグループペーシングにより、CPUまたはバッファの使用率を低下させる
ことができます。この機能により、同様のリンクステートリフレッシュ時間を持つLSAがグルー
プ化されるため、OSPFv2で、複数の LSAを 1つの OSPFv2更新メッセージにまとめることが可
能となります。

デフォルトでは、相互のリンクステートリフレッシュ時間が 10秒以内の LSAが同じグループに
まとめられます。この値は、大規模なリンクステートデータベースでは低く、小規模のデータ

ベースでは高くして、ネットワーク上の OSPFv2負荷を最適化する必要があります。

リンクステートデータベース

各ルータは、OSPFv2ネットワーク用のリンクステートデータベースを保持しています。このデー
タベースには、収集されたすべてのLSAが含まれ、ネットワークを通過するすべてのルートに関
する情報が格納されます。OSPFv2は、この情報を使用して、各宛先への最適パスを計算し、この
最適パスをルーティングテーブルに入力します。

MaxAgeと呼ばれる設定済みの時間間隔で受信された LSA更新情報がまったくない場合は、リン
クステートデータベースから LSAが削除されます。ルータは、LSAを 30分ごとに繰り返してフ
ラッディングし、正確なリンクステート情報が期限切れで削除されるのを防ぎます。CiscoNX-OS
は、すべてのLSAが同時にリフレッシュされるのを防ぐために、LSAグループ機能をサポートし
ています。

不透明 LSA
不透明LSAにより、OSPF機能の拡張が可能となります。不透明LSAは、標準LSAヘッダーと、
それに続くアプリケーション固有の情報で構成されます。この情報は、OSPFv2または他のアプリ
ケーションにより使用される場合があります。OSPFv2は不透明LSAを使用して、OSPFv2グレー
スフルリスタート機能をサポートします。次のような 3種類の不透明LSAタイプが定義されてい
ます。

• LSAタイプ 9：ローカルネットワークにフラッディングされます。

• LSAタイプ 10：ローカルエリアにフラッディングされます。

• LSAタイプ 11：ローカル自律システムにフラッディングされます。

OSPFv2 とユニキャスト RIB
OSPFv2は、リンクステートデータベースでダイクストラの SPFアルゴリズムを実行します。こ
のアルゴリズムにより、パス上の各リンクのリンクコストの合計に基づいて、各宛先への最適な

パスが選択されます。そして、選択された各宛先への最短パスが OSPFv2ルートテーブルに入力
されます。OSPFv2ネットワークが収束すると、このルートテーブルはユニキャスト RIBにデー
タを提供します。OSPFv2はユニキャスト RIBと通信し、次の動作を行います。

•ルートの追加または削除
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•他のプロトコルからのルートの再配布への対応

•古いOSPFv2ルートの削除およびスタブルータアドバタイズメントを行うために、コンバー
ジェンス更新情報を提供

さらにOSPFv2は、変更済みダイクストラアルゴリズムを実行して、集約および外部（タイプ3、
4、5、7）LSAの変更の高速再計算を行います。

認証

OSPFv2メッセージに認証を設定することで、ネットワークでの不正なルーティング更新や無効な
ルーティング更新を防止できます。CiscoNX-OSは、次の2つの認証方式をサポートしています。

•簡易パスワード認証

• MD5認証ダイジェスト

OSPFv2認証は、OSPFv2エリアに対して、またはインターフェイスごとに設定できます。

簡易パスワード認証

簡易パスワード認証では、OSPFv2メッセージの一部として送信された単純なクリアテキストの
パスワードを使用します。受信 OSPFv2ルータが OSPFv2メッセージを有効なルート更新情報と
して受け入れるには、同じクリアテキストパスワードで設定されている必要があります。パス

ワードがクリアテキストであるため、ネットワーク上のトラフィックをモニタできるあらゆる

ユーザがパスワードを入手できます。

MD5 認証

OSPFv2メッセージを認証するには、MD5認証を使用する必要があります。そのためには、ロー
カルルータとすべてのリモートOSPFv2ネイバーが共有するパスワードを設定します。CiscoNX-OS
は、各 OSPFv2メッセージに対して、メッセージと暗号化パスワードに基づくMD5一方向メッ
セージダイジェストを作成します。インターフェイスはこのダイジェストを OSPFv2メッセージ
とともに送信します。受信する OSPFv2ネイバーは、同じ暗号化パスワードを使用して、このダ
イジェストを確認します。メッセージが変更されていない場合はダイジェストの計算が同一であ

るため、OSPFv2メッセージは有効と見なされます。

MD5認証には、ネットワークでのメッセージの再送を防ぐための、各 OSPFv2メッセージのシー
ケンス番号が含まれます。

OSPFv2 の高度な機能
Cisco NX-OSは、ネットワークでの OSPFv2の可用性やスケーラビリティを向上させる高度な
OSPFv2機能をサポートしています。
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スタブエリア

エリアをスタブエリアにすると、エリアでフラッディングされる外部ルーティング情報の量を制

限できます。スタブエリアとは、AS外部（タイプ5）LSAが許可されないエリアです。これらの
LSAは通常、外部ルーティング情報を伝播するためにローカル自律システム全体でフラッディン
グされます。スタブエリアには、次の要件があります。

•スタブエリア内のすべてのルータはスタブルータです。

•スタブエリアには ASBRルータは存在しません。

•スタブエリアには仮想リンクを設定できません。

次の図に示すOSPFv2自律システムでは、エリア0.0.0.10内のルータはすべて、外部自律システム
に到達するためにABRを通過しなければなりません。エリア 0.0.0.10は、スタブエリアとして設
定できます。

図 25：スタブエリア

スタブエリアは、外部自律システムへのバックボーンエリアを通過する必要のあるすべてのトラ

フィックにデフォルトルートを使用します。IPv4の場合のデフォルトルートは 0.0.0.0です。

Not-So-Stubby Area

Not-So-Stubby Area（NSSA）はスタブエリアに似ていますが、相違点として、NSSAでは、再配
布を使用して NSSA内で自律システム外部ルートをインポートできます。NSSA ASBRはこれら
のルートを再配布し、NSSA外部（タイプ 7）LSAを生成して NSSA全体でフラッディングしま
す。または、NSSAを他のエリアに接続する ABRを設定することにより、この NSSA外部 LSA
を AS外部（タイプ 5）LSAに変換することもできます。こうすると、ABRは、これらの AS外
部 LSAを OSPFv2自律システム全体にフラッディングします。変換中は集約とフィルタリングが
サポートされます。

たとえば、OSPFv2を使用する中央サイトを、異なるルーティングプロトコルを使用するリモー
トサイトに接続するときにNSSAを使用すると、管理作業を簡素化できます。リモートサイトへ
のルートはスタブエリア内に再配布できないため、NSSAを使用する前に、企業サイトの境界ルー
タとリモートルータの間の接続を OSPFv2スタブエリアとして実行できません。NSSAを使用す
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ると、企業ルータとリモートルータ間のエリアを NSSAとして定義することにより、OSPFv2を
拡張してリモート接続をカバーできます。

バックボーンエリア 0を NSSAにできません。

仮想リンク

仮想リンクを使用すると、物理的に直接接続できない場合に、OSPFv2エリア ABRをバックボー
ンエリア ABRに接続できます。図は、エリア 5経由でエリア 3をバックボーンエリアに接続す
る仮想リンクを示しています。

図 26：仮想リンク

また、仮想リンクを使用して、分割エリアから一時的に回復できます。分割エリアは、エリア内

のリンクがダウンしたために隔離された一部のエリアで、ここからはバックボーンエリアへの代

表 ABRに到達できません。

ルートの再配布

OSPFv2は、ルート再配布を使用して、他のルーティングプロトコルからルートを学習できます。
リンクコストをこれらの再配布されたルートに割り当てるか、またはデフォルトリンクコスト

を再配布されたすべてのルートに割り当てるように、OSPFv2を設定します。

ルート再配布では、ルートマップを使用して、再配布する外部ルートを管理します。再配布を指

定したルートマップを設定して、どのルートがOSPFv2に渡されるかを制御する必要があります。
ルートマップを使用すると、宛先、送信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタグなどの属性

に基づいて、ルートをフィルタリングできます。ルートマップを使用して、これらの外部ルート

がローカルOSPFv2自律システムでアドバタイズされる前にAS外部（タイプ5）LSAおよびNSSA
外部（タイプ 7）LSAのパラメータを変更できます。

OSPFv2は、タイプ5 LSAの転送アドレスを次のように設定します。
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•ルートのネクストホップが接続済みルートである場合、転送アドレスはそのルートのネクス
トホップアドレスになります。

•ルートのネクストホップが再帰ルートで、ネクストホップのネクストホップが接続済みルー
トである場合、転送アドレスはそのネクストホップのネクストホップアドレスになります。

ルート集約

OSPFv2は、学習したすべてのルートを、すべてのOSPF対応ルータと共有するため、ルート集約
を使用して、すべての OSPF対応ルータにフラッディングされる一意のルートの数を削減した方
がよい場合があります。ルート集約により、より具体的な複数のアドレスが、すべての具体的な

アドレスを表す 1つのアドレスに置き換えられるため、ルートテーブルが簡素化されます。たと
えば、10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、および 10.1.3.0/24というアドレスを 1つの集約アドレス 10.1.0.0/16
に置き換えることができます。

一般的には、エリア境界ルータ（ABR）の境界ごとに集約します。集約は 2つのエリアの間でも
設定できますが、バックボーンの方向に集約する方が適切です。こうすると、バックボーンがす

べての集約アドレスを受信し、すでに集約されているそれらのアドレスを他のエリアに投入でき

るためです。集約には、次の 2つのタイプがあります。

•エリア間ルート集約

•外部ルート集約

エリア間ルート集約はABR上で設定し、自律システム内のエリア間のルートを集約します。集約
の利点を生かすには、これらのアドレスを 1つの範囲内にまとめることができるように、連続す
るネットワーク番号をエリア内で割り当てる必要があります。

外部ルート集約は、ルート再配布を使用して OSPFv2に投入される外部ルートに特有のルート集
約です。集約する外部の範囲が連続していることを確認する必要があります。異なる 2台のルー
タからの重複範囲を集約すると、誤った宛先にパケットが送信される原因となる場合があります。

外部ルート集約は、ルートを OSPFに再配布している ASBRで設定してください。

サマリーアドレスの設定時、Cisco NX-OSは、ルーティングブラックホールやルートループを
防ぐために、サマリーアドレスの廃棄ルートを自動的に設定します。

ハイアベイラビリティおよびグレースフルリスタート

Cisco NX-OSでは、複数レベルのハイアベイラビリティアーキテクチャを提供します。OSPFv2
は、ステートフルリスタートをサポートしています。これは、ノンストップルーティング（NSR）
とも呼ばれます。OSPFv2で問題が発生した場合は、以前の実行時状態からの再起動を試みます。
この場合、ネイバーはいずれのネイバーイベントも登録しません。最初の再起動が正常ではな

く、別の問題が発生した場合、OSPFv2はグレースフルリスタートを試みます。

グレースフルリスタート、つまり、Nonstop Forwarding（NSF）では、処理の再起動中も OSPFv2
がデータ転送パス上に存在し続けます。OSPFv2はグレースフルリスタートを実行する必要があ
る場合、猶予 LSAと呼ばれるリンクローカル不透明（タイプ 9）LSAを送信します。この再起動
中の OSPFv2プラットフォームは NSF対応と呼ばれます。
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猶予 LSAには猶予期間が含まれます。猶予期間とは、ネイバー OSPFv2インターフェイスが再起
動中の OSPFv2インターフェイスからの LSAを待つように指定された時間です（通常、OSPFv3
は隣接関係を解消し、ダウンした、または再起動中の OSPFv3インターフェイスが発信するすべ
てのLSAを廃棄します）。関与するネイバーはNSFヘルパーと呼ばれ、再起動中のOSPFv2イン
ターフェイスから発信されるすべてのLSAを、このインターフェイスがまだ隣接関係にあるかの
ように維持します。

再起動中の OSPFv2インターフェイスが稼働を再開すると、ネイバーを再探索して隣接関係を確
立し、LSA更新情報の送信を再開します。この時点で、NSFヘルパーは、グレースフルリスター
トが完了したと認識します。

ステートフルリスタートは次のシナリオで使用されます。

•プロセスでの問題発生後の最初の回復試行

• ISSU

• system switchoverコマンドによる手動でのスイッチオーバー

グレースフルリスタートは次のシナリオで使用されます。

•プロセスでの問題発生後の 2回目の回復試行（4分以内）

• restart ospfコマンドによるプロセスの手動での再開

•アクティブスーパーバイザの削除

• reload module active-supコマンドによるアクティブスーパーバイザのリロード

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスは、インターネット技術特別調査委員会（IETF）バージョ
ンのみをサポートしています。そのため、仮想スイッチングシステム（VSS）のルーティング
プロトコルで、NSF IETFを明示的に設定する必要があります。IETF NSFを設定するには、
ルータコンフィギュレーションモードで nsf ietfコマンドを使用します。Cisco Nexus 7000ペ
アでは、デフォルトでNSF IETFグレースフルリスタートが実行されるため、追加の設定は必
要はありません。ただし、グレースフルフェールオーバーを正常に動作させるために、レイ

ヤ 3隣接となる各ネイバーデバイスに NSFを設定し、NSFの同じモードをイネーブルにする
必要があります。

（注）

OSPFv2 スタブルータアドバタイズメント

OSPFv2スタブルータアドバタイズメント機能を使用して、OSPFv2インターフェイスをスタブ
ルータとして機能するように設定できます。この機能は、ネットワークに新規ルータを機能制限

付きで導入する場合や、過負荷になっているルータの負荷を制限する場合など、このルータ経由

の OSPFv2トラフィックを制限するときに使用します。また、この機能は、さまざまな管理上ま
たはトラフィックエンジニアリング上の理由により使用する場合もあります。

OSPFv2スタブルータアドバタイズメントは、OSPFv2ルータをネットワークトポロジから削除
しませんが、他のOSPFv2ルータがこのルータを使用して、ネットワークの他の部分にトラフィッ
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クをルーティングできないようにします。このルータを宛先とするトラフィック、またはこのルー

タに直接接続されたトラフィックだけが送信されます。

OSPFv2スタブルータアドバタイズメントは、すべてのスタブリンク（ローカルルータに直接接
続された）を、ローカルOSPFv2インターフェイスのコストとしてマークします。すべてのリモー
トリンクは、最大のコスト（0xFFFF）としてマークされます。

複数の OSPFv2 インスタンス

Cisco NX-OSは、同一ノード上で動作する複数の OSPFv2プロトコルインスタンスをサポートし
ています。同一インターフェイスには複数のインスタンスを設定できません。デフォルトでは、

すべてのインスタンスが同じシステムルータ IDを使用します。複数のインスタンスが同じOSPFv2
自律システムにある場合は、各インスタンスのルータ IDを手動で設定する必要があります。

SPF 最適化

Cisco NX-OSは、次の方法で SPFアルゴリズムを最適化します。

•ネットワーク（タイプ 2）LSA、ネットワーク集約（タイプ 3）LSA、および AS外部（タイ
プ 5）LSAの部分的な SPF。これらの LSAのいずれかが変更されると、Cisco NX-OSは、全
体的な SPF計算ではなく、より速い部分的な計算を実行します。

• SPFタイマー：さまざまなタイマーを設定して、SPF計算を制御できます。これらのタイマー
には、後続の SPF計算の幾何バックオフが含まれます。幾何バックオフにより、複数の SPF
計算による CPU負荷が制限されます。

BFD

この機能では、双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートします。BFDは、転送パスの障
害をすばやく検出するための検出プロトコルです。BFDは 2台の隣接デバイス間のサブセカンド
障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上のデータプレーンに分散でき
るため、プロトコルhelloメッセージよりもCPUを使いません。詳細については、『『CiscoNexus
7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』』を参照してください。

OSPFv2 の仮想化サポート

OSPFv2は、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは
仮想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別のVDCやVRFを設定しない限り、
デフォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。

Cisco NX-OS Release 6.1以降では、VDCごとに OSPFv2の 5つ以上のプロセスインスタンスがサ
ポートされます。ただし、MPLS LDPとMPLS TEでサポートされるのは、設定されたOSPFv2イ
ンスタンスの最初の 4つだけです。各 OSPFv2インスタンスは、システム制限値の範囲で複数の
VRFをサポートできます。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』および『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照して
ください。
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OSPFv2 のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

OSPFv2にはEnterprise Servicesライセンス
が必要です。CiscoNX-OSライセンス方式
の詳細と、ライセンスの取得および適用

の方法については、『Cisco NX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

OSPFv2 の前提条件
OSPFv2には、次の前提条件があります。

• OSPFを設定するための、ルーティングの基礎に関する詳しい知識がある。

•スイッチにログインしている。

•リモート OSPFv2ネイバーと通信可能な IPv4用インターフェイスが 1つ以上設定されてい
る。

• Enterprise Servicesライセンスがインストールされている。

• OSPFv2ネットワーク戦略と、ネットワークのプランニングが完成している。たとえば、複
数のエリアが必要かどうかを決定します。

• OSPF機能がイネーブルになっている。

•適切なライセンスをインストールし、所定の VDCを開始している（設定情報については
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を、ライセンス情
報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照）。

OSPFv2 に関する注意事項と制約事項
OSPFv2設定時の注意事項と制約事項は、次のとおりです。

• Cisco Nexus 7000は、インターネット技術特別調査委員会（IETF）バージョンのみをサポー
トしています。そのため、仮想スイッチングシステム（VSS）のルーティングプロトコル
で、NSF IETFを明示的に設定する必要があります。Cisco Nexus 7000ペアでは、デフォルト
で NSF IETFグレースフルリスタートが実行されるため、追加の設定は必要はありません。
ただし、グレースフルフェールオーバーを正常に動作させるために、レイヤ 3隣接となる各
ネイバーデバイスにNSFを設定し、NSFの同じモードをイネーブルにする必要があります。

• Cisco NX-OSは、ユーザがエリアを 10進表記で入力するか、ドット付き 10進表記で入力す
るかに関係なく、ドット付き 10進表記でエリアを表示します。
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•すべての OSPFv2ルータが、同じ RFC互換モードで動作する必要があります。Cisco NX-OS
のOSPFv2はRFC2328に準拠しています。RFC1583にのみ対応しているルータがネットワー
クに含まれている場合は、ルータコンフィギュレーションモードで rfc1583compatibilityコ
マンドを使用します。

•スケールシナリオでは、インターフェイスと OSPFプロセスのリンクステートアドバタイ
ズメントの数が大きい場合、OSPF MIBオブジェクトの SNMPエージェントのタイムアウト
値が小さい SNMPウォークは、タイムアウトになると予想されます。OSPF MIBオブジェク
トのポーリング中に問い合わせる SNMPエージェントのタイムアウトを確認する場合は、
ポーリングする SNMPエージェントのタイムアウト値を増加してください。

• Cisco NX-OS Release 6.1以降では、VDCごとに OSPFv2の 5つ以上のプロセスインスタンス
がサポートされます。ただし、MPLS LDPとMPLS TEでサポートされるのは、設定された
OSPFv2インスタンスの最初の 4つだけです。

•次の注意事項と制約事項は、CiscoNX-OSRelease 6.1以降でサポートされるアドミニストレー
ティブディスタンス機能に適用されます。

◦ OSPFルートに複数の等コストパスがある場合、アドミニストレーティブディスタンス
を設定しても match ip route-sourceコマンドに対しては決定性を持ちません。

◦アドミニストレーティブディスタンスの設定は、match route-type、match ip address
prefix-list、および match ip route-source prefix-listコマンドでのみサポートされます。
別の match文は無視されます。

◦ OSPFルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定する場合、matchroute-type、
match ip address、match ip route-sourceコマンドの間に優先順位はありません。このよ
うに、Cisco NX-OS OSPFアドミニストレーティブディスタンスを設定するためのテー
ブルマップの動作は、Cisco IOS OSPFの場合と異なります。

◦廃棄ルートには、アドミニストレーティブディスタンス220が常に割り当てられます。
テーブルマップの設定は OSPFの廃棄ルートには適用されません。

◦ Cisco NX-OSRelease 6.2(6a)以降のリリースでは、OSPFルートのネクストホップパスを
フィルタリングしてパスが RIBに追加されるのを防ぐことができます。Cisco NX-OS
Release6.2(6a)以前では、特定のパスでのフィルタリングは無視され、ルート全体がRIB
に追加されませんでした。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマン
ドは通常使用する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してくださ
い。

（注）
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OSPFv2 のデフォルト設定

表 15：デフォルトの OSPFv2 パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

110アドミニストレーティブディスタンス

10秒hello間隔

40秒デッド間隔

イネーブル廃棄ルート

60秒グレースフルリスタートの猶予期間

ディセーブルOSPFv2機能

600秒スタブルータアドバタイズメントの宣言期間

40 Gbpsリンクコスト計算の参照帯域幅

1000ミリ秒LSA最小到着時間

10秒LSAグループペーシング

200ミリ秒SPF計算初期遅延時間

5000ミリ秒SPF最小ホールドタイム

1000ミリ秒SPF計算初期遅延時間

基本的 OSPFv2 の設定

OSPFv2 のイネーブル化
OSPFv2を設定するには、事前に OSPFv2機能をイネーブルにしておく必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

OSPFv2機能をイネーブルにします。
OSPFv2機能をディセーブルにして、関
連する設定をすべて削除するには、この

コマンドの no形式を使用します。

（注）

switch(config)# [no] feature
ospf

ステップ 2   

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能を表

示します。

switch(config)# show feature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   

OSPFv2 インスタンスの作成
OSPFv2を設定する最初のステップは、OSPFv2インスタンスを作成することです。作成した
OSPFv2インスタンスには、一意のインスタンスタグを割り当てます。インスタンスタグは任意
の文字列です。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

インスタンスタグが使用されていないことを確認するには、show ip ospfinstance-tagコマンドを
使用します。

OSPFv2がルータ ID（設定済みのループバックアドレスなど）を入手可能であるか、またはルー
タ IDオプションを設定する必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みのイン
スタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router
ospfinstance-tag

ステップ 2   

OSPFv2とそれに関連する設定をすべて削除す
るには、グローバルコンフィギュレーション

モードでこのコマンドのno形式を使用します。

インタフェイスコンフィギュレーションモー

ドでこのコマンドの no形式を使用しても、
OSPFの設定は削除されません。インターフェ
イスモードで設定されたOSPFv2コマンドはい
ずれも、手動で削除する必要があります。

（注）

（任意）

OSPFv2ルータ IDを設定します。この IPアドレスによ
り、この OSPFv2インスタンスが識別されます。このア

switch(config-router)#
router-idip-address

ステップ 3   

ドレスは、システムの設定済みインターフェイス上に存

在する必要があります。

このコマンドは、OSPFプロセスを自動的に再起動し、
ルータ IDを設定後に変更します。

（任意）

OSPF情報を表示します。
switch(config-router)#
show ip ospfinstance-tag

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   

OSPFv2 インスタンスのオプションパラメータの設定
OSPFのオプションパラメータを設定できます。次のコマンドは、ルータコンフィギュレーショ
ンモードで使用できます。

OSPFv2インスタンスパラメータの詳細については、「高度な OSPFv2の設定」の項を参照して
ください。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

OSPFv2がルータ ID（設定済みのループバックアドレスなど）を入手可能であるか、またはルー
タ IDオプションを設定する必要があります。
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正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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

この OSPFv2インスタンスのアドミニストレーティブ
ディスタンスを設定します。範囲は 1～ 255です。デ
フォルトは 110です。

switch(config-router)#
distance number

ステップ 1   

ネイバーの状態が変化するたびに、システムメッセー

ジを生成します。

switch(config-router)#
log-adjacency-changes
[detail]

ステップ 2   

ルートテーブル内の宛先への同じ OSPFv2パスの最大
数を設定します。このコマンドはロードバランシング

switch(config-router)#
maximum-paths
path-number

ステップ 3   

に使用されます。指定できる範囲は 1～ 16です。デ
フォルト値は 8です。

ローカルホストのデータベースを検索または IPv6の
DNS名を照会することでホスト名にOSPFルータ IDを

switch(config-router)#
[no]name-lookup
path-number

ステップ 4   

変換できます。このコマンドでは、デバイスがルータ

IDまたはネイバー IDではなく名前によって表示され
るため、デバイスを簡単に識別できます。

DNS名として OSPFルータ IDが表示される
のを停止するには、このコマンドの no形式
を使用します。

（注）

すべてのインターフェイス上でルーティングが更新さ

れないようにします。このコマンドは、VRFまたはイ
switch(config-router)#
passive-interface default

ステップ 5   

ンターフェイスコマンドモードの設定によって上書き

されます。

次の例は、OSPFv2インスタンスを作成する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# copy running-config startup-config

OSPFv2 でのネットワークの設定
ルータがそのネットワークへの接続に使用するインターフェイスを介してネットワークを関連付

けることで、OSPFv2にネットワークを設定できます。すべてのネットワークをデフォルトバッ
クボーンエリア（エリア 0）に追加したり、任意の 10進数または IPアドレスを使用して新規エ
リアを作成したりできます。
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すべてのエリアは、バックボーンエリアに直接、または仮想リンク経由で接続する必要があ

ります。

（注）

インターフェイスに有効な IPアドレスを設定するまでは、OSPFはインターフェイス上でイ
ネーブルにされません。

（注）

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

このインターフェイスにIPアドレスおよびサブネッ
トマスクを割り当てます。

switch(config-if)# ip address
ip-prefix/length

ステップ 3   

OSPFv2インスタンスおよびエリアにインターフェ
イスを追加します。

switch(config-if)# ip router
ospf instance-tag area area-id
[secondaries none]

ステップ 4   

（任意）

OSPF情報を表示します。
switch(config-if)# show ip ospf
instance-tag interface
interface-type slot/port

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   

（任意）

このインターフェイスの OSPFv2コストメトリッ
クを設定します。デフォルトでは、参照帯域幅とイ

switch(config)# ip ospf cost
number

ステップ 7   

ンターフェイス帯域幅に基づいて、コストメトリッ

クが計算されます。有効な範囲は1～65535です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

OSPFv2デッド間隔を秒単位で設定します。有効な
範囲は 1～ 65535です。デフォルトでは、hello間
隔の秒数の 4倍です。

switch(config)# ip ospf
dead-interval seconds

ステップ 8   

（任意）

OSPFv2hello間隔を秒単位で設定します。有効な範
囲は 1～ 65535です。デフォルトは 10秒です。

switch(config)# ip ospf
hello-interval seconds

ステップ 9   

（任意）

OSPFv2で、ネイバーとのあらゆる IP MTU不一致
が無視されるように設定します。デフォルトでは、

switch(config)# ip ospf
mtu-ignore

ステップ 10   

ネイバーMTUがローカルインターフェイスMTU
が不一致の場合には、隣接関係が確立されません。

（任意）

インターフェイス上でルーティングが更新されない

ようにします。このコマンドによって、ルータまた

switch(config)# [default | no]
ip ospf passive-interface

ステップ 11   

はVRFコマンドモードの設定が上書きされます。
defaultオプションは、このインターフェイスモー
ドコマンドを削除して、ルータまたはVRFの設定
に戻します（設定がある場合）。

（任意）

エリアのDRの決定に使用されるOSPFv2プライオ
リティを設定します。有効な範囲は0～255です。
デフォルトは 1です。

switch(config)# ip ospf priority
number

ステップ 12   

（任意）

このインターフェイス上のOSPFv2インスタンスを
シャットダウンします。

switch(config)# ip ospf
shutdown

ステップ 13   

次に、OSPFv2インスタンス 201にネットワークエリア 0.0.0.10を追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/16
switch(config-if)# ip router ospf 201 area 0.0.0.10
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスの設定を確認するには、show ip ospf interfaceコマンドを使用します。このイン
ターフェイスのネイバーを確認するには、show ip ospf neighborコマンドを使用します。
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エリアの認証の設定

エリア内のすべてのネットワーク、またはエリア内の個々のインターフェイスの認証を設定でき

ます。インターフェイス認証設定を使用すると、エリア認証は無効になります。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

インターフェイス上のすべてのネイバーが、共有認証キーを含め、同じ認証設定を共有すること

を確認します。

この認証設定のためのキーチェーンを作成します。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照してください。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

OSPFv2の場合、key key-idコマンドのキー IDの値は 0～ 255です。（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   

新規OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みの
インスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

エリアの認証モードを設定します。switch(config-router)# area
area-id authentication
[message-digest]

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config-router)# interface
interface-type slot/port

ステップ 4   

（任意）

1番目のコマンドは、このインターフェイスに簡易
パスワード認証を設定します。認証が、キーチェー

次のいずれかのコマンドを設

定します。

ステップ 5   

• ip ospf authentication-key
[0 | 3] key ンにもメッセージダイジェストにも設定されてい

ない場合は、このコマンドを使用します。キーワー
• ip ospf message-digest-key
key-idmd5 [0 | 3] key

ド 0の場合は、パスワードをクリアテキストで設
定します。キーワード 3の場合は、パスワードを
3DES暗号化として設定します。

2番目のコマンドは、このインターフェイスにメッ
セージダイジェスト認証を設定します。認証がメッ

セージダイジェストに設定されている場合は、こ

のコマンドを使用します。key-idの範囲は 1～ 255
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目的コマンドまたはアクション

です。MD5オプションが 0の場合はパスワードが
クリアテキストで設定され、3の場合はパスキー
が 3DES暗号化として設定されます。

（任意）

OSPF情報を表示します。
switch(config)# show ip ospf
instance-tag interface
interface-type slot/port

ステップ 6   

（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 7   

インターフェイスの認証の設定

エリア内のすべてのネットワーク、またはエリア内の個々のインターフェイスの認証を設定でき

ます。インターフェイス認証設定を使用すると、エリア認証は無効になります。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

インターフェイス上のすべてのネイバーが、共有認証キーを含め、同じ認証設定を共有すること

を確認します。

この認証設定のためのキーチェーンを作成します。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照してください。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

OSPFv2の場合、key key-idコマンドのキー IDの値は 0～ 255です。（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   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFv2のインターフェイス認証モードをクリアテキス
トタイプとメッセージダイジェストタイプのどちら

switch(config-if)# ip ospf
authentication
[message-digest]

ステップ 3   

かでイネーブルにします。これにより、エリアに基づ

くこのインターフェイスの認証が無効となります。す

べてのネイバーが、この認証タイプを共有する必要が

あります。

（任意）

OSPFv2のキーチェーンを使用するようにインターフェ
イス認証を設定します。キーチェーンの詳細について

switch(config-if)# ip ospf
authentication key-chain
key-name

ステップ 4   

は、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Security Configuration
Guide』を参照してください。

（任意）

このインターフェイスに簡易パスワード認証を設定し

ます。認証が、キーチェーンにもメッセージダイジェ

switch(config-if)# ip ospf
authentication-key [0 | 3 | 7]
key

ステップ 5   

ストにも設定されていない場合は、このコマンドを使

用します。

オプションは次のとおりです。

• 0：パスワードをクリアテキストで設定します。

• 3：パスキーを 3DES暗号化として設定します。

• 7：パスキーを Ciscoタイプ 7暗号化として設定
します。

（任意）

このインターフェイスにメッセージダイジェスト認証

を設定します。認証がメッセージダイジェストに設定

switch(config-if)# ip ospf
message-digest-key key-id
md5 [0 | 3 | 7] key

ステップ 6   

されている場合は、このコマンドを使用します。key-id
の範囲は 1～ 255です。MD5オプションは次のとおり
です。

• 0：パスワードをクリアテキストで設定します。

• 3：パスキーを 3DES暗号化として設定します。

• 7：パスキーを Ciscoタイプ 7暗号化として設定
します。

（任意）

OSPF情報を表示します。
switch(config-if)# show ip
ospf instance-tag interface
interface-type slot/port

ステップ 7   
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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)# copy
running-config
startup-config

ステップ 8   

次に、インターフェイスに暗号化されていない簡単なパスワードを設定し、イーサネットイン

ターフェイス 1/2のパスワードを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# ip router ospf 201 area 0.0.0.10
switch(config-if)# ip ospf authentication
switch(config-if)# ip ospf authentication-key 0 mypass
switch(config-if)# copy running-config startup-config

高度な OSPFv2 の設定

境界ルータのフィルタリストの設定

OSPFv2ドメインを関連ネットワークを含む一連のエリアに分割できます。すべてのエリアは、エ
リア境界ルータ（ABR）経由でバックボーンエリアに接続している必要があります。OSPFv2ド
メインは、自律システム境界ルータ（ASBR）を介して、外部ドメインにも接続可能です。

ABRには、省略可能な次の設定パラメータがあります。

• Area range：エリア間のルート集約を設定します。

• Filter list：外部エリアから受信したネットワーク集約（タイプ 3）LSAをフィルタリングし
ます。

ASBRもフィルタリストをサポートしています。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

フィルタリストが、着信または発信ネットワーク集約（タイプ 3）LSAの IPプレフィックスの
フィルタリングに使用するルートマップを作成します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定
済みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

ABR上で着信または発信ネットワーク集約
（タイプ 3）LSAをフィルタリングします。

switch(config-router)# area area-id
filter-list route-map map-name {in
| out}

ステップ 3   

（任意）

OSPFポリシー情報を表示します。
switch(config-if)# show ip ospf
policy statistics area id filter-list {in
| out}

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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

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。

次に、エリア 0.0.0.10でフィルタリストを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 filter-list route-map FilterLSAs in
switch(config-router)# copy running-config startup-config

スタブエリアの設定

OSPFv2ドメインの外部トラフィックが不要な個所にスタブエリアを設定できます。スタブエリ
アはAS外部（タイプ5）LSAをブロックし、選択したネットワークへの往復の不要なルーティン
グを制限します。また、すべての集約ルートがスタブエリアを経由しないようブロックすること

もできます。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

設定されるスタブエリア内に、仮想リンクと ASBRのいずれも含まれないことを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

このエリアをスタブエリアとして作成します。switch(config-router)# area
area-id stub

ステップ 3   

（任意）

このスタブエリアに送信されるデフォルト集約

ルートのコストメトリックを設定します。指定

switch(config-router)# area
area-id default-cost cost

ステップ 4   

できる範囲は0～16777215です。デフォルトは
1です。

（任意）

OSPF情報を表示します。
switch(config-if)# show ip ospf
instance-tag

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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、スタブエリアを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 stub
switch(config-router)# copy running-config startup-config

Totally Stubby エリアの設定
Totally Stubbyエリアを作成して、すべての集約ルート更新がスタブエリアに入るのを防ぐことが
できます。Totally Stubbyエリアを作成するには、ルータコンフィギュレーションモードで次の
コマンドを使用します。

目的コマンド

このエリアを Totally Stubbyエリアとして作成
します。

router ospf instance-tag
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NSSA の設定
OSPFv2ドメインの一部で一定限度の外部トラフィックが必要な場合は、その部分にNSSAを設定
できます。また、この外部トラフィックをAS外部（タイプ5）LSAに変換して、このルーティン
グ情報でOSPFv2ドメインをフラッディングすることもできます。NSSAは、省略可能な次のパラ
メータで設定できます。

• No redistribution：再配布されたルートは、NSSAをバイパスして OSPFv2自律システム内の
他のエリアに再配布されます。このオプションは、NSSAASBRがABRも兼ねているときに
使用します。

• Default information originate：外部自律システムへのデフォルトルートの NSSA外部（タイプ
7）LSAを生成します。このオプションは、ASBRのルーティングテーブルにデフォルト
ルートが含まれる場合にNSSAASBR上で使用します。このオプションは、ASBRのルーティ
ングテーブルにデフォルトルートが含まれるかどうかに関係なく、NSSAASBR上で使用で
きます。

• Route map：目的のルートだけが NSSAおよび他のエリア全体でフラッディングされるよう
に、外部ルートをフィルタリングします。

• Translate：NSSA外のエリア向けに、NSSA外部 LSAを AS外部 LSAに変換します。再配布
されたルートをOSPFv2自律システム全体でフラッディングするには、このコマンドをNSSA
ABR上で使用します。また、これらのAS外部LSAの転送アドレスを無効にすることもでき
ます。このオプションを選択した場合は、転送アドレスが 0.0.0.0に設定されます。

• No summary：すべての集約ルートがNSSAでフラッディングされないようにします。このオ
プションは NSSA ABR上で使用します。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

設定する NSSA上に仮想リンクがないことと、この NSSAがバックボーンエリアでないことを確
認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、
設定済みのインスタンスタグを割り当て

ます。

switch(config)# router ospf instance-tagステップ 2   

このエリアを NSSAとして作成します。switch(config-router)# area area-id nssa
[no-redistribution]

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

[default-information-originate]originate
[route-map map-name]] [no-summary]
[translate type7 {always | never}
[suppress-fa]]

（任意）

この NSSAに送信されるデフォルト集約
ルートのコストメトリックを設定します。

switch(config-router)# area area-id
default-cost cost

ステップ 4   

（任意）

OSPF情報を表示します。
switch(config-if)# show ip ospf
instance-tag

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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

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。

次に、すべての集約ルート更新をブロックする NSSAを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa no-summary
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、デフォルトルートを生成する NSSAを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa default-info-originate
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、外部ルートをフィルタリングし、すべての集約ルート更新をブロックする NSSAを作成す
る例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa route-map ExternalFilter no-summary
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、常にNSSA外部（タイプ 5）LSAをAS外部（タイプ 7）LSAに変換するNSSAを作成する
例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa translate type 7 always
switch(config-router)# copy running-config startup-config

仮想リンクの設定

仮想リンクは、隔離されたエリアを中継エリアを介してバックボーンエリアに接続します。仮想

リンクには、省略可能な次のパラメータを設定できます。

• Authentication：簡単なパスワード認証またはMD5メッセージダイジェスト認証、および関
連付けられたキーを設定します。
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• Dead interval：ローカルルータがデッドであることを宣言し、隣接関係を解消する前に、ネ
イバーが helloパケットを待つ時間を設定します。

• Hello interval：連続する helloパケット間の時間間隔を設定します。

• Retransmit interval：連続する LSA間の推定時間間隔を設定します。

• Transmit delay：LSAをネイバーに送信する推定時間を設定します。

リンクがアクティブになる前に、関与する両方のルータで仮想リンクを設定する必要がありま

す。

（注）

スタブエリアには仮想リンクを追加できません。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済み
のインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

リモートルータへの仮想リンクの端を作成します。

仮想リンクをリモートルータ上に作成して、リン

クを完成させる必要があります。

switch(config-router)# area
area-id virtual link router-id

ステップ 3   

（任意）

OSPF仮想リンク情報を表示します。
switch(config-router-vlink)#
show ip ospf virtual-link [brief]

ステップ 4   

（任意）

この仮想リンクに対するエリアに基づく認証を無

効にします。

switch(config-router-vlink)#
authentication [key-chain key-id
message-digest | null]

ステップ 5   

（任意）

この仮想リンクに簡易パスワードを設定します。

認証が、キーチェーンにもメッセージダイジェス

switch(config-router-vlink)#
authentication-key [0 | 3] key

ステップ 6   

トにも設定されていない場合は、このコマンドを

使用します。0の場合は、パスワードをクリアテ
キストで設定します。3の場合は、パスワードを
3DES暗号化として設定します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

OSPFv2デッド間隔を秒単位で設定します。有効な
範囲は 1～ 65535です。デフォルトでは、hello間
隔の秒数の 4倍です。

switch(config-router-vlink)#
dead-interval seconds

ステップ 7   

（任意）

OSPFv2 hello間隔を秒単位で設定します。有効な
範囲は 1～ 65535です。デフォルトは 10秒です。

switch(config-router-vlink)#
hello-interval seconds

ステップ 8   

（任意）

この仮想リンクにメッセージダイジェスト認証を

設定します。認証がメッセージダイジェストに設

switch(config-router-vlink)#
message-digest-key key-idmd5
[0 | 3] key

ステップ 9   

定されている場合は、このコマンドを使用します。

0の場合は、パスワードをクリアテキストで設定
します。3の場合は、パスキーを 3DES暗号化と
して設定します。

（任意）

OSPFv2再送間隔を秒単位で設定します。有効な範
囲は 1～ 65535です。デフォルトは 5分です。

switch(config-router-vlink)#
retransmit-interval seconds

ステップ 10   

（任意）

OSPFv2送信遅延を秒単位で設定します。指定でき
る範囲は 1～ 450です。デフォルトは 1です。

switch(config-router-vlink)#
transmit-delay seconds

ステップ 11   

（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 12   

次に、2つの ABR間に簡単な仮想リンクを作成する例を示します。

ABR 1（ルータ ID 27.0.0.55）の設定は、次のとおりです。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 virtual-link 10.1.2.3
switch(config-router)# copy running-config startup-config

ABR 2（ルータ ID 10.1.2.3）の設定は、次のとおりです。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 101
switch(config-router)# area 0.0.0.10 virtual-link 27.0.0.55
switch(config-router)# copy running-config startup-config
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再配布の設定

他のルーティングプロトコルから学習したルートを、ASBR経由で OSPFv2自律システムに再配
布できます。

OSPFでのルート再配布には、省略可能な次のパラメータを設定できます。

• Default information originate：外部自律システムへのデフォルトルートのAS外部（タイプ 5）
LSAを生成します。

Default information originateはオプションのルートマップ内の match文を無視
します。

（注）

• Default metric：すべての再配布ルートに同じコストメトリックを設定します。

スタティックルートを再配布すると、CiscoNX-OSはデフォルトのスタティッ
クルートも再配布します。

（注）

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

再配布で使用する、必要なルートマップを作成します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みのイ
ンスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

設定したルートマップ経由で、選択したプロトコル

を OSPFに再配布します。
switch(config-router)#
redistribute {bgp id | direct |
eigrp id | isis id ospf id rip id |
static} route-map map-name

ステップ 3   

スタティックルートを再配布すると、Cisco
NX-OSはデフォルトのスタティックルート
も再配布します。

（注）

デフォルトルートが RIBに存在する場合は、この
OSPFドメインにデフォルトルートを作成します。次
の省略可能なキーワードを使用します。

switch(config-router)#
default-information originate
[always] [route-map
map-name]

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

• always：ルートが RIBに存在しない場合でも、
常にデフォルトルート 0.0.0.を生成します。

• route-map：ルートマップが trueを返す場合にデ
フォルトルートを生成します。

このコマンドは、ルートマップのmatch文
を無視します。

（注）

再配布されたルートのコストメトリックを設定しま

す。このコマンドは、直接接続されたルートには適用

switch(config-router)#
default-metric [cost]

ステップ 5   

されません。ルートマップを使用して、直接接続さ

れたルートのデフォルトのメトリックを設定します。

（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   

次に、すべての集約ルート更新をブロックする NSSAを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# redistribute bgp route-map FilterExternalBGP
switch(config-router)# copy running-config startup-config

再配布されるルート数の制限

ルートの再配布によって、OSPFv2ルートテーブルに多くのルートが追加される可能性がありま
す。外部プロトコルから受け取るルートの数の上限を設定できます。OSPFv2には、再配布ルート
の制限を設定するために次のオプションが用意されています。

•上限固定：設定された最大値にOSPFv2が達すると、メッセージをログに記録します。OSPFv2
は以降の再配布ルートを受け取りません。任意で、最大値のしきい値パーセンテージを設定

して、OSPFv2がこのしきい値を超えたときに警告を記録するようにすることもできます。

•警告のみ：OSPFv2が最大値に達したときのみ、警告のログを記録します。OSPFv2は、再配
布されたルートを受け入れ続けます。

•取り消し：OSPFv2が最大値に達したときにタイムアウト期間を開始します。このタイムア
ウト期間後、現在の再配布されたルート数が最大制限より少なければ、OSPFv2はすべての
再配布されたルートを要求します。再配布されたルートの現在数が最大数に達した場合、

OSPFv2はすべての再配布されたルートを取り消します。OSPFv2が追加の再配布されたルー
トを受け付ける前に、この状況を解消する必要があります。

•任意で、タイムアウト期間を設定できます。
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はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みの
インスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

設定したルートマップ経由で、選択したプロトコル

を OSPFに再配布します。
switch(config-router)#
redistribute {bgp id direct |
eigrp id | isis id | ospf id | rip id |
static} route-map map-name

ステップ 3   

OSPFv2が配布するプレフィックスの最大数を指定
します。指定できる範囲は 0～ 65536です。任意で
次のオプションを指定します。

switch(config-router)#
redistribute maximum-prefix
max [threshold] [warning-only |
withdraw [num-retries timeout]]

ステップ 4   

• threshold：警告メッセージをトリガーする最大
プレフィックスの割合。

• warning-only：プレフィックスの最大数を超え
たときに警告メッセージを記録します。

• withdraw：再配布されたすべてのルートを取
り消します。任意で再配布されたルートを取得

しようと試みます。num-retriesの範囲は 1～
12です。timeoutは 60～ 600秒です。デフォル
トは 300秒です。clear ip ospf redistributionコ
マンドは、すべてのルートが取り消された場合

に使用します。

（任意）

OSPFv2設定を表示します。
switch(config-router)# show
running-config ospf

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   
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次に、OSPFに再配布されるルートの数を制限する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# redistribute bgp route-map FilterExternalBGP
switch(config-router)# redistribute maximum-prefix 1000 75

ルート集約の設定

集約したアドレス範囲を設定することにより、エリア間ルートのルート集約を設定できます。ま

た、ASBR上のこれらのルートの集約アドレスを設定して、外部の再配布されたルートのルート
集約を設定することもできます。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みの
インスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

1番目のコマンドは、一定範囲のアドレスのサマリー
アドレスを ABR上に作成します。このサマリーア

次のいずれかのコマンドを設

定します。

ステップ 3   

ドレスをネットワーク集約（タイプ 3）LSAにアド• area area-id range
ip-prefix/length
[no-advertise] [cost cost]

バタイズしないようにすることもできます。costの
範囲は 0～ 16777215です。

2番目のコマンドは、一定範囲のアドレスのサマリー
アドレスをASBR上に作成します。ルートマップに

• summary-address
ip-prefix/length
[no-advertise | tag tag] よる再配布で使用できるように、このサマリーアド

レスにタグを割り当てることもできます。

（任意）

サマリーアドレスの設定時、CiscoNX-OSソフトウェ
アは、ルーティングブラックホールやルートルー

switch(config-router)# [no]
discard route {internal |
external}

ステップ 4   

プを防ぐために、サマリーアドレスの廃棄ルートを

自動的に設定します。廃棄ルートが作成されないよ

うにするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

（任意）

OSPFサマリーアドレスに関する情報を表示します。
switch(config-router)# show ip
ospf summary-address

ステップ 5   
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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)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、ABR上のエリア間の集約アドレスを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 range 10.3.0.0/16
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、ASBR上の集約アドレスを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# summary-address 10.5.0.0/16
switch(config-router)# copy running-config startup-config

スタブルートアドバタイズメントの設定

このルータ経由のOSPFv2トラフィックを短期間だけ制限する場合は、スタブルートアドバタイ
ズメントを使用します。

スタブルートアドバタイズメントは、省略可能な次のパラメータで設定できます。

• on startup：指定した宣言期間だけ、スタブルートアドバタイズメントを送信します。

• wait-for bgp：BGPがコンバージェンスするまで、スタブルートアドバタイズメントを送信
します。

ルータの実行コンフィギュレーションがグレースフルシャットダウンを行うよう設定されて

いる場合は、その実行コンフィギュレーションを保存しないでください。保存すると、ルータ

が、リロード後に最大メトリックをアドバタイズし続けることになります。

（注）

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設
定済みのインスタンスタグを割り当てま

す。

switch(config)# router ospfinstance-tagステップ 2   

OSPFv2スタブルートアドバタイズメント
を設定します。

switch(config-router)#max-metric
router-lsa [external-lsa
[max-metric-value]] [include-stub]

ステップ 3   

[on-startup [seconds]] [wait-for bgptag]
[summary-lsa [max-metric-value]]

（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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

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。

次に、起動時にスタブルータアドバタイズメントを、デフォルトの 600秒間イネーブルにする例
を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# max-metric router-lsa on-startup
switch(config-router)# copy running-config startup-config

ルートのアドミニストレーティブディスタンスの設定

Cisco NX-OS Release 6.1以降では、RIBにOSPFv2によって追加されるルートのアドミニストレー
ティブディスタンスを設定できます。

アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報源の信頼性を示す評価基準です。値

が高いほど信頼性の評価は低くなります。一般的にルートは、複数のルーティングプロトコルを

通じて検出されます。アドミニストレーティブディスタンスは、複数のルーティングプロトコル

から学習したルートを区別するために使用されます。最もアドミニストレーティブディスタンス

が低いルートが IPルーティングテーブルに組み込まれます。

はじめる前に

OSPFがイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

この機能に関する注意事項と制約事項を参照してください。
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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   

新規OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みのイン
スタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

OSPFv2ルートを RIBに送信する前に、OSPFv2ルート
をフィルタリングまたは変更するポリシーを設定しま

switch(config-router)# [no]
table-mapmap-name [filter]

ステップ 3   

す。マップ名には最大 63文字の英数字を入力できま
す。

filterキーワードは、ルートマップ（map-name）の設定
で許可されているルートのみをルーティング情報ベー

ス（RIB）にダウンロードするように指定します。

ルータコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-router)# exitステップ 4   

ルートマップを作成するか、または既存のルートマッ

プに対応するルートマップコンフィギュレーション

switch(config)# route-map
map-name [permit | deny]
[seq]

ステップ 5   

モードを開始します。ルートマップのエントリを順序

付けるには、seqを使用します。

permitオプションを指定すると、ディスタン
スを設定できるようになります。denyオプ
ションを使用すると、デフォルトのディスタ

ンスが適用されます。

（注）

次のルートタイプのいずれかと照合します。switch(config-route-map)#
match route-type route-type

ステップ 6   

• external：外部ルート（BGP、EIGRP、OSPFタイプ
1または 2）

• inter-area：OSPFエリア間ルート

• internal：内部ルート（OSPFエリア内またはエリア
間ルートを含む）

• intra-area：OSPFのエリア内ルート

• nssa-external：NSSA外部ルート（OSPFタイプ 1
または 2）

• type-1：OSPF外部タイプ 1ルート

• type-2：OSPF外部タイプ 2ルート
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目的コマンドまたはアクショ

ン

1つまたは複数の IPプレフィックスリストに対して、
ルートの IPv4ルート送信元アドレスまたはルータ ID

switch(config-route-map)#
match ip route-source
prefix-list name

ステップ 7   

と照合します。プレフィックスリストを作成するには、

ip prefix-listコマンドを使用します。

1つまたは複数の IPv4プレフィックスリストと照合。
プレフィックスリストを作成するには、ipprefix-listコ
マンドを使用します。

switch(config-route-map)#
match ip address prefix-list
name

ステップ 8   

OSPFv2のルートのアドミニストレーティブディスタン
スを設定します。範囲は 1～ 255です。

switch(config-route-map)#
set distance value

ステップ 9   

（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 10   

次に、OSPFv2アドミニストレーティブディスタンスについて、エリア間ルートを150、外部ルー
トを 200、およびプレフィックスリスト p1内のすべてのプレフィックスを 190に設定する例を示
します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# table-map foo
switch(config-router)# exit
switch(config)# route-map foo permit 10
switch(config-route-map)# match route-type inter-area
switch(config-route-map)# set distance 150
switch(config)# route-map foo permit 20
switch(config-route-map)# match route-type external
switch(config-route-map)# set distance 200
switch(config)# route-map foo permit 30
switch(config-route-map)# match ip route-source prefix-list p1
switch(config-route-map)# match ip address prefix-list p1
switch(config-route-map)# set distance 190

次に、VLAN 10を介して学習されるネクストホップをブロックするためのルートマップを設定
する例を示します。
switch(config)# route-map Filter-OSPF 10 deny
switch(config-route-map)# match interface VLAN 10
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map Filter-OSPF 20 permit

次の例では、table-mapコマンドを設定しています（filterキーワードを指定して）。VLAN 10を
介して学習されたネクストホップパスをルートマップ（Filter-OSPF）を使用して削除し、VLAN
20を介して学習されたネクストホップパスは削除しないようにします。
switch(config)# route ospf p1
switch(config-router)# table-map Filter-OSPF filter
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デフォルトタイマーの変更

OSPFv2には、プロトコルメッセージの動作および最短パス優先（SPF）の計算を制御する多数の
タイマーが含まれています。OSPFv2には、省略可能な次のタイマーパラメータが含まれます。

• LSA arrival time：ネイバーから着信する LSA間で許容される最小間隔を設定します。この時
間より短時間で到着する LSAはドロップされます。

• PacingLSAs：LSAが集められてグループ化され、リフレッシュされて、チェックサムが計算
される間隔、つまり期限切れとなる間隔を設定します。このタイマーによって、LSA更新の
実行頻度や、LSA更新メッセージで送信される LSA更新情報の数が制御されます。

• Throttle LSAs：LSA生成のレート制限を設定します。このタイマーは、トポロジが変更され
た後に LSAが生成される頻度を制御します。

• Throttle SPF calculation：SPF計算の実行頻度を制御します。

インターフェイスレベルでは、次のタイマーも制御できます。

• Retransmit interval：連続する LSA間の推定時間間隔を設定します。

• Transmit delay：LSAをネイバーに送信する推定時間を設定します。

はじめる前に

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済み
のインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

LSA到着時間をミリ秒で設定します。範囲は 10～
600000です。デフォルトは 1000ミリ秒です。

switch(config-router)# timers
lsa-arrival msec

ステップ 3   

LSAがグループ化される間隔を秒で設定します。
範囲は 1～ 1800です。デフォルトは 240秒です。

switch(config-router)# timers
lsa-group-pacing seconds

ステップ 4   

次のタイマーを使用して、LSA生成のレート制限
をミリ秒で設定します。

switch(config-router)# timers
throttle lsa start-time
hold-interval max-time

ステップ 5   

• start-time：指定できる範囲は 50～ 5000ミリ
秒です。デフォルト値は 50ミリ秒です。
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目的コマンドまたはアクション

• hold-interval：指定できる範囲は 50～ 30,000
ミリ秒です。デフォルト値は 5000ミリ秒で
す。

• max-time：指定できる範囲は 50～ 30,000ミリ
秒です。デフォルト値は 5000ミリ秒です。

SPF最適パススケジュール初期遅延時間と、各SPF
最適パス計算間の最小ホールドタイム（秒単位）

switch(config-router)# timers
throttle spf delay-time hold-time
max-wait

ステップ 6   

を設定します。指定できる範囲は 1～ 600000で
す。デフォルトは、遅延時間なし、およびホール

ドタイム 5000ミリ秒です。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface type
slot/port

ステップ 7   

このインターフェイスの hello間隔を設定します。
有効な範囲は 1～ 65535です。デフォルトは 10で
す。

switch(config-if)# ip ospf
hello-interval seconds

ステップ 8   

このインターフェイスのデッド間隔を設定します。

有効な範囲は 1～ 65535です。
switch(config-if)# ip ospf
dead-interval seconds

ステップ 9   

このインターフェイスから送信される各 LSA間の
推定時間間隔を設定します。有効な範囲は 1～
65535です。デフォルトは 5分です。

switch(config-if)# ip ospf
retransmit-interval seconds

ステップ 10   

LSAをネイバーに送信する推定時間間隔を秒で設
定します。指定できる範囲は1～450です。デフォ
ルトは 1です。

switch(config-if)# ip ospf
transmit-delay seconds

ステップ 11   

（任意）

OSPFに関する情報を表示します。
switch(config-if)# show ip ospfステップ 12   

（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 13   

次に、lsa-group-pacingオプションで LSAフラッディングを制御する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# timers lsa-group-pacing 300
switch(config-router)# copy running-config startup-config
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グレースフルリスタートの設定

デフォルトでは、グレースフルリスタートはイネーブルです。OSPFv2インスタンスのグレース
フルリスタートには、省略可能な次のパラメータを設定できます。

• Graceperiod：グレースフルリスタートの開始後に、ネイバーが隣接関係を解消するまでに待
つ時間を設定します。

• Helper mode disabled：ローカル OSPFv2インスタンスのヘルパーモードをディセーブルにし
ます。OSPFv2は、ネイバーのグレースフルリスタートには関与しません。

• Planned graceful restart only：予定された再起動の場合にだけグレースフルリスタートがサポー
トされるように OSPFv2を設定します。

はじめる前に

OSPFがイネーブルになっていることを確認します。

すべてのネイバーで、一致した省略可能なパラメータ一式とともにグレースフルリスタートが設

定されていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 2   

グレースフルリスタートをイネーブルにしま

す。グレースフルリスタートは、デフォルトで

イネーブルにされています。

switch(config-router)#
graceful-restart

ステップ 3   

（任意）

猶予期間を秒で設定します。指定できる範囲は

5～ 1800です。デフォルトは 60秒です。

switch(config-router)#
graceful-restart grace-period
seconds

ステップ 4   

（任意）

ヘルパーモードをディセーブルにします。この

機能は、デフォルトでイネーブルにされていま

す。

switch(config-router)#
graceful-restart helper-disable

ステップ 5   

（任意）

予定されている再起動に対してのみグレースフ

ルリスタートを設定します。

switch(config-router)#
graceful-restart planned-only

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

OSPF情報を表示します。
switch(config-if)# show ip ospf
instance-tag

ステップ 7   

（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 8   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、ディセーブルにされているグレースフルリスタートをイネーブルにし、猶予期間を 120秒
に設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# graceful-restart
switch(config-router)# graceful-restart grace-period 120
switch(config-router)# copy running-config startup-config

OSPFv2 インスタンスの再起動
OSPFv2インスタンスは再起動できます。この処理では、インスタンスのすべてのネイバーが消去
されます。

OSPFv2インスタンスを再起動して、関連付けられたすべてのネイバーを削除するには、次のコマ
ンドを使用します。

目的コマンド

OSPFv2インスタンスを再起動して、すべての
ネイバーを削除します。

restart ospf instance-tag

仮想化による OSPFv2 の設定
VDCごとに複数の OSPFv2インスタンスを設定できます。各 VDC内に複数の VRFを作成して、
各 VRFで同じまたは複数の OSPFv2インスタンスを使用することもできます。VRFには OSPFv2
インターフェイスを割り当てます。

インターフェイスの VRFを設定した後に、インターフェイスの他のすべてのパラメータを設
定します。インターフェイスの VRFを設定すると、そのインターフェイスのすべての設定が
削除されます。

（注）
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はじめる前に

VDCを作成します。

OSPF機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新しい VRFを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config)# vrf context
vrf-name

ステップ 2   

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospf
instance-tag

ステップ 3   

VRFコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

switch(config-router)# vrf
vrf-name

ステップ 4   

（任意）

このVRFのルートテーブル内の宛先について、
その宛先への同等 OSPFv2パスの最大数を設定
します。ロードバランシングに使用されます。

switch(config-router-vrf)#
maximum-paths path

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config-router-vrf)#
interface interface-type slot/port

ステップ 6   

このインターフェイスを VRFに追加します。switch(config-if)# vrf member
vrf-name

ステップ 7   

このインターフェイスの IPアドレスを設定しま
す。このステップは、このインターフェイスを

VRFに割り当てたあとに行う必要があります。

switch(config-if)# ip address
ip-prefix/length

ステップ 8   

このインターフェイスを OSPFv2インスタンス
および設定エリアに割り当てます。

switch(config-if)# ip router ospf
instance-tag area area-id

ステップ 9   

（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 10   

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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次に、ABR上のエリア間の集約アドレスを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context NewVRF
switch(config)# router ospf 201
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# vrf member NewVRF
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/16
switch(config-if)# ip router ospf 201 area 0
switch(config)# copy running-config startup-config

OSPFv2 の設定の確認
OSPFv2の設定を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

1つ以上の OSPFv2ルーティングインスタンス
に関する情報を表示します。出力には次のエリ

アレベルのカウントが含まれます。

• Interfaces in this area：このエリアに追加さ
れたすべてのインターフェイスの数（設定

済みインターフェイス）。

• Active interfaces：Router Link Statesおよび
SPFであると見なされたすべてのインター
フェイスの数（アップ状態のインターフェ

イス）。

• Passive interfaces：OSPFパッシブと見なさ
れたすべてのインターフェイスの数（隣接

関係は形成されない）。

• Loopback interfaces：すべてのローカルルー
プバックインターフェイスの数。

show ip ospf [instance-tag] [vrfvrf-name]

OSPFv2リンクステートデータベースの要約を
表示します。

show ip ospf border-routers [vrf{vrf-name| all |
default | management}]

OSPFv2インターフェイス設定を表示します。show ip ospf interfacenumber [vrf{vrf-name| all |
default | management}]

変更された OSPFv2 LSAを表示します。show ip ospf lsa-content-changed-listneighbor-id
interface-type number [vrf {vrf-name | all | default
| management}]

OSPFv2ネイバーの一覧を表示します。show ip ospf neighbors [neighbor-id] [detail]
[interface-type number] [vrf {vrf-name| all | default
| management}] [summary]
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目的コマンド

OSPFv2リンクステート要求の一覧を表示しま
す。

show ip ospf request-listneighbor-id interface-type
number [vrf {vrf-name| all | default | management}]

OSPFv2リンクステート再送の一覧を表示しま
す。

show ip ospf retransmission-listneighbor-id
interface-type number [vrf {vrf-name| all | default |
management}]

内部 OSPFv2ルートを表示します。show ip ospf route [ospf-route] [summary] [vrf
{vrf-name| all | default | management}]

OSPFv2集約アドレスに関する情報を表示しま
す。

show ip ospf summary-address [vrf {vrf-name| all
| default | management}]

OSPFv2仮想リンクに関する情報を表示します。show ip ospf virtual-links [brief] [vrf {vrf-name|
all | default | management}]

VRFベースのOSPFv2設定に関する情報を表示
します。

show ip ospf vrf {vrf-name| all | default |
management}

現在実行中の OSPFv2設定を表示します。show running-configuration ospf

OSPFv2 のモニタリング
OSPFv2統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

エリアのOSPFv2ルートポリシー統計情報を表
示します。

show ip ospf policy statistics area area-id filter-list
{in | out} [vrf vrf-name | all | default |
management}]

OSPFv2ルートポリシー統計情報を表示しま
す。

show ip ospf policy statistics redistribute {bgp id
| direct | eigrp id | isis id | ospf id | rip id | static}
[vrf {vrf-name | all | default | management}]

OSPFv2イベントカウンタを表示します。show ip ospf statistics [vrfnumber [vrf {vrf-name |
all | default | management}]

OSPFv2パケットカウンタを表示します。show ip ospf traffic interface-type number [vrf
{vrf-name | all | default | management}]

OSPFv2 の設定例
feature ospf
router ospf 201
router-id 290.0.2.1

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
171

OSPFv2 のモニタリング



interface ethernet 1/2

ip router ospf 201 area 0.0.0.10
ip ospf authentication
ip ospf authentication-key 0 mypass

OSPFv2 の関連資料
OSPFv2 CLIコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 5000 Series Command Reference』を参照し
てください

。

OSPFv2 機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 16：OSPFv2 機能の履歴

機能情報リリース機能名

パスがRIBに追加されるのを防ぐために
OSPFルートのネクストホップパスを
フィルタリングするためのサポートが追

加されました。

6.2(6a)OSPF：パスをフィルタリ
ングする配布リスト

ルートマップで許可されたルートだけを

RIBにダウンロードするように指定する
ため、filterキーワードが table-mapコマ
ンドに追加されました。

6.2(2)ルートのアドミニストレー

ティブディスタンス

廃棄ルートの作成を防ぐ機能が追加され

ました。

6.2(2)ルート集約

OSFPv2インスタンスに対するオプショ
ンの名前検索パラメータのサポートが追

加されました。

6.2(2)OSPFv2

VDCごとにOSPFv2の 4つ以上のプロセ
スインスタンスのサポートが追加されま

した。

6.1(1)OSPFv2

OSPFv2のルートのアドミニストレーティ
ブディスタンスを設定するサポートが追

加されました。

6.1(1)OSPFv2
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機能情報リリース機能名

ルータまたは VRFのすべてのインター
フェイスでパッシブインターフェイス

モードを設定する機能を追加しました。

5.2(1)パッシブインターフェイ

ス

max-metric router-lsaコマンドにオプショ
ンが追加されました。

5.1(2)OSPFv2

BFDのサポートが追加されました。詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Interfaces Configuration Guide』を
参照してください。

5.0(2)BFD

この機能が導入されました。4.0(1)OSPFv2
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第 8 章

OSPFv3 の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 175 ページ

• OSPFv3について, 176 ページ

• 高度な機能, 185 ページ

• OSPFv3のライセンス要件, 190 ページ

• OSPFv3の前提条件, 190 ページ

• OSPFv3に関する注意事項と制約事項, 190 ページ

• OSPFv3のデフォルト設定, 192 ページ

• 基本的 OSPFv3の設定, 193 ページ

• 高度な OSPFv3の設定, 198 ページ

• OSPFv3の設定の確認, 221 ページ

• OSPFv3のモニタリング, 222 ページ

• OSPFv3の設定例, 222 ページ

• OSPFv3の関連資料, 223 ページ

• OSPFv3の機能の履歴, 223 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
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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。

OSPFv3 について
OSPFv3は IETFリンクステートプロトコルです。OSPFv3ルータは、helloパケットと呼ばれる特
別なメッセージを各 OSPF対応インターフェイスに送信し、他の OSPFv3隣接ルータを探索しま
す。ネイバールータが発見されると、この 2台のルータは helloパケットの情報を比較して、両
者の設定に互換性のあるかどうかを判定します。これらのネイバールータは隣接を確立しようと

します。つまり、両者のリンクステートデータベースを同期させて、確実に同じOSPFv3ルーティ
ング情報を持つようにします。隣接ルータは、各リンクの稼働状態に関する情報、リンクのコス

ト、およびその他のあらゆるネイバー情報を含むリンクステートアドバタイズメント（LSA）を
共有します。これらのルータはその後、受信した LSAをすべてのOSPFイネーブルインターフェ
イスにフラッディングします。これにより、すべてのOSPFv3ルータのリンクステートデータベー
スが最終的に同じになります。すべての OSPFv3ルータのリンクステートデータベースが同じに
なると、ネットワークは収束されます。その後、各ルータは、ダイクストラの最短パス優先（SPF）
アルゴリズムを使用して、自身のルートテーブルを構築します。

OSPFv3ネットワークは、複数のエリアに分割できます。ルータは、ほとんどの LSAを 1つのエ
リア内だけに送信するため、OSPF対応ルータの CPUとメモリの要件が緩やかになります。

OSPFv3は IPv6をサポートしています。

OSPFv3 と OSPFv2 の比較
OSPFv3プロトコルの大半は OSPFv2と同じです。OSPFv3は RFC 2740に記載されています。

OSPFv3プロトコルと OSPFv2プロトコルの重要な相違点は、次のとおりです。

• OSPFv2を拡張した OSPFv3では、IPv6ルーティングプレフィックスとサイズの大きい IPv6
アドレスのサポートを提供しています。

• OSPFv3の LSAは、アドレスとマスクではなく、プレフィックスとプレフィックス長として
表現されます。

•ルータ IDとエリア IDは 32ビット数で、IPv6アドレスとは無関係です。

• OSPFv3では、ネイバー探索およびその他の機能にリンクローカル IPv6アドレスを使用しま
す。

• OSPFv3は、IPv6認証トレーラ（RFC 6506）または IPSec（RFC 4552）を使用できます。た
だし、どちらのオプションも Cisco NX-OSではサポートされません。

• OSPFv3では、LSAタイプが再定義されています。
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Hello パケット
OSPFv3ルータは、すべての OSPFイネーブルインターフェイスに helloパケットを定期的に送信
します。ルータがこのhelloパケットを送信する頻度は、インターフェイスごとに設定されたhello
間隔により決定されます。OSPFv3は、helloパケットを使用して、次のタスクを実行します。

•ネイバー探索

•キープアライブ

•双方向通信

•指定ルータの選択

helloパケットには、リンクのOSPFv3コスト割り当て、hello間隔、送信元ルータのオプション機
能など、送信元の OSPFv3インターフェイスとルータに関する情報が含まれます。これらの hello
パケットを受信する OSPFv3インターフェイスは、設定に受信インターフェイスの設定との互換
性があるかどうかを判定します。互換性のあるインターフェイスはネイバーと見なされ、ネイバー

テーブルに追加されます。

helloパケットには、送信元インターフェイスが通信したルータのルータ IDのリストも含まれま
す。受信インターフェイスが、このリストで自身の IDを見つけた場合は、2つのインターフェイ
ス間で双方向通信が確立されます。

OSPFv3は、helloパケットをキープアライブメッセージとして使用して、ネイバーが通信を継続
中であるかどうかを判定します。ルータが設定されたデッド間隔（通常は hello間隔の倍数）で
helloパケットを受信しない場合、そのネイバーはローカルネイバーテーブルから削除されます。

Neighbors
ネイバーであると見なされるようにするには、リモートインターフェイスと互換性があるように

OSPFv3インターフェイスを設定しておく必要があります。この 2つのOSPFv3インターフェイス
で、次の基準が一致している必要があります。

• hello間隔

•デッド間隔

• Area ID

•オプション機能

一致する場合は、次の情報がネイバーテーブルに入力されます。

•一致する場合は、次の情報がネイバーテーブルに入力されます。

•優先度：ネイバールータの優先度。プライオリティは、指定ルータの選定に使用されます。

•状態：ネイバーから通信があったか、双方向通信の確立処理中であるか、リンクステート情
報を共有しているか、または完全な隣接関係が確立されたかを示します。
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•デッドタイム：このネイバーから最後の helloパケットを受信したあとに経過した時間を示
します。

•リンクローカル IPv6アドレス：ネイバーのリンクローカル IPv6アドレス

•指定ルータ：ネイバーが指定ルータまたはバックアップ指定ルータとして宣言されているか
どうかを示します。

•ローカルインターフェイス：このネイバーの helloパケットを受信したローカルインター
フェイス。

最初のhelloパケットが新規ネイバーから受信されると、そのネイバーは、初期化状態のネイバー
テーブルに入力されます。いったん双方向通信が確立されると、ネイバー状態は双方向となりま

す。2つのインターフェイスが互いのリンクステートデータベースを交換するため、次に ExStart
および交換状態となります。これらがすべて完了すると、ネイバーは完全な状態へと移行し、こ

れが完全な隣接関係となります。ネイバーは、デッド間隔でhelloパケットをまったく送信しない
場合は、ダウン状態に移行し、隣接とは見なされなくなります。

隣接

すべてのネイバーが隣接関係を確立するわけではありません。ネットワークタイプと確立された

指定ルータに応じて、完全な隣接関係を確立して、すべてのネイバーとLSAを共有するものと、
そうでないものがあります。

隣接関係は、OSPFv3のデータベース説明パケット、リンク状態要求パケット、およびリンク状態
更新パケットを使用して確立されます。データベース説明パケットには、ネイバーのリンクステー

トデータベースからの LSAヘッダーが含まれています。ローカルルータは、これらのヘッダー
を自身のリンクステートデータベースと比較して、新規の LSAか、更新された LSAかを判定し
ます。ローカルルータは、新規または更新の情報を必要とする各LSAについて、リンク状態要求
パケットを送信します。これに対し、ネイバーはリンク状態更新パケットを返信します。このパ

ケット交換は、両方のルータのリンクステート情報が同じになるまで継続します。

指定ルータ

複数のルータを含むネットワークは、OSPFv3特有の状況です。すべてのルータがネットワークで
LSAをフラッディングした場合は、同じリンクステート情報が複数の送信元から送信されます。
ネットワークのタイプによっては、OSPFv3は 1台のルータ（指定ルータ（DR））を使用して
LSAフラッディングを制御し、OSPFv3エリアの残りの部分に対してネットワークを代表するこ
とがあります。DRがダウンすると、OSPFv3はこの BDRを使用します。

ネットワークタイプは次のとおりです。

•ポイントツーポイント：2台のルータ間にのみ存在するネットワーク。ポイントツーポイン
トネットワーク上の全ネイバーは隣接関係を確立し、DRは存在しません。

•ブロードキャスト：ブロードキャストトラフィックが可能なイーサネットなどの共有メディ
ア上で通信できる複数のルータを持つネットワーク。OSPFv3ルータは DRおよび BDRを確
立し、これらにより、ネットワーク上の LSAフラッディングを制御します。OSPFv3は、よ
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く知られている IPv6マルチキャストアドレス FF02::5およびMACアドレス 0100.5300.0005
を使用して、ネイバーと通信します。

DRとBDRは、helloパケット内の情報に基づいて選択されます。インターフェイスはhelloパケッ
トの送信時に、どれが DRおよび BDRかわかっている場合は、優先フィールドと、DRおよび
BDRフィールドを設定します。ルータは、helloパケットの DRおよび BDRフィールドで宣言さ
れたルータと優先フィールドに基づいて、選定手順を実行します。最終的に OSPFv3は、最も大
きいルータ IDを DRおよび BDRとして選択します。

他のルータはすべて DRおよび BDRと隣接関係を確立し、IPv6マルチキャストアドレス FF02::6
を使用して、LSA更新情報をDRと BDRに送信します。次の図は、すべてのルータとDRとの隣
接関係を示しています。

DRは、ルータインターフェイスに基づいています。1つのネットワークのDRであるルータは、
別のインターフェイス上の他のネットワークの DRとなることはできません。

図 27：マルチアクセスネットワークの DR

エリア

OSPFv3ネットワークを複数のエリアに分割すると、OSPFv3でルータに課される CPUとメモリ
の要件を限定できます。エリアとは、ルータの論理的な区分で、OSPFv3ドメイン内にリンクして
別のサブドメインを作成します。LSAフラッディングはエリア内でのみ発生し、リンクステート
データベースはエリア内のリンクにのみ制限されます。定義されたエリア内のインターフェイス

には、エリア IDを割り当てることができます。エリア IDは、10.2.3.1などの、数字またはドット
付き 10進表記で表現される 32ビット値です。

Cisco NX-OSはエリアを常にドット付き 10進表記で表示します。

OSPFv3ネットワーク内に複数のエリアを定義する場合は、0という予約されたエリア IDを持つ
バックボーンエリアも定義する必要があります。エリアが複数ある場合は、1台以上のルータが
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エリア境界ルータ（ABR）となります。ABRは、バックボーンエリアと他の1つ以上の定義済み
エリアの両方に接続します。

図 28：OSPFv3 エリア

ABRには、接続するエリアごとに個別のリンクステートデータベースがあります。ABRは、接
続したエリアの 1つからバックボーンエリアにエリア間プレフィックス（タイプ 3）LSAを送信
します。バックボーンエリアは、1つのエリアに関する集約情報を別のエリアに送信します。こ
の図では、エリア 0がエリア 5に関する集約情報をエリア 3に送信します。

OSPFv3では、自律システム境界ルータ（ASBR）という、もう 1つのルータタイプも定義されて
います。このルータは、OSPFv3エリアを別の自律システム（AS）に接続します。自律システム
とは、単一の技術的管理エンティティにより制御されるネットワークです。OSPFv3は、そのルー
ティング情報を別の自律システムに再配布したり、再配布されたルートを別の自律システムから

受信したりできます。

リンクステートアドバタイズメントタイプ

OSPFv3はリンクステートアドバタイズメント（LSA）を使用して、固有のルーティングテーブ
ルを構築します。
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説明名前

すべてのルータが送信

するLSA。このLSAに
は、すべてのリンクの

状態とコストが含まれ

ますが、プレフィック

ス情報は含まれませ

ん。ルータLSAは SPF
再計算をトリガーしま

す。ルータLSAはロー
カル OSPFv3エリアに
フラッディングされま

す。

ルータ LSA1

DRが送信する LSA。
このLSAには、マルチ
アクセスネットワーク

内のすべてのルータの

一覧が含まれますが、

プレフィックス情報は

含まれません。ネット

ワークLSAはSPF再計
算をトリガーします。

ネットワーク LSA2

ABRが、ローカルエリ
ア内の宛先ごとに外部

エリアに送信する

LSA。このLSAには、
境界ルータからローカ

ルの宛先へのリンクコ

ストが含まれます。

エリア間プレフィックス LSA3

エリア境界ルータが外

部エリアに送信する

LSA。このLSAは、リ
ンクコストをASBRの
みにアドバタイズしま

す。

エリア間ルータ LSA4
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説明名前

ASBRが生成する
LSA。このLSAには、
外部自律システム宛先

へのリンクコストが含

まれます。AS外部
LSAは、自律システム
全体にわたってフラッ

ディングされます。

AS外部 LSA5

ASBRが NSSA内で生
成するLSA。このLSA
には、外部自律システ

ム宛先へのリンクコス

トが含まれます。タイ

プ 7 LSAは、ローカル
NSSA内のみでフラッ
ディングされます。

タイプ 7 LSA7

すべてのルータが、リ

ンクローカルフラッ

ディングスコープを使

用して送信する LSA。
このLSAには、このリ
ンクのリンクローカル

アドレスと IPv6アドレ
スが含まれます。

リンク LSA8

すべてのルータが送信

するLSA。このLSAに
は、プレフィックスま

たはリンク状態へのあ

らゆる変更が含まれま

す。エリア内プレ

フィックスLSAはロー
カル OSPFv3エリアに
フラッディングされま

す。このLSAはSPF再
計算をトリガーしませ

ん。

エリア内プレフィックス LSA9
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説明名前

再起動されるルータ

が、リンクローカルフ

ラッディングスコープ

を使用して送信する

LSA。この LSAは、
OSPFv3のグレースフ
ルリスタートに使用さ

れます。

猶予 LSA11

リンクコスト

各 OSPFv3インターフェイスには、リンクコストが割り当てられます。このコストは任意の数字
です。デフォルトでは、CiscoNX-OSは、設定された参照帯域幅をインターフェイス帯域幅で割っ
た値をコストとして割り当てます。デフォルトでは、参照帯域幅は 40 Gbpsです。リンクコスト
は各リンクに対して、LSA更新情報で伝えられます。

フラッディングと LSA グループペーシング

OSPFv3は、LSAのタイプに応じて、ネットワークのさまざまなセクションにLSAの更新をフラッ
ディングします。OSPFv3は、次のフラッディングスコープを使用します

•リンクローカル：LSAは、ローカルリンク上でのみフラッディングされます。リンク LSA
および猶予 LSAに使用されます。

•エリアローカル：LSAは、単一の OSPFエリア全体にのみフラッディングされます。ルータ
LSA、ネットワーク LSA、エリア間プレフィックス LSAs、エリア間ルータ LSA、およびエ
リア内プレフィックス LSAに使用されます。

• ASスコープ：LSAは、ルーティングドメイン全体にフラッディングされます。ASスコープ
は AS外部 LSAに使用されます。

LSAフラッディングにより、ネットワーク内のすべてのルータが同じルーティング情報を持つこ
とが保証されます。LSAフラッディングは、OSPFv3エリアの設定に応じて異なります。LSAは、
リンクステートリフレッシュ時間に基づいて（デフォルトでは 30分ごとに）フラッディングさ
れます。各 LSAには、リンクステートリフレッシュ時間が設定されています。

ネットワークの LSA更新情報のフラッディングレートは、LSAグループペーシング機能を使用
して制御できます。LSAグループペーシングにより、CPUまたはバッファの使用率を低下させる
ことができます。この機能により、同様のリンクステートリフレッシュ時間を持つLSAがグルー
プ化されるため、OSPFv3で、複数の LSAを 1つの OSPFv3更新メッセージにまとめることが可
能となります。

デフォルトでは、相互のリンクステートリフレッシュ時間が 10秒以内の LSAが、同じグループ
に入れられます。この値は、大規模なリンクステートデータベースでは低く、小規模のデータ

ベースでは高くして、ネットワーク上の OSPFv3負荷を最適化する必要があります。
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リンクステートデータベース

各ルータは、OSPFv3ネットワーク用のリンクステートデータベースを保持しています。このデー
タベースには、収集されたすべてのLSAが含まれ、ネットワークを通過するすべてのルートに関
する情報が格納されます。OSPFv3は、この情報を使用して、各宛先への最適なパスを計算し、こ
の最適なパスをルーティングテーブルに入力します。

MaxAgeと呼ばれる設定済みの時間間隔で受信された LSA更新情報がまったくない場合は、リン
クステートデータベースから LSAが削除されます。ルータは、LSAを 30分ごとに繰り返してフ
ラッディングし、正確なリンクステート情報が期限切れで削除されるのを防ぎます。CiscoNX-OS
は、すべてのLSAが同時にリフレッシュされるのを防ぐために、LSAグループ機能をサポートし
ています。

マルチエリア隣接関係（Multi-Area Adjacency）
OSPFv3マルチエリア隣接関係により、複数のエリアにあるプライマリインターフェイス上にリ
ンクを設定できます。このリンクは、それらのエリア内の優先されるエリア内リンクになります。

マルチエリア隣接関係では、OSPFv3エリアにポイントツーポイントの番号なしリンクを確立し、
そのエリアにトポロジーパスを提供します。プライマリ隣接関係はリンクを使用して、ネイバー

ステートが fullの場合に、ルータ LSAで対応するエリアの番号なしポイントツーポイントリンク
をアドバタイズします。

マルチエリアインターフェイスは、OSPFの既存のプライマリインターフェイス上の論理構成体
として存在しますが、プライマリインターフェイス上のネイバーステートは、マルチエリアイ

ンターフェイスと無関係です。マルチエリアインターフェイスはネイバールータ上の対応するマ

ルチエリアインターフェイスとの隣接関係を確立します。

OSPFv3 と IPv6 ユニキャスト RIB
OSPFv3は、リンクステートデータベースでダイクストラの SPFアルゴリズムを実行します。こ
のアルゴリズムにより、パス上の各リンクのリンクコストの合計に基づいて、各宛先への最適な

パスが選択されます。選択された各宛先への最短パスがOSPFv3ルートテーブルに入力されます。
OSPFv3ネットワークが収束すると、このルートテーブルは IPv6ユニキャスト RIBにデータを提
供します。OSPFv3は IPv6ユニキャスト RIBと通信し、次の動作を行います。

•ルートの追加または削除

•他のプロトコルからのルートの再配布への対応

•古いOSPFv3ルートの削除およびスタブルータアドバタイズメントを行うために、コンバー
ジェンス更新情報を提供

さらに OSPFv3は、変更済みダイクストラアルゴリズムを実行して、エリア間プレフィックス、
エリア間ルータ、AS外部、タイプ 7、およびエリア内プレフィックス（タイプ 3、4、5、7、8）
の各 LSAの変更の高速再計算を行います。
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アドレスファミリのサポート

Cisco NX-OSは、ユニキャスト IPv6やマルチキャスト IPv6など、複数のアドレスファミリをサ
ポートしています。アドレスファミリに特有の OSPFv3機能は、次のとおりです。

•デフォルトルート

•ルート集約

•ルートの再配布

•境界ルータのフィルタリスト

• SPF最適化

これらの機能の設定時に IPv6ユニキャストアドレスファミリコンフィギュレーションモードを
開始するには、address-family ipv6 unicastコマンドを使用します。

認証

OSPFv3メッセージに認証を設定することで、ネットワークでの不正なルーティング更新や無効な
ルーティング更新を防止できます。OSPFv3は Cisco NX-OS IPSecV6セキュアソケット APIを使
用して、そのパケットに認証と暗号化を追加します。また、リンク内のすべての OSPFv3ルータ
で共有される手動設定のセキュリティアソシエーション（SA）を指定して、トランスポートモー
ドで IPSecを使用します。

Cisco NX-OS OSPFv3は、MD5または SHA1認証で IPSec AHヘッダーを使用します。セキュリ
ティポリシーを使用して IPSecを設定できます。セキュリティポリシーは、セキュリティポリ
シーインデックス（SPI）とキーを組み合わせたものです。

OSPFv3認証は次のレベルで設定できます。

•ルータ/プロセス

•エリア

•インターフェイス

OSPFv3エリアに対して IPsecを設定した場合は、IPsecが直接設定されているインターフェイス
を除き、そのエリア内のすべてのインターフェイスに認証が適用されます。OSPFv3プロセスに対
して IPsecを設定した場合は、そのプロセスのあらゆるエリアの各インターフェイスに認証が適用
されます。インターフェイスに適用されたセキュリティポリシーは、プロセスレベルまたはエリ

アレベルで適用されたポリシーに優先します。

高度な機能

Cisco NX-OSは、ネットワークでの OSPFv3の可用性やスケーラビリティを向上させる高度な
OSPFv3機能をサポートしています。
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スタブエリア

エリアをスタブエリアにすると、エリアでフラッディングされる外部ルーティング情報の量を制

限できます。スタブエリアとは、AS外部（タイプ5）LSAが許可されないエリアです。これらの
LSAは通常、外部ルーティング情報を伝播するためにローカル自律システム全体でフラッディン
グされます。スタブエリアには、次の要件があります。

•スタブエリア内のすべてのルータはスタブルータです。

•スタブエリアには ASBRルータは存在しません。

•スタブエリアには仮想リンクを設定できません。

次の図に示すOSPFv3自律システムでは、エリア0.0.0.10内のルータはすべて、外部自律システム
に到達するためにABRを通過しなければなりません。エリア 0.0.0.10は、スタブエリアとして設
定できます。

図 29：スタブエリア

スタブエリアは、外部自律システムへのバックボーンエリアを通過する必要のあるすべてのトラ

フィックにデフォルトルートを使用します。デフォルトルートは、プレフィックス長が IPv6向
けに 0に設定されたエリア間プレフィックス LSAです。

Not-So-Stubby Area
Not-So-Stubby Area（NSSA）はスタブエリアに似ていますが、相違点として、NSSAでは、再配
布を使用して NSSA内で自律システム外部ルートをインポートできます。NSSA ASBRはこれら
のルートを再配布し、タイプ 7 LSAを生成して NSSA全体にフラッディングします。または、こ
のタイプ 7 LSAをAS外部（タイプ 5）LSAに変換するよう、NSSAを他のエリアに接続するABR
を設定することができます。こうすると、ABRは、これらの AS外部 LSAを OSPFv3自律システ
ム全体にフラッディングします。変換中は集約とフィルタリングがサポートされます。

たとえば、OSPFv3を使用する中央サイトを、異なるルーティングプロトコルを使用するリモー
トサイトに接続するときに NSSAを使用すると、管理作業を簡素化できます。NSSAを使用する
前は、企業サイトの境界ルータとリモートルータの間の接続をOSPFv3スタブエリアとして実行
できませんでした。これは、リモートサイトへのルートはスタブエリア内に再配布できないため
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です。NSSAを使用すると、企業ルータとリモートルータ間のエリアを NSSAとして定義するこ
とにより、OSPFv3を拡張してリモート接続をカバーできます。

バックボーンエリア 0を NSSAにすることはできません。

仮想リンク

仮想リンクを使用すると、物理的に直接接続できない場合に、OSPFv3エリア ABRをバックボー
ンエリア ABRに接続できます。図は、エリア 5経由でエリア 3をバックボーンエリアに接続す
る仮想リンクを示しています。

図 30：仮想リンク

また、仮想リンクを使用して、分割エリアから一時的に回復できます。分割エリアは、エリア内

のリンクがダウンしたために隔離された一部のエリアで、ここからはバックボーンエリアへの代

表 ABRに到達できません。

ルートの再配布

OSPFv3は、ルート再配布を使用して、他のルーティングプロトコルからルートを学習できます。
リンクコストをこれらの再配布されたルートに割り当てるか、またはデフォルトリンクコスト

を再配布されたすべてのに割り当てるよう、OSPFv3を設定します。

ルート再配布では、ルートマップを使用して、再配布する外部ルートを管理します。再配布を指

定したルートマップを設定して、どのルートがOSPFv3に渡されるかを制御する必要があります。
ルートマップを使用すると、宛先、送信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタグなどの属性

に基づいて、ルートをフィルタリングできます。ルートマップを使用して、これらの外部ルート

がローカルOSPFv3ASでアドバタイズされる前にAS外部（タイプ5）LSAおよびNSSA外部（タ
イプ 7）LSAのパラメータを変更できます。

OSPFv3は、タイプ 5 LSAの転送アドレスを次のように設定します。
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•ルートのネクストホップが接続済みルートである場合、転送アドレスはそのルートのネクス
トホップアドレスになります。

•ルートのネクストホップが再帰ルートで、ネクストホップのネクストホップが接続済みルー
トである場合、転送アドレスはそのネクストホップのネクストホップアドレスになります。

ルート集約

OSPFv3は学習したすべてのルートをあらゆるOSPF対応ルータと共有するので、ルート集約を使
用して、それぞれの OSPF対応ルータにフラッディングされる固有のルートの数を削減した方が
よい場合もあります。ルート集約により、より具体的な複数のアドレスが、すべての具体的なア

ドレスを表す 1つのアドレスに置き換えられるため、ルートテーブルが簡素化されます。たとえ
ば、2010:11:22:0:1000::1と 2010:11:22:0:2000:679:1を 1つの集約アドレス 2010:11:22::/32に置き換
えることができます。

一般的には、エリア境界ルータ（ABR）の境界ごとに集約します。集約は 2つのエリアの間でも
設定できますが、バックボーンの方向に集約する方が適切です。こうすると、バックボーンがす

べての集約アドレスを受信し、すでに集約されているそれらのアドレスを他のエリアに投入でき

るためです。集約には、次の 2タイプがあります。

•エリア間ルート集約

•外部ルート集約

エリア間ルート集約はABR上で設定し、自律システム内のエリア間のルートを集約します。集約
の利点を生かすには、これらのアドレスを 1つの範囲内にまとめることができるように、連続す
るネットワーク番号をエリア内で割り当てます。

外部ルート集約は、ルート再配布を使用して OSPFv3に投入される外部ルートに特有のルート集
約です。集約する外部の範囲が連続していることを確認する必要があります。異なる 2台のルー
タからの重複範囲を集約すると、誤った宛先にパケットが送信される原因となる場合があります。

外部ルート集約は、ルートを OSPFに再配布している ASBRで設定してください。

サマリーアドレスの設定時、Cisco NX-OSは、ルーティングブラックホールやルートループを
防ぐために、サマリーアドレスの廃棄ルートを自動的に設定します。

ハイアベイラビリティおよびグレースフルリスタート

Cisco NX-OSでは、複数レベルのハイアベイラビリティアーキテクチャを提供します。OSPFv3
は、ステートフルリスタートをサポートしています。これは、ノンストップルーティング（NSR）
とも呼ばれます。OSPFv3で問題が発生した場合は、以前の実行時状態からの再起動を試みます。
この場合、ネイバーはいずれのネイバーイベントも登録しません。最初の再起動が正常ではな

く、別の問題が発生した場合、OSPFv3はグレースフルリスタートを試みます。

グレースフルリスタート、つまり、Nonstop Forwarding（NSF）では、処理の再起動中も OSPFv3
がデータ転送パス上に存在し続けます。OSPFv3はグレースフルリスタートの実行が必要になる
と、リンクローカル猶予（タイプ11）LSAを送信します。この再起動中のOSPFv3プラットフォー
ムは NSF対応と呼ばれます。
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猶予 LSAには猶予期間が含まれます。猶予期間とは、ネイバー OSPFv3インターフェイスは再起
動中の OSPFv3インターフェイスからの LSAを待つよう指定された時間です（通常、OSPFv3は
隣接関係を解消し、ダウンした、または再起動中の OSPFv3インターフェイスが発信するすべて
の LSAを廃棄します）。関与するネイバーは NSFヘルパーと呼ばれ、再起動中の OSPFv3イン
ターフェイスから発信されるすべてのLSAを、このインターフェイスがまだ隣接関係にあるかの
ように維持します。

再起動中の OSPFv3インターフェイスが稼働を再開すると、ネイバーを再探索して隣接関係を確
立し、LSA更新情報の送信を再開します。この時点で、NSFヘルパーは、グレースフルリスター
トが完了したと認識します。

ステートフルリスタートは次のシナリオで使用されます。

•プロセスでの問題発生後の最初の回復試行

• ISSU

• system switchoverコマンドによる手動でのスイッチオーバー

グレースフルリスタートは次のシナリオで使用されます。

•プロセスでの問題発生後の 2回目の回復試行（4分以内）

• restart ospfv3コマンドによるプロセスの手動での再開

•アクティブスーパーバイザの削除

• reload module active-supコマンドによるアクティブスーパーバイザのリロード

複数の OSPFv3 インスタンス
Cisco NX-OSは、複数の OSPFv3プロトコルインスタンスをサポートしています。デフォルトで
は、すべてのインスタンスが同じシステムルータ IDを使用します。複数のインスタンスが同じ
OSPFv3自律システムにある場合は、各インスタンスのルータ IDを手動で設定する必要がありま
す。

OSPFv3ヘッダーには、特定のOSPFv3インスタンスのOSPFv3パケットを識別するためのインス
タンス IDフィールドが含まれます。この OSPv3インスタンスを割り当てることができます。イ
ンターフェイスは、パケットヘッダーのOSPFv3インスタンス IDが一致しないOSPFv3パケット
をすべてドロップします。

Cisco NX-OSでは、インターフェイス上に 1つの OSPFv3インスタンスのみが許可されます。

SPF 最適化
Cisco NX-OSは、次の方法で SPFアルゴリズムを最適化します。

•ネットワーク（タイプ 2）LSA、エリア間プレフィックス（タイプ 3）LSA、および AS外部
（タイプ 5）LSAの部分的な SPF。これらの LSAのいずれかが変更されると、Cisco NX-OS
は、全体的な SPF計算ではなく、より速い部分的な計算を実行します。
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• SPFタイマー：さまざまなタイマーを設定して、SPF計算を制御できます。これらのタイマー
には、後続の SPF計算の幾何バックオフが含まれます。幾何バックオフにより、複数の SPF
計算による CPU負荷が制限されます。

仮想化のサポート

OSPFv3は、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは
仮想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別のVDCやVRFを設定しない限り、
デフォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。
各 OSPFv3インスタンスは、システム制限まで複数の VRFをサポートできます。詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してくださ
い。

OSPFv3 のライセンス要件
OSPFv3には Enterprise Servicesライセンスが必要です。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細と、
ライセンスの取得および適用の方法については、『CiscoNX-OSソフトウェアのライセンスおよび
版権情報』を参照してください。

OSPFv3 の前提条件
OSPFv3には、次の前提条件があります。

• OSPFv3を設定するための、ルーティングの基礎に関する詳しい知識がある。

•スイッチにログオンしている。

•リモートOSPFv3ネイバーと通信可能な 1つ以上の IPv6用インターフェイスが設定されてい
る。

• Enterprise Servicesライセンスがインストールされている。

• OSPFv3ネットワーク戦略と、ネットワークのプランニングが完成している。たとえば、複
数のエリアが必要かどうかを決定します。

• OSPFがイネーブルになっている。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始している（『『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』』
を参照）。

• IPv6アドレス指定および基本設定に関する詳しい知識がある。

OSPFv3 に関する注意事項と制約事項
OSPFv3設定時の注意事項と制約事項は、次のとおりです。
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• VDC内に含まれるのは、最大 4つの OSPFv3インスタンスです。

• Cisco NX-OS Release 6.2(2)以前では、双方向フォワーディング検出（BFD）が OSPFv3でサ
ポートされていませんでした。Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降のリリースでは、BFDに
OSPFv3のクライアントが含まれます。

• Cisco NX-OSは、ユーザがエリアを 10進表記で入力するか、ドット付き 10進表記で入力す
るかに関係なく、ドット付き 10進表記でエリアを表示します。

•仮想ポートチャネル（vPC）環境でOSPFv3を設定する場合は、コアスイッチ上のルータコ
ンフィギュレーションモードで次のタイマーコマンドを使用することにより、vPCピアリン
クがシャットダウンしたときに OSPFの高速コンバージェンスを実現します。
switch (config-router)# timers throttle spf 1 50 50
switch (config-router)# timers lsa-arrival 10

• ospfv3NbrRestartHelperStatusChangeトラップおよび ospfv3VirtNbrRestartHelperStatusChangeト
ラップに関して、オブジェクト OSPFv3ルータ IDの値は RFC 5643とは異なります。RFC
5643では、オブジェクト OSPFv3ルータ IDの値はトラップの送信元のルータ IDとなりま
す。しかし、現在の実装では、ospfv3NbrRestartHelperStatusChangeと
ospfv3VirtNbrRestartHelperStatusChangeの両方にネイバーのルータ IDが提供されます。

• MPLS LDPとMPLS TEでサポートされるのは、OSPFv3インスタンスの最初の 4つだけで
す。

•スケールシナリオでは、OSPFv3プロセス内のインターフェイスとリンクステートアドバタ
イズメントの数が多い場合、OSPF MIBオブジェクトの SNMPウォークは、SNMPエージェ
ントの小さいタイムアウト値でタイムアウトになると予想されます。OSPF MIBオブジェク
トのポーリング中にクエリーSNMPエージェントのタイムアウトを監視する場合は、ポーリ
ング SNMPエージェントのタイムアウト値を増加します。

•タイプ 5およびタイプ 7によって学習した OSPFv3プレフィックスがあり、両方の転送アド
レスが異なる場合、これら2つのルートタイプは、RFC3101のSection2.5、step6(e)に従い、
類似したものとはなりません。（これは、同じ宛先/コスト/ゼロ以外の転送アドレスがある
場合にのみ該当します）そのため、OSPFは利用可能なすべてのネクストホップで ECMPを
実行します。

• NXOS OSPFおよび U6RIBは、ルートごとに 1つのルートタイプだけを保存します。ネクス
トホップ全体にルートタイプが混在している場合は、その内の 1つ（新しいパスタイプ）だ
けがすべてのネクストホップに対して示されます。

現時点では、ルートタイプはルートプロパティであり、ネクストホッププロパティではあ

りません。

•次の注意事項と制約事項は、CiscoNX-OSRelease 6.1以降でサポートされるアドミニストレー
ティブディスタンス機能に適用されます。

◦ OSPFルートに複数の等コストパスがある場合、アドミニストレーティブディスタンス
を設定しても match ip route-sourceコマンドに対しては決定性を持ちません。

◦ OSPFv3ルートに一致したルートソースに関しては、OSPFv3のルートの送信元とルー
タが IPv4アドレスであるため、match ip route-sourceをmatch ipv6 route-sourceの代わ
りに設定する必要があります。
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◦アドミニストレーティブディスタンスの設定は、match route-type、match ipv6 address
prefix-list、および match ip route-source prefix-listコマンドでのみサポートされます。
別の match文は無視されます。

◦廃棄ルートには、アドミニストレーティブディスタンス220が常に割り当てられます。
テーブルマップの設定は OSPFの廃棄ルートには適用されません。

◦ OSPFルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定する場合、matchroute-type、
match ipv6 address、match ip route-sourceコマンドの間に優先順位はありません。この
ように、CiscoNX-OSOSPFアドミニストレーティブディスタンスを設定するためのテー
ブルマップの動作は、Cisco IOS OSPFの場合と異なります。

◦ Cisco NX-OSRelease 6.2(6a)以降のリリースでは、OSPFルートのネクストホップパスを
フィルタリングしてパスが RIBに追加されるのを防ぐことができます。Cisco NX-OS
Release6.2(6a)以前では、特定のパスでのフィルタリングは無視され、ルート全体がRIB
に追加されませんでした。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

OSPFv3 のデフォルト設定

表 17：デフォルトの OSPFv3 パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

110アドミニストレーティブディスタンス

10秒hello間隔

40秒デッド間隔

イネーブル廃棄ルート

60秒グレースフルリスタートの猶予期間

15秒グレースフルリスタートの通知期間

ディセーブルOSPFv3機能

600秒スタブルータアドバタイズメントの宣言期間

40 Gbpsリンクコスト計算の参照帯域幅

1000ミリ秒LSA最小到着時間
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デフォルトパラメータ（Parameters）

10秒LSAグループペーシング

0ミリ秒SPF計算初期遅延時間

5000ミリ秒SPF計算ホールドタイム

0ミリ秒SPF計算初期遅延時間

基本的 OSPFv3 の設定
OSPFv3は、OSPFv3ネットワークを設計したあとに設定します。

OSPFv3 のイネーブル化

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

OSPFv3をイネーブルにします。OSPFv3機能を
ディセーブルにして、関連する設定をすべて削除

するには、コマンドを no形式で使用します。

switch(config)# [no] feature
ospfv3

ステップ 2   

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能を表

示します。

switch(config)# show feature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   
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OSPFv3 インスタンスの作成
OSPFv3を設定する最初のステップは、インスタンス（OSPFv3インスタンス）を作成することで
す。作成した OSPFv3インスタンスには、一意のインスタンスタグを割り当てます。インスタン
スタグは任意の文字列です。各 OSPFv3インスタンスには、省略可能な次のパラメータも設定で
きます。

• Router ID：このOSPFv3インスタンスのルータ IDを設定します。このパラメータを使用しな
い場合は、ルータ ID選択アルゴリズムが使用されます。

• Administrative distance：ルーティング情報の送信元の信頼性をランク付けします。

• Log adjacency changes：OSPFv3ネイバーの状態が変化するたびにシステムメッセージを作成
します。

•名前のルックアップ：ローカルホストのデータベースを検索するか、IPv6で DNS名を照会
することによって、

OSPFルータ IDをホスト名に変換します。

• Maximumpaths：OSPFv3が、特定の宛先についてルートテーブルにインストールする同等パ
スの最大数を設定します。このパラメータは、複数パス間のロードバランシングに使用しま

す。

• Reference bandwidth：ネットワークの算出 OSPFv3コストメトリックを制御します。算出コ
ストは、参照帯域幅をインターフェイス帯域幅で割った値です。算出コストは、ネットワー

クがOSPFv3インスタンスに追加されるときにリンクコストを割り当てると、無効にするこ
とができます。

はじめる前に

OSPFv3をイネーブルにする必要があります。

使用する予定の OSPFv3インスタンスタグが、このルータ上では使用されていないことを確認し
ます。

インスタンスタグが使用されていないことを確認するには、showospfv3instance-tagコマンドを使
用します。

OSPFv3がルータ ID（設定済みのループバックアドレスなど）を入手可能であるか、またはルー
タ IDオプションを設定する必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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

新規 OSPFv3インスタンスを作成して、設定済みのイ
ンスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# [no] router
ospfv3instance-tag

ステップ 2   

インターフェイスモードでは、no router
ospfv3instance tagコマンドによってOSPFの
設定を削除できません。インターフェイス

モードで設定されたOSPFv3コマンドはいず
れも、手動で削除する必要があります。

（注）

（任意）

OSPFv3ルータ IDを設定します。このドット付き 10
進表記の IDで、このOSPFv3インスタンスが識別され

switch(config-router)#
router-idip-address

ステップ 3   

ます。この IDは、システムの設定済みインターフェ
イス上に存在する必要があります。

このコマンドは、OSPFプロセスを自動的に再起動し、
ルータ IDを設定後に変更します。

（任意）

OSPFv3の情報を表示します。
switch(config-router)# show
ipv6 ospfv3instance-tag

ステップ 4   

（任意）

ネイバーの状態が変化するたびに、システムメッセー

ジを生成します。

switch(config-router)#
log-adjacency-changes
[detail]

ステップ 5   

（任意）

すべてのインターフェイス上でルーティングが更新さ

れないようにします。このコマンドは、VRFまたはイ

switch(config-router)#
passive-interface default

ステップ 6   

ンターフェイスコマンドモードの設定によって上書

きされます。

（任意）

この OSPFv3インスタンスのアドミニストレーティブ
ディスタンスを設定します。範囲は 1～ 255です。デ
フォルトは 110です。

switch(config-router-af)#
distancenumbers

ステップ 7   

ルートテーブル内の宛先に対する同等OSPFv3パスの
最大数を設定します。指定できる範囲は1～16です。

switch(config-router-af)#
maximum-pathspaths

ステップ 8   

デフォルト値は 8です。このコマンドはロードバラン
シングに使用されます。

（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 9   
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次の例は、OSPFv3インスタンスを作成する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# copy running-config startup-config

OSPFv3 でのネットワークの設定
ルータがそのネットワークへの接続に使用するインターフェイスを介してネットワークを関連付

けることで、OSPFv3にネットワークを設定できます。すべてのネットワークをデフォルトバッ
クボーンエリア（エリア 0）に追加したり、任意の 10進数または IPアドレスを使用して新規エ
リアを作成したりできます。

すべてのエリアは、バックボーンエリアに直接、または仮想リンク経由で接続する必要があ

ります。

（注）

インターフェイスの有効な IPv6アドレスを設定するまでは、インターフェイス上で OSPFv3
がイネーブルになりません。

（注）

はじめる前に

OSPFv3をイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

このインターフェイスに IPv6アドレスを割り当
てます。

switch(config-if)# ipv6 address
ipv6-prefix/length

ステップ 3   

OSPFv3インスタンスおよびエリアにインターフェ
イスを追加します。

switch(config-if)# ipv6 router
ospfv3 instance-tag area area-id
[secondaries none]

ステップ 4   

（任意）

OSPFv3の情報を表示します。
switch(config-if)# show ipv6
ospfv3 instance-tag interface
interface-type slot/port

ステップ 5   

（任意）

このインターフェイスのOSPFv3コストメトリッ
クを設定します。デフォルトでは、参照帯域幅と

switch(config-if)# ospfv3 cost
number

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス帯域幅に基づいて、コストメ

トリックが計算されます。有効な範囲は1～65535
です。

（任意）

OSPFv3デッド間隔を秒単位で設定します。有効
な範囲は 1～ 65535です。デフォルトでは、hello
間隔の秒数の 4倍です。

switch(config-if)# ospfv3
dead-interval seconds

ステップ 7   

（任意）

OSPFv3 hello間隔を秒単位で設定します。有効な
範囲は1～65535です。デフォルトは10秒です。

switch(config-if)# ospfv3
hello-interval seconds

ステップ 8   

（任意）

OSPFv3インスタンス IDを設定します。有効な範
囲は 0～ 255です。デフォルトは 0です。インス
タンス IDのスコープはリンクローカルです。

switch(config-if)# ospfv3
instance instance

ステップ 9   

（任意）

OSPFv3で、ネイバーとのあらゆる IP最大伝送単
位（MTU）不一致が無視されるよう設定します。

switch(config-if)# ospfv3
mtu-ignore

ステップ 10   

デフォルトでは、ネイバーMTUがローカルイン
ターフェイスMTUが不一致の場合には、隣接関
係が確立されません。

（任意）

OSPFv3ネットワークタイプを設定します。
switch(config-if)# ospfv3
network {broadcast |
point-point}

ステップ 11   

（任意）

エリアの DRの決定に使用される OSPFv3優先度
を設定します。有効な範囲は 0～ 255です。デ
フォルトは 1です。

switch(config-if)# ospfv3 priority
number

ステップ 12   

（任意）

このインターフェイス上のOSPFv3インスタンス
をシャットダウンします。

switch(config-if)# ospfv3
shutdown

ステップ 13   

（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 14   

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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次に、OSPFv3インスタンス 201にネットワークエリア 0.0.0.10を追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8::1/48
switch(config-if)# ipv6 ospfv3 201 area 0.0.0.10
switch(config-if)# copy running-config startup-config

高度な OSPFv3 の設定
OSPFv3は、OSPFv3ネットワークを設計したあとに設定します。

境界ルータのフィルタリストの設定

OSPFv3ドメインを、関連性のある各ネットワークを含む一連のエリアに分離できます。すべての
エリアは、エリア境界ルータ（ABR）経由でバックボーンエリアに接続している必要がありま
す。OSPFv3ドメインは、自律システム境界ルータ（ASBR）を介して、外部ドメインにも接続可
能です。

ABRには、省略可能な次の設定パラメータがあります。

• Area range：エリア間のルート集約を設定します。

• Filter list：ABR上で、外部エリアから受信したエリア間プレフィックス（タイプ 3）LSAを
フィルタリングします。

ASBRもフィルタリストをサポートしています。

はじめる前に

フィルタリストが、着信または発信エリア間プレフィックス（タイプ 3）LSAの IPプレフィック
スのフィルタリングに使用するルートマップを作成します。

OSPFv3をイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しい

OSPFv3インスタンスを作成します。
switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   

IPv6ユニキャストアドレスファミリモード
を開始します。

switch(config-router)# address-family
ipv6 unicast

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ABR上で着信または発信エリア間プレフィッ
クス（タイプ3）LSAをフィルタリングしま
す。

switch(config-router-af)# area area-id
filter-list route-map map-name {in |
out}

ステップ 4   

（任意）

OSPFv3ポリシー情報を表示します。
switch(config-if)# show ipv6 ospfv3
policy statistics area id filter-list {in
| out}

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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

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。

次に、ディセーブルにされているグレースフルリスタートをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router-af)# area 0.0.0.10 filter-list route-map FilterLSAs in
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

スタブエリアの設定

OSPFv3ドメインの外部トラフィックが不要な個所にスタブエリアを設定できます。スタブエリ
アはAS外部（タイプ5）LSAをブロックし、不要な、選択したネットワークへの往復のルーティ
ングを制限します。また、すべての集約ルートがスタブエリアを経由しないようブロックするこ

ともできます。

はじめる前に

OSPFをイネーブルにする必要があります。

設定されるスタブエリア内に、仮想リンクと ASBRのいずれも含まれないことを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv3インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

このエリアをスタブエリアとして作成します。switch(config-router)# area
area-id stub

ステップ 3   

（任意）

IPv6ユニキャストアドレスファミリモードを
開始します。

switch(config-router)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 4   

（任意）

このスタブエリアに送信されるデフォルト集約

ルートのコストメトリックを設定します。指定

できる範囲は 0～ 16777215です。

switch(config-router-af)# area
area-id default cost cost

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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、すべての集約ルート更新をブロックするスタブエリアを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 stub no-summary
switch(config-router)# copy running-config startup-config

Totally Stubby エリアの設定
Totally Stubbyエリアを作成して、すべての集約ルート更新がスタブエリアに入るのを防ぐことが
できます。

Totally Stubbyエリアを作成するには、ルータコンフィギュレーションモードで次のコマンドを
使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

このエリアを Totally Stubbyエリアと
して作成します。

switch(config-router)# area area-id stub
no-summary

ステップ 1   

NSSA の設定
OSPFv3ドメインの一部で一定限度の外部トラフィックが必要な場合は、その部分にNSSAを設定
できます。また、この外部トラフィックをAS外部（タイプ5）LSAに変換して、このルーティン
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グ情報でOSPFv3ドメインをフラッディングすることもできます。NSSAは、省略可能な次のパラ
メータで設定できます。

• No redistribution：NSSAをバイパスしてOSPFv3自律システム内の他のエリアに到達するルー
トを再配布します。このオプションは、NSSA ASBRが ABRも兼ねているときに使用しま
す。

• Default information originate：外部自律システムへのデフォルトルートのタイプ 7 LSAを生成
します。このオプションは、ASBRのルーティングテーブルにデフォルトルートが含まれる
場合に NSSA ASBR上で使用します。このオプションは、ASBRのルーティングテーブルに
デフォルトルートが含まれるかどうかに関係なく、NSSA ASBR上で使用できます。

• Routemap：目的のルートのみがNSSAおよび他のエリア全体でフラッディングされるよう、
外部ルートをフィルタリングします。

• Translate：NSSA外のエリア向けに、タイプ 7 LSAを AS外部 LSA（タイプ 5）に変換しま
す。再配布されたルートを OSPFv3自律システム全体でフラッディングするには、このコマ
ンドを NSSA ABR上で使用します。また、これらの AS外部 LSAの転送アドレスを無効に
することもできます。

• No summary：すべての集約ルートがNSSAでフラッディングされないようにします。このオ
プションは NSSA ABR上で使用します。

はじめる前に

OSPFをイネーブルにする必要があります。

設定する NSSA上に仮想リンクがないことと、この NSSAがバックボーンエリアでないことを確
認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規OSPFv3インスタンスを作成して、設定
済みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   

このエリアを NSSAとして作成します。switch(config-router)# area area-id
nssa [no-redistribution]

ステップ 3   

[default-information-originate]
[route-mapmap-name] [no-summary]
[translate type7 {always | never}
[suppress-fa]]
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

IPv6ユニキャストアドレスファミリモード
を開始します。

switch(config-router)# address-family
ipv6 unicast

ステップ 4   

（任意）

このNSSAに送信されるデフォルト集約ルー
トのコストメトリックを設定します。指定

できる範囲は 0～ 16777215です。

switch(config-router-af)# area area-id
default cost cost

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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

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。

次に、すべての集約ルート更新をブロックする NSSAを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa no-summary
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、デフォルトルートを生成する NSSAを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa default-info-originate
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、外部ルートをフィルタリングし、すべての集約ルート更新をブロックする NSSAを作成す
る例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa route-map ExternalFilter no-summary
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、常にタイプ 7 LSAをAS外部（タイプ 5）LSAに変換するNSSAを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa translate type 7 always
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、すべての集約ルート更新をブロックする NSSAを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 nssa no-summary
switch(config-router)# copy running-config startup-config

マルチエリアの隣接関係の設定

既存の OSPFv3インターフェイスには複数のエリアを追加できます。追加の論理インターフェイ
スはマルチエリア隣接関係をサポートしています。
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はじめる前に

OSPFをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

インターフェイスにプライマリエリアが設定されていることを確認します。

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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface interface-type
slot/port

ステップ 2   

別のエリアにインターフェイスを追加しま

す。

switch(config-if)# ipv6 router ospfv3
instance-tagmulti-area area-id

ステップ 3   

（任意）

OSPFv3の情報を表示します。
switch(config-if)# show ipv6 ospfv3
instance-tag interface interface-type
slot/port

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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

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。

次に、OSPFv3インターフェイスに別のエリアを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8::1/48
switch(config-if)# ipv6 ospfv3 201 area 0.0.0.10
switch(config-if)# ipv6 ospfv3 201 multi-area 20
switch(config-if)# copy running-config startup-config

仮想リンクの設定

仮想リンクは、隔離されたエリアを中継エリアを介してバックボーンエリアに接続します。仮想

リンクには、省略可能な次のパラメータを設定できます。

• Dead interval：ローカルルータがデッドであることを宣言し、隣接関係を解消する前に、ネ
イバーが helloパケットを待つ時間を設定します。

• Hello interval：連続する helloパケット間の時間間隔を設定します。

• Retransmit interval：連続する LSA間の推定時間間隔を設定します。

• Transmit delay：LSAをネイバーに送信する推定時間を設定します。
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リンクがアクティブになる前に、関与する両方のルータで仮想リンクを設定する必要がありま

す。

（注）

はじめる前に

OSPFをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv3インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   

リモートルータへの仮想リンクの端を作成しま

す。仮想リンクをリモートルータ上に作成して、

リンクを完成させる必要があります。

switch(config-router)# area
area-id virtual-link router-id

ステップ 3   

（任意）

OSPFv3仮想リンク情報を表示します。
switch(config-if)# show ipv6
ospfv3 virtual-link [brief]

ステップ 4   

（任意）

OSPFv3デッド間隔を秒単位で設定します。有効
な範囲は1～65535です。デフォルトでは、hello
間隔の秒数の 4倍です。

switch(config-router-vlink)#
dead-interval seconds

ステップ 5   

（任意）

OSPFv3 hello間隔を秒単位で設定します。有効
な範囲は 1～ 65535です。デフォルトは 10秒で
す。

switch(config-router-vlink)#
hello-interval seconds

ステップ 6   

（任意）

OSPFv3再送間隔を秒単位で設定します。有効な
範囲は1～65535です。デフォルトは5分です。

switch(config-router-vlink)#
retransmit-interval seconds

ステップ 7   

（任意）

OSPFv3送信遅延を秒単位で設定します。指定で
きる範囲は1～450です。デフォルトは1です。

switch(config-router-vlink)#
transmit-delay seconds

ステップ 8   

（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 9   
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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。

次に、2つの ABR間に簡単な仮想リンクを作成する例を示します。

ABR 1（ルータ ID 2001:0DB8::1）の設定は、次のとおりです。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 virtual-link 2001:0DB8::10
switch(config-router)# copy running-config startup-config

ABR 2（ルータ ID 2001:0DB8::10）の設定は、次のとおりです。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# area 0.0.0.10 virtual-link 2001:0DB8::1
switch(config-router)# copy running-config startup-config

再配布の設定

他のルーティングプロトコルから学習したルートを、ASBR経由で OSPFv3自律システムに再配
布できます。

OSPFでのルート再配布には、省略可能な次のパラメータを設定できます。

• Default information originate：外部自律システムへのデフォルトルートのAS外部（タイプ 5）
LSAを生成します。

Default information originateはオプションのルートマップ内の match文を無視
します。

（注）

• Default metric：すべての再配布ルートに同じコストメトリックを設定します。

スタティックルートを再配布すると、CiscoNX-OSはデフォルトのスタティッ
クルートも再配布します。

（注）

はじめる前に

再配布で使用する、必要なルートマップを作成します。

OSPFをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規OSPFv3インスタンスを作成して、設定済みのイ
ンスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   

IPv6ユニキャストアドレスファミリモードを開始し
ます。

switch(config-router)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 3   

設定したルートマップ経由で、選択したプロトコル

を OSPFv3に再配布します。
switch(config-router-af)#
redistribute {bgpid | direct |
isis id | rip id | static}
route-map map-name

ステップ 4   

スタティックルートを再配布すると、Cisco
NX-OSはデフォルトのスタティックルー
トも再配布します。

（注）

デフォルトのルートが RIBに存在する場合、この
OSPFv3ドメインにデフォルトのルートを作成しま
す。次の省略可能なキーワードを使用します。

switch(config-router-af)#
default-information originate
[always] [route-map
map-name]

ステップ 5   

• always：ルートが RIBに存在しない場合でも、
常にデフォルトルートの 0.0.0.を生成します。

• route-map：ルートマップが trueを返す場合に
デフォルトルートを生成します。

このコマンドは、ルートマップのmatch文
を無視します。

（注）

再配布されたルートのコストメトリックを設定しま

す。指定できる範囲は 1～ 16777214です。このコマ
switch(config-router-af)#
default-metric cost

ステップ 6   

ンドは、直接接続されたルートには適用されません。

ルートマップを使用して、直接接続されたルートの

デフォルトのメトリックを設定します。

（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 7   

次に、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を OSPFv3に再配布する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router-af)# redistribute bgp route-map FilterExternalBGP
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config
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再配布されるルート数の制限

ルート再配布によって、OSPFv3ルートテーブルに多数のルートを追加できます。外部プロトコ
ルから受け取るルートの数の上限を設定できます。OSPFv3には、再配布されるルート制限を設定
するための次のオプションがあります。

•上限固定：OSPFv3が設定された最大値に達すると、メッセージをログに記録します。OSPFv3
はそれ以上の再配布されたルートを受け付けません。任意で、最大値のしきい値パーセン

テージを設定して、OSPFv3がこのしきい値を超えたときに警告を記録するようにすること
もできます。

•警告のみ：OSPFv3が最大値に達したときのみ、警告のログを記録します。OSPFv3は、再配
布されたルートを受け入れ続けます。

•取り消し：OSPFv3が最大値に達したときに設定したタイムアウト期間を開始します。この
タイムアウト期間後、現在の再配布されたルート数が最大制限より少なければ、OSPFv3は
すべての再配布されたルートを要求します。再配布されたルートの現在数が最大数に達した

場合、OSPFv3はすべての再配布されたルートを取り消します。OSPFv3が追加の再配布され
たルートを受け付ける前に、この状況を解消する必要があります。任意で、タイムアウト期

間を設定できます。

はじめる前に

OSPFをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv3インスタンスを作成して、設定済み
のインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   

IPv6ユニキャストアドレスファミリモードを開
始します。

switch(config-router)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 3   

設定したルートマップ経由で、選択したプロトコ

ルを OSPFv3に再配布します。
switch(config-router)# redistribute
{bgpid | direct | isis id | rip id |
static} route-map map-name

ステップ 4   

OSPFv2が配布するプレフィックスの最大数を指
定します。指定できる範囲は 0～ 65536です。任
意で次のオプションを指定します。

switch(config-router)# redistribute
maximum-prefixmax [threshold]
[warning-only | withdraw
[num-retries timemout]]

ステップ 5   

• threshold：警告メッセージをトリガーする最
大プレフィックスの割合。
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目的コマンドまたはアクション

• warning-only：プレフィックスの最大数を超
えたときに警告メッセージを記録します。

• withdraw：再配布されたすべてのルートを取
り消し、任意で再配布されたルートを取得し

ようと試みます。num-retriesの範囲は 1～ 12
です。timeoutの範囲は 60～ 600秒です。デ
フォルトは 300秒です。

（任意）

OSPFv3設定を表示します。
show running-config ospfv3

例：
switch(config-router)# show
running-config ospf

ステップ 6   

（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 7   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、OSPFに再配布されるルートの数を制限する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router-af)# redistribute bgp route-map FilterExternalBGP
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

ルート集約の設定

集約したアドレス範囲を設定することにより、エリア間ルートのルート集約を設定できます。ま

た、ASBR上のこれらのルートの集約アドレスを設定して、外部の再配布されたルートのルート
集約を設定することもできます。

はじめる前に

OSPFをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規 OSPFv3インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   

IPv6ユニキャストアドレスファミリモードを
開始します。

switch(config-router)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 3   

一定範囲のアドレスのサマリーアドレスをABR
上に作成します。このサマリーアドレスをエリ

switch(config-router-af)# area
area-id range ipv6-prefix/length
[no-advertise] [cost cost]

ステップ 4   

ア間プレフィックス（タイプ 3）LSAにアドバ
タイズすることもできます。costの範囲は 0～
16777215です。

一定の範囲のアドレスの集約アドレスをABR上
に作成します。ルートマップによる再配布で使

switch(config-router-af)#
summary-address
ipv6-prefix/length [no-advertise]
[tag tag]

ステップ 5   

用できるよう、この集約アドレスにタグを割り

当てることもできます。

（任意）

OSPFv3サマリーアドレスに関する情報を表示
します。

switch(config-router)# show ipv6
ospfv3 summary-address

ステップ 6   

（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 7   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、すべての集約ルート更新をブロックするスタブエリアを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router)# area 0.0.0.10 range 2001:0DB8::/48
switch(config-router)# copy running-config startup-config

次に、ASBR上の集約アドレスを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router)# summary-address 2001:0DB8::/48
switch(config-router)# copy running-config startup-config
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ルートのアドミニストレーティブディスタンスの設定

Cisco NX-OS Release 6.1以降では、RIBにOSPFv3によって追加されるルートのアドミニストレー
ティブディスタンスを設定できます。

アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報源の信頼性を示す評価基準です。値

が高いほど信頼性の評価は低くなります。一般的にルートは、複数のルーティングプロトコルを

通じて検出されます。アドミニストレーティブディスタンスは、複数のルーティングプロトコル

から学習したルートを区別するために使用されます。最もアドミニストレーティブディスタンス

が低いルートが IPルーティングテーブルに組み込まれます。

はじめる前に

OSPFv3がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

この機能に関する注意事項と制約事項を参照してください。

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   

新規 OSPFv3インスタンスを作成して、設定済みのイ
ンスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router
ospfinstance-tag

ステップ 2   

IPv6ユニキャストアドレスファミリモードを開始し
ます。

switch(config-router)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 3   

OSPFv2ルートをRIBに送信する前に、OSPFv2ルート
をフィルタリングまたは変更するポリシーを設定しま

switch(config-router-af)# [no]
table-mapmap-name [filter]

ステップ 4   

す。マップ名には最大 63文字の英数字を入力できま
す。

filterキーワードは、ルートマップ（map-name）の設
定で許可されているルートのみをルーティング情報ベー

ス（RIB）にダウンロードするように指定します。

ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

switch(config-router-af)# exitステップ 5   

ルータコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-router)# exitステップ 6   

ルートマップを作成するか、または既存のルートマッ

プに対応するルートマップコンフィギュレーション

switch(config)#
route-mapmap-name
[permit | deny] [seq]

ステップ 7   

モードを開始します。ルートマップのエントリを順序

付けるには、seqを使用します。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
210

高度な OSPFv3 の設定



目的コマンドまたはアクショ

ン

permitオプションを指定すると、ディスタン
スを設定できるようになります。denyオプ
ションを使用すると、デフォルトのディスタ

ンスが適用されます。

（注）

次のルートタイプのいずれかと照合します。switch(config-route-map)#
match route-typeroute-type

ステップ 8   

• external：外部ルート（BGP、EIGRP、OSPFタイ
プ 1または 2）

• inter-area：OSPFエリア間ルート

• internal：内部ルート（OSPFエリア内またはエリ
ア間ルートを含む）

• intra-area：OSPFエリア内ルート

• nssa-external：NSSA外部ルート（OSPFタイプ 1
または 2）

• type-1：OSPF外部タイプ 1ルート

• type-2：OSPF外部タイプ 2ルート

1つまたは複数の IPプレフィックスリストに対して、
ルートの IPv6ルート送信元アドレスまたはルータ ID

switch(config-route-map)#
match ip route-source
prefix-listname

ステップ 9   

と照合します。プレフィックスリストを作成するに

は、ip prefix-listコマンドを使用します。

OSPFv3では、ルータ IDは 4バイトで
す。

（注）

1つまたは複数の IPv6プレフィックスリストと照合。
プレフィックスリストを作成するには、ip prefix-list
コマンドを使用します。

switch(config-route-map)#
match ipv6 address
prefix-listname

ステップ 10   

OSPFv3のルートのアドミニストレーティブディスタ
ンスを設定します。範囲は 1～ 255です。

switch(config-route-map)# set
distancevalue

ステップ 11   

（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 12   
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次に、OSPFv3アドミニストレーティブディスタンスについて、エリア間ルートを150、外部ルー
トを 200、およびプレフィックスリスト p1内のすべてのプレフィックスを 190に設定する例を示
します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router-af)# table-map foo
switch(config-router)# exit
switch(config)# exit
switch(config)# route-map foo permit 10
switch(config-route-map)# match route-type inter-area
switch(config-route-map)# set distance 150
switch(config)# route-map foo permit 20
switch(config-route-map)# match route-type external
switch(config-route-map)# set distance 200
switch(config)# route-map foo permit 30
switch(config-route-map)# match ip route-source prefix-list p1
switch(config-route-map)# match ipv6 address prefix-list p1
switch(config-route-map)# set distance 190

次に、VLAN 10を介して学習されるネクストホップをブロックするためのルートマップを設定
する例を示します。
switch(config)# route-map Filter-OSPF 10 deny
switch(config-route-map)# match interface VLAN 10
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map Filter-OSPF 20 permit

次の例では、table-mapコマンドを設定しています（filterキーワードを指定して）。VLAN 10を
介して学習されたネクストホップパスをルートマップ（Filter-OSPF）を使用して削除し、VLAN
20を介して学習されたネクストホップパスは削除しないようにします。
switch(config)# route ospfv3 p1
switch(config-router)# table-map Filter-OSPF filter

デフォルトタイマーの変更

OSPFv3には、プロトコルメッセージの動作および最短パス優先（SPF）の計算を制御する多数の
タイマーが含まれています。OSPFv3には、省略可能な次のタイマーパラメータが含まれます。

• LSA arrival time：ネイバーから着信する LSA間で許容される最小間隔を設定します。この時
間より短時間で到着する LSAはドロップされます。

• PacingLSAs：LSAが集められてグループ化され、リフレッシュされて、チェックサムが計算
される間隔、つまり期限切れとなる間隔を設定します。このタイマーによって、LSA更新の
実行頻度や、LSA更新メッセージで送信される LSA更新情報の数が制御されます。

• Throttle LSAs：LSA生成のレート制限を設定します。このタイマーは、トポロジが変更され
た後に LSAが生成される頻度を制御します。

• Throttle SPF calculation：SPF計算の実行頻度を制御します。

インターフェイスレベルでは、次のタイマーも制御できます。

• Retransmit interval：連続する LSA間の推定時間間隔を設定します。

• Transmit delay：LSAをネイバーに送信する推定時間を設定します。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規OSPFv3インスタンスを作成して、設定済みの
インスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   

LSA到着時間をミリ秒で設定します。範囲は 10～
600000です。デフォルトは 1000ミリ秒です。

switch(config-router)# timers
lsa-arrival msec

ステップ 3   

LSAがグループ化される間隔を秒で設定します。
範囲は 1～ 1800です。デフォルトは 10秒です。

switch(config-router)# timers
lsa-group-pacing seconds

ステップ 4   

LSA生成のレート制限をミリ秒で設定します。次
のタイマーを設定できます。

switch(config-router)# timers
throttle lsa start-time
hold-interval max-time

ステップ 5   

• start-time：指定できる範囲は 50～ 5000ミリ
秒です。デフォルト値は 50ミリ秒です。

• hold-interval：指定できる範囲は 50～ 30,000
ミリ秒です。デフォルト値は 5000ミリ秒で
す。

• max-time：指定できる範囲は 50～ 30,000ミリ
秒です。デフォルト値は 5000ミリ秒です。

IPv6ユニキャストアドレスファミリモードを開始
します。

switch(config-router)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 6   

SPF最適パススケジュール初期遅延時間と、各SPF
最適パス計算間の最小ホールドタイム（秒単位）

switch(config-router)# timers
throttle spf delay-time hold-time

ステップ 7   

を設定します。指定できる範囲は1～600000です。
デフォルトは、遅延時間なし、およびホールドタ

イム 5000ミリ秒です。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface type
slot/port

ステップ 8   

このインターフェイスから送信される各 LSA間の
推定時間間隔を設定します。有効な範囲は 1～
65535です。デフォルトは 5分です。

switch(config-if)# ospfv3
retransmit-interval seconds

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

LSAをネイバーに送信する推定時間間隔を秒で設
定します。指定できる範囲は1～450です。デフォ
ルトは 1です。

switch(config-if)# ospfv3
transmit-delay seconds

ステップ 10   

（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 11   

次に、すべての集約ルート更新をブロックするスタブエリアを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# timers lsa-group-pacing 300
switch(config-router)# copy running-config startup-config

OSPFv3 Max-Metric ルータ LSA の設定
最大許容メトリック値（無限メトリック 0xFFF）を含むローカルに生成されたルータ LSAをアド
バタイズするように、OSPFv3を設定できます。この機能を使用するとOSPFv3プロセスはデバイ
スを通過する中継トラフィックをコンバージできるようになりますが、より適切な代替パスが存

在する場合は、中継トラフィックを引き込むことはできません。指定したタイムアウトまたは

BGPからの通知の後、OSPFv3は通常のメトリックで LSAをアドバタイズします。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規OSPFv3インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router
ospfv3instance-tag

ステップ 2   

OSPFv3プロトコルを実行するデバイスが最大
メトリックをアドバタイズするように設定し

switch(config-router)#max-metric
router-lsa [external-lsa
[max-metric-value]] [stub-prefix-lsa]

ステップ 3   

て、他のデバイスがそのデバイスを SPF計算
で中継ホップとして優先しないようにします。

[on-startup [seconds]] [wait-for
bgptag] [inter-area-prefix-lsa
[max-metric-value]]
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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

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。

次の例は、スタブリンクの最大メトリックをアドバタイズするようにルータを設定する方法を示

しています。
switch(config)# router ospfv3 200
switch(config-router)# max-metric router-lsa stub-prefix-lsa

グレースフルリスタートの設定

デフォルトでは、グレースフルリスタートはイネーブルです。OSPFv3インスタンスのグレース
フルリスタートには、省略可能な次のパラメータを設定できます。

• Graceperiod：グレースフルリスタートの開始後に、ネイバーが隣接関係を解消するまでに待
つ時間を設定します。

• Helper mode disabled：ローカル OSPFv3インスタンスのヘルパーモードをディセーブルにし
ます。OSPFv3は、ネイバーのグレースフルリスタートには関与しません。

• Planned graceful restart only：予定された再起動の場合にのみグレースフルリスタートがサポー
トされるよう、OSPFv3を設定します。

はじめる前に

OSPFをイネーブルにする必要があります。

すべてのネイバーで、一致した省略可能なパラメータ一式とともにグレースフルリスタートが設

定されていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新規OSPFv3インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

グレースフルリスタートをイネーブルにしま

す。グレースフルリスタートは、デフォルト

でイネーブルにされています。

switch(config-router)# graceful
restart

ステップ 3   

猶予期間を秒で設定します。指定できる範囲は

5～ 1800です。デフォルトは 60秒です。
switch(config-router)#
graceful-restart grace-period
seconds

ステップ 4   

ヘルパーモードをディセーブルにします。デ

フォルトでは、イネーブルです。

switch(config-router)#
graceful-restart helper-disable

ステップ 5   

予定された再起動時にのみグレースフルリス

タートを設定します。

switch(config-router)#
graceful-restart planned-only

ステップ 6   

（任意）

OSPFv3の情報を表示します。
switch(config-if)# show ipv6
ospfv3 instance-tag

ステップ 7   

（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 8   

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、すべての集約ルート更新をブロックするスタブエリアを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# graceful-restart
switch(config-router)# graceful-restart grace-period 120
switch(config-router)# copy running-config startup-config

OSPFv3 インスタンスの再起動
OSPv3インスタンスは再起動できます。この処理では、インスタンスのすべてのネイバーが消去
されます。

OSPFv3インスタンスを再起動して、関連付けられたすべてのネイバーを削除するには、次のコマ
ンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

OSPFv3インスタンスを再起動して、すべ
てのネイバーを削除します。

switch(config)# restart ospfv3
instance-tag

ステップ 1   
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仮想化による OSPFv3 の設定
各 VDCごとに複数の OSPFv3インスタンスを設定できます。各 VDC内に複数の VRFを作成し
て、各 VRFで同じまたは複数の OSPFv3インスタンスを使用することもできます。VRFには
OSPFv3インターフェイスを割り当てます。

インターフェイスの VRFを設定した後に、インターフェイスの他のすべてのパラメータを設
定します。インターフェイスの VRFを設定すると、そのインターフェイスのすべての設定が
削除されます。

（注）

はじめる前に

VDCを作成します。

OSPFをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新しい VRFを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config)# vrf context
vrf-name

ステップ 2   

新規 OSPFv3インスタンスを作成して、設定済
みのインスタンスタグを割り当てます。

switch(config)# router ospfv3
instance-tag

ステップ 3   

VRFコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

switch(config-router)# vrf
vrf-name

ステップ 4   

（任意）

このVRFのルートテーブル内の宛先について、
その宛先への同等 OSPFv3パスの最大数を設定

switch(config-router-vrf)#
maximum-paths paths

ステップ 5   

します。このコマンドはロードバランシングに

使用します。

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface type
slot/port

ステップ 6   

このインターフェイスを VRFに追加します。switch(config-if)# vrf member
vrf-name

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

このインターフェイスの IPアドレスを設定しま
す。このステップは、このインターフェイスを

VRFに割り当てたあとに行う必要があります。

switch(config-if)# ipv6 address
ipv6-prefix/length

ステップ 8   

設定したOSPFv3インスタンスおよびエリアに、
このインターフェイスを割り当てます。

switch(config-if)# ipv6 ospfv3
instance-tag area area-id

ステップ 9   

（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 10   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、VRFを作成して、その VRFにインターフェイスを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context NewVRF
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# router ospfv3 201
switch(config-router)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# vrf member NewVRF
switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8::1/48
switch(config-if)# ipv6 ospfv3 201 area 0
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ルータレベルの OSPFv3 認証の設定
次のコマンドを使用して、ルータレベルでインターフェイスごとに OSPFv3パケットの認証をイ
ネーブルにすることができます。

はじめる前に

OSPFがイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

認証パッケージをイネーブルにします。

手順

ステップ 1 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 2 認証パッケージをイネーブルにします。
switch(config)# feature imp

ステップ 3 インスタンスタグを設定して、新しい OSPFv3インスタンスを作成します。
switch(config)# router ospfv3instance-tag
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ステップ 4 IPSec AH認証をイネーブルにします。
switch(config-router)# authentication ipsec spispi auth [ 0 | 3 | 7] key

spiによりセキュリティポリシーインデックスを指定し、authにより認証アルゴリズム（md5ま
たは sha1）を定義できます。数値 0、3、または 7を入力して keyの形式を指定します。

ステップ 5 （任意）OSPFv3情報を表示します。
switch(config)# show running-config ospfv3

エリアレベルの OSPFv3 認証の設定
次のコマンドを使用して、エリアレベルでインターフェイスごとに OSPFv3パケットの認証をイ
ネーブルにすることができます。

はじめる前に

OSPFがイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

認証パッケージをイネーブルにします。

手順

ステップ 1 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 2 認証パッケージをイネーブルにします。
switch(config)# feature imp

ステップ 3 インスタンスタグを設定して、新しい OSPFv3インスタンスを作成します。
switch(config)#router ospfv3instance-tag

ステップ 4 IPSec AH認証をイネーブルにします。
switch(config-router)#areaarea-numauthentication ipsec spispi auth [ 0 | 3 | 7] key

spiによりセキュリティポリシーインデックスを指定し、authにより認証アルゴリズム（md5ま
たは sha1）を定義できます。数値 0、3、または 7を入力して keyの形式を指定します。

ステップ 5 （任意）OSPFv3情報を表示します。
switch(config)# show running-config ospfv3

インターフェイスレベルの OSPFv3 認証の設定
次のコマンドを使用して、インターフェイスごとに OSPFv3パケットの認証を設定できます。
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はじめる前に

OSPFがイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

認証パッケージをイネーブルにします。

手順

ステップ 1 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 2 認証モードをイネーブルにします。
switch(config)# feature imp

ステップ 3 インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config)# interface ethernetinterface

ステップ 4 ポートモードをレイヤ 3インターフェイスに変更します。
switch(config-if)# no switchport

ステップ 5 インターフェイスの OSPFv3インスタンスとエリアを指定します。
switch(config-if)# ipv6 router ospfv3instance-tagareaarea-id

ステップ 6 IPSec AH認証をイネーブルにします。
switch(config-if)# ospfv3 authentication ipsec spispi auth [0 | 3 | 7 ] key

spiによりセキュリティポリシーインデックスを指定し、authにより認証アルゴリズム（md5ま
たは sha1）を定義できます。数値 0、3、または 7を入力して keyの形式を指定します。

ステップ 7 （任意）インターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)#show run interfaceinterface

設定例

次の例は、Ethernetインターフェイス 2/1のセキュリティをイネーブルにする方法を示していま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ipv6 router ospfv3 1 area 0
switch(config-if)# ospfv3 authentication ipsec spi 256 md5 0 11111111111111111111111111111111
switch(config-if)# show run interface ethernet 2/1

!Command: show running-config interface Ethernet2/1
!Time: Mon Oct 26 09:19:30 2015

version 7.2(0)D1(1)

interface Ethernet2/1
shutdown
no switchport
medium p2p
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ospfv3 authentication ipsec spi 256 md5 3 b54dc5a961fb42098f6902e512cb6e099d44
d3239f4e48e73668de6f52254f0e
ipv6 router ospfv3 1 area 0.0.0.0

switch(config-if)#

OSPFv3 の設定の確認
OSPFv3の設定を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

1つ以上の OSPFv3ルーティングインスタンス
に関する情報を表示します。出力には次のエリ

アレベルのカウントが含まれます。

• Interfaces in this area：このエリアに追加さ
れたすべてのインターフェイスの数（設定

済みインターフェイス）。

• Active interfaces：Router Link Statesおよび
SPFであると見なされたすべてのインター
フェイスの数（アップ状態のインターフェ

イス）。

• Passive interfaces：OSPFパッシブと見なさ
れたすべてのインターフェイスの数（隣接

関係は形成されない）。

• Loopback interfaces：すべてのローカルルー
プバックインターフェイスの数。

show ipv6 ospfv3 [instance-tag] [vrfvrf-name]

ABRおよびASBRへの内部OSPFルーティング
テーブルエントリを表示します。

show ipv6 ospfv3 border-routers

特定のルータの OSPFv3データベースに関する
情報のリストを表示します。

show ipv6 ospfv3 database

OSPFv3インターフェイス設定を表示します。show ipv6 ospfv3 interfacetype number [vrf
{vrf-name| all | default | management}]

ネイバー情報を表示します。clear ospfv3
neighborsコマンドを使用すると、すべてのネ
イバーとの隣接関係を削除できます。

show ipv6 ospfv3 neighbors

ルータから要求されている LSAの一覧を表示
します。

show ipv6 ospfv3 request-list

再送を待っている LSAの一覧を表示します。show ipv6 ospfv3 retransmission-list
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目的コマンド

OSPFv3インスタンスで設定されている、すべ
ての集約アドレス再配布情報の一覧を表示しま

す。

show ipv6 ospfv3 summary-address

現在実行中の OSPFv3コンフィギュレーション
を表示します。

show running-configuration ospfv3

OSPFv3 のモニタリング
OSPFv3統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

OSPFv3メモリ使用状況の統計情報を表示しま
す。

show ipv6 ospfv3 memory

エリアのOSPFv3ルートポリシー統計情報を表
示します。

show ipv6 ospfv3 policy statistics area area-id
filter-list {in | out} [vrf {vrf-name | all | default |
management}]

OSPFv3ルートポリシー統計を表示します。show ipv6 ospfv3 policy statistics redistribute {
bgp id | direct | isis id | rip id | static vrf {vrf-name
| all | default | management}]

OSPFv3イベントカウンタを表示します。show ipv6 ospfv3 statistics [vrf {vrf-name | all |
default | management}]

OSPFv3パケットカウンタを表示します。show ipv6 ospfv3 traffic interface-type number [vrf
{vrf-name | all | default | management}]

OSPFv3 の設定例
次の例は、OSPFv3の設定方法を示しています。
This example shows how to configure OSPFv3:
feature ospfv3
router ospfv3 201
router-id 290.0.2.1

interface ethernet 1/2
ipv6 address 2001:0DB8::1/48
ipv6 ospfv3 201 area 0.0.0.10

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
222

OSPFv3 のモニタリング



OSPFv3 の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

OSPFv3 CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Command Reference』

VDC

OSPFv3 の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 18：OSPFv3 の機能の履歴

機能情報リリース機能名

OSPFv3パケットに対する IPSec認証が
追加されました。

7.3(0)D1(1)OSPFv3 IPSec認証の設定

パスがRIBに追加されるのを防ぐために
OSPFルートのネクストホップパスを
フィルタリングするためのサポートが追

加されました。

6.2(6a)OSPF：パスをフィルタリ
ングする配布リスト

ルートマップで許可されたルートだけを

RIBにダウンロードするように指定する
ため、filterキーワードが table-mapコマ
ンドに追加されました。

6.2(2)ルートのアドミニストレー

ティブディスタンス

廃棄ルートが作成されることを防止する

機能が追加されました。

6.2(2)ルート集約
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機能情報リリース機能名

• OSPFv3のクライアントを追加でき
るように、双方向フォワーディング

検出（BFD）機能が拡張されまし
た。

•ローカルで生成されたルータ LSA
を可能な最大メトリック値でアドバ

タイズする機能が追加されました。

• OSPFv3インスタンスに対するオプ
ションの name-lookupパラメータ
が追加されました

。

6.2(2)OSPFv3

OSPFv3 SNMP/trapのサポートが追加さ
れました。

6.2(2)MIB

OSPFv3のルートのアドミニストレーティ
ブディスタンスを設定するサポートが追

加されました。

6.1(1)OSPFv3

ルータまたは VRFのすべてのインター
フェイスでパッシブインターフェイス

モードを設定する機能を追加しました。

5.2(1)パッシブインターフェイ

ス

この機能が導入されました。4.0(1)OSPFv3
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第 9 章

EIGRP の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 225 ページ

• EIGRPに関する情報, 226 ページ

• EIGRPのライセンス要件, 235 ページ

• EIGRPの前提条件, 235 ページ

• EIGRPに関する注意事項と制約事項, 235 ページ

• EIGRPパラメータのデフォルト設定, 236 ページ

• 基本的 EIGRPの設定, 237 ページ

• 高度な EIGRPの設定, 242 ページ

• EIGRPの仮想化の設定, 259 ページ

• EIGRPの設定の確認, 261 ページ

• EIGRP統計情報の表示, 261 ページ

• EIGRPの設定例, 261 ページ

• EIGRPの関連資料, 262 ページ

• MIB, 263 ページ

• EIGRPの機能の履歴, 263 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
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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。

EIGRP に関する情報
EIGRPは、リンクステートプロトコルの機能にディスタンスベクトルプロトコルの利点を組み
合わせたプロトコルです。EIGRPは、定期的に Helloメッセージを送信してネイバーを探索しま
す。EIGRPは、新規ネイバーを検出すると、すべてのローカル EIGRPルートおよびルートメト
リックに対する 1回限りの更新を送信します。受信側の EIGRPルータは、受信したメトリック
と、その新規ネイバーにローカルで割り当てられたリンクのコストに基づいて、ルートディスタ

ンスを計算します。この最初の全面的なルートテーブルの更新後は、ルート変更の影響を受ける

ネイバーにのみ、差分更新がEIGRPにより送信されます。この処理により、コンバージェンスに
かかる時間が短縮され、EIGRPが使用する帯域幅が最小限になります。

EIGRP コンポーネント
EIGRPには、次の基本コンポーネントがあります。

• Reliable Transport Protocol

•ネイバー探索およびネイバー回復

•拡散更新アルゴリズム

Reliable Transport Protocol

Reliable Transport Protocolは、すべてのネイバーに EIGRPパケットの順序付けされた配信を保証
します。Reliable Transport Protocolは、マルチキャストパケットとユニキャストパケットの混合
伝送をサポートしています。この転送は信頼性が高く、未確認パケットが保留されているときに

も、マルチキャストパケットの迅速な送信が可能です。この方式により、さまざまな速度のリン

クでも短いコンバージェンス時間が維持されるようになります。

Reliable Transport Protocolには、次のメッセージタイプが含まれます。

• Hello：ネイバー探索およびネイバー回復に使用されます。EIGRPはデフォルトでは、定期的
なマルチキャストHelloメッセージをローカルネットワーク上に、設定された hello間隔で送
信します。デフォルトの hello間隔は 5秒です。

•確認：更新、照会、返信を確実に受信したことを確認します。

•更新：ルーティング情報が変更されると、その影響を受けるネイバーに送信されます。更新
には、ルートの宛先、アドレスマスク、および遅延や帯域幅などのルートメトリックが含

まれます。更新情報は EIGRPトポロジテーブルに格納されます。

•照会および返信：EIGRPが使用する拡散更新アルゴリズムの一部として送信されます。
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ネイバー探索およびネイバー回復

EIGRPは、Reliable Transport Protocolからの Helloメッセージを使用して、直接接続されたネット
ワーク上のネイバー EIGRPルータを探索します。EIGRPにより、ネイバーテーブルにネイバー
が追加されます。ネイバーテーブルの情報には、ネイバーアドレス、検出されたインターフェイ

ス、およびホールドタイムが含まれています。ホールドタイムは、ネイバーへの到達不能を宣言

するまで EIGRPが待機する時間です。デフォルトのホールドタイムは、hello間隔の 3倍または
15秒です。

EIGRPは、ローカルEIGRPルーティング情報を共有するために、一連の更新メッセージを新規ネ
イバーに送信します。このルート情報は EIGRPトポロジテーブルに格納されます。このように
EIGRPルート情報全体を最初に送信した後は、ルーティングが変更されたときにのみ、EIGRPに
より更新メッセージが送信されます。これらの更新メッセージは新情報または更新情報のみを含

んでおり、変更の影響を受けるネイバーにのみ送信されます。

EIGRPはネイバーへのキープアライブとして、Helloメッセージも使用します。Helloメッセージ
を受信している限り、Cisco NX-OSは、ネイバーがダウンせずに機能していると判断します。

拡散更新アルゴリズム

拡散更新アルゴリズム（DUAL）により、トポロジテーブルの宛先ネットワークに基づいてルー
ティング情報が計算されます。トポロジテーブルには、次の情報が含まれます。

• IPv4または IPv6アドレス/マスク：この宛先のネットワークアドレスとネットワークマス
ク。

•サクセサ：現在のフィジブルディスタンスよりも宛先まで短いディスタンスをアドバタイズ
する、すべてのフィジブルサクセサまたはネイバーの IPアドレスおよびローカルインター
フェイス接続。

•フィージビリティディスタンス（FD）：計算された、宛先までの最短ディスタンス。フィ
ジブルディスタンスは、ネイバーがアドバタイズした距離に、そのネイバーへのリンクコ

ストを加えた合計です。

DUALは、ディスタンスメトリックを使用して、ループが発生しない効率的なパスを選択しま
す。DUALはルートを選択し、フィジブルサクセサに基づいてユニキャストルーティング情報
ベース（RIB）に挿入します。トポロジが変更されると、DUALは、トポロジテーブルでフィジ
ブルサクセサを探します。フィジブルサクセサが見つかった場合、DUALは、最短のフィジブル
ディスタンスを持つフィジブルサクセサを選択して、それをユニキャストRIBに挿入します。こ
れにより、再計算が不要となります。

フィジブルサクセサが存在しないが、宛先をアドバタイズするネイバーが存在する場合は、DUAL
がパッシブ状態からアクティブ状態へと移行し、新しいサクセサまたは宛先へのネクストホップ

ルータを決定する再計算をトリガーします。ルートの再計算に必要な時間は、コンバージェンス

時間に影響します。EIGRPは照会メッセージをすべてのネイバーに送信し、フィジブルサクセサ
を探します。フィジブルサクセサを持つネイバーは、その情報を含む返信メッセージを送信しま

す。フィジブルサクセサを持たないネイバーは、DUALの再計算をトリガーします。
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EIGRP ルート更新
トポロジが変更されると、EIGRPは、変更されたルーティング情報のみを含む更新メッセージを
影響を受けるネイバーに送信します。更新メッセージには、新規の、または更新されたネットワー

ク宛先へのディスタンス情報が含まれます。

EIGRPでのディスタンス情報は、帯域幅、遅延、負荷使用状況、リンクの信頼性などの使用可能
なルートメトリックの組み合わせとして表現されます。各メトリックには重みが関連付けられて

おり、これにより、メトリックがディスタンスの計算に含まれるかどうかが決定します。このメ

トリックの重みは設定することができます。特性を微調整して最適なパスを完成することもでき

ますが、設定可能なメトリックの大部分でデフォルト設定を使用することを推奨します。

内部ルートメトリック

内部ルートとは、同じEIGRP自律システム内のネイバー間のルートです。これらのルートには、
次のメトリックがあります。

•ネクストホップ：ネクストホップルータの IPアドレス。

•遅延：宛先ネットワークへのルートを形成するインターフェイス上で設定された遅延の合
計。遅延は 10マイクロ秒単位で設定されます。

•帯域幅：宛先へのルートの一部であるインターフェイスで設定された最小帯域幅から計算さ
れます。

デフォルト帯域幅の値の使用を推奨します。この帯域幅パラメータは EIGRP
でも使用されます。

（注）

• MTU：宛先へのルート上の最大伝送単位の最小値。

•ホップカウント：宛先までにルートが通過するホップまたはルータの数。このメトリック
は、DUAL計算で直接には使用されません。

•信頼性：宛先までのリンクの信頼性を示します。

•負荷：宛先までのリンク上のトラフィック量を示します。

デフォルトでEIGRPは、帯域幅と遅延のメトリックを使用して、宛先までのディスタンスを計算
します。計算に他のメトリックが含まれるように、メトリックの重みを変更できます。

ワイドメトリック

EIGRPは、より高速なインターフェイスまたはバンドルされたインターフェイス上でのルート選
択を改善するためのワイド（64ビット）メトリックをサポートします。ワイドメトリックをサ
ポートしているルータは、次のように、ワイドメトリックをサポートしていないルータと相互運

用できます。
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•ワイドメトリックをサポートするルータ：ローカルワイドメトリック値を受信した値に追
加し、情報を送信します。

•ワイドメトリックをサポートしないルータ：値を変更せずに受信したメトリックを送信しま
す。

EIGRPは、ワイドメトリックのパスコストを計算するために、次の式を使用します。

メトリック = [k1 x帯域幅 +（k2 x帯域幅）/（256 -負荷）+ k3 x遅延 + k6 x拡張属性] x [k5/（信頼
性 + k4）]

ユニキャスト RIBが 64ビットのメトリック値に対応できないため、EIGRPワイドメトリックは
RIBスケール係数含む次の式を使用して、64ビットメトリック値を 32ビット値に変換します。

RIBメトリック =（ワイドメトリック/RIBスケール値）。

RIBスケール値は設定可能なパラメータです。

EIGRPワイドメトリックは、EIGRPメトリックの設定のk6として、次の2種類の新しいメトリッ
ク値を導入します。

•ジッタ：（マイクロ秒単位で測定）ルートパス上のすべてのリンクにわたって累積します。
ルートの低い方のジッター値は、EIGRPパス選択に優先されます。

•エネルギー：（キロビット単位のワットで測定）ルートパス上のすべてのリンクにわたっ
て累積します。ルートの低い方のエネルギー値は、EIGRPパス選択に優先されます。

EIGRPは、より高い値のパスを持つパスよりも、ジッターやエネルギーメトリック値を持たない
パス、またはより低いジッターやエネルギーメトリック値を持つパスを優先します。

EIGRPワイドメトリックは、TLVバージョン 2で送信されます。（注）

外部ルートメトリック

外部ルートとは、異なるEIGRP自律システムにあるネイバー間のルートです。これらのルートに
は、次のメトリックがあります。

•ネクストホップ：ネクストホップルータの IPアドレス。

•ルータ ID：このルートを EIGRPに再配布したルータのルータ ID。

•自律システム番号：宛先の自律システム番号。

•プロトコル ID：宛先へのルートを学習したルーティングプロトコルを表すコード。

•タグ：ルートマップで使用可能な任意のタグ。

•メトリック：外部ルーティングプロトコルの、このルートのルートメトリック。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
229

EIGRP に関する情報



EIGRP とユニキャスト RIB

EIGRPは、すべての学習したルートを EIGRPトポロジテーブルとユニキャスト RIBに追加しま
す。トポロジが変更されると、EIGRPは、これらのルートを使用してフィジブルサクセサを探し
ます。EIGRPは、他のルーティングプロトコルから EIGRPに再配布されたあらゆるルートの変
更についてのユニキャスト RIBからの通知も待ち受けます。

高度な EIGRP
EIGRPの高度な機能を使用して、EIGRPの設定を最適化できます。

アドレスファミリ

EIGRPでは、IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリをサポートしています。下位互換性を保つ
ために、ルートコンフィギュレーションモードまたは IPV4アドレスファミリモードでEIGRPv4
を設定できます。アドレスファミリモードで IPv6の EIGRPを設定する必要があります。

アドレスファミリコンフィギュレーションモードには、次の EIGRP機能が含まれます。

•認証

• AS番号

•デフォルトルート

•メトリック

•ディスタンス

•グレースフルリスタート

•ロギング

•ロードバランシング

•再分配

•ルータ ID

•スタブルータ

•タイマー

複数のコンフィギュレーションモードで同じ機能を設定できません。たとえばルータコンフィ

ギュレーションモードでデフォルトメトリックを設定すると、アドレスファミリモードでデフォ

ルトメトリックを設定できません。

認証

EIGRPメッセージに認証を設定することで、ネットワークでの不正なルーティング更新や無効な
ルーティング更新を防止できます。EIGRP認証はMD5認証ダイジェストをサポートしています。
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認証キーのキーチェーン管理を使用して、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスご
と、またはインターフェイスごとに EIGRP認証を設定できます。キーチェーン管理を使用する
と、MD5認証ダイジェストが使用する認証キーへの変更を管理できます。キーチェーンの作成の
詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照してくださ
い。

MD5認証を行うには、ローカルルータとすべてのリモート EIGRPネイバーで同一のパスワード
を設定します。EIGRPメッセージが作成されると、Cisco NX-OSは、そのメッセージと暗号化パ
スワードに基づくMD5一方向メッセージダイジェストを作成し、このダイジェストを EIGRP
メッセージとともに送信します。受信する EIGRPネイバーは、同じ暗号化パスワードを使用し
て、このダイジェストを確認します。メッセージが変更されていない場合は計算が同一であるた

め、EIGRPメッセージは有効と見なされます。

MD5認証には各 EIGRPメッセージのシーケンス番号も含まれており、これにより、ネットワー
クでのメッセージの再送が防止されます。

スタブルータ

EIGRPスタブルーティング機能を使用すると、ネットワークの安定性の向上、リソース使用量の
削減、スタブルータ設定の簡易化を実現できます。スタブルータは、リモートルータ経由で

EIGRPネットワークに接続します。

EIGRPスタブルーティングを使用すると、EIGRPを使用するように配布とリモートルータを設
定し、リモートルータのみをスタブとして設定する必要があります。EIGRPスタブルーティング
で、分散ルータでの集約が自動的にイネーブルになるわけではありません。ほとんどの場合、分

散ルータでの集約の設定が必要です。

EIGRPスタブルーティングを使用しない場合は、分散ルータからリモートルータに送信された
ルートがフィルタリングまたは集約された後でも、問題が発生することがあります。たとえば、

ルートが企業ネットワーク内のどこかで失われた場合に、EIGRPが分散ルータに照会を送信する
ことがあります。分散ルータは、ルートが集約されている場合でも、リモートルータに照会を送

信することがあります。分散ルータとリモートルータの間のWANリンク上の通信で問題が発生
した場合はEIGRPがアクティブ状態のままとなり、ネットワークの他の場所が不安定となる場合
があります。EIGRPスタブルーティングを使用すると、リモートルータに照会が送信されなくな
ります。

ルート集約

指定したインターフェイスにサマリー集約アドレスを設定できます。ルート集約を使用すると、

固有性の強い一連のアドレスをすべての固有アドレスを代表する 1つのアドレスに置き換えるこ
とによって、ルートテーブルを簡素化できます。たとえば、10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、および
10.1.3.0/24というアドレスを 1つの集約アドレス 10.1.0.0/16に置き換えることができます。

より具体的なアドレスがルーティングテーブルにある場合、EIGRPは、より具体的なルートの最
小メトリックに等しいメトリックを持つインターフェイスからの集約アドレスをアドバタイズし

ます。
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EIGRPは、自動ルート集約をサポートしていません。（注）

ルートの再配布

EIGRPを使用して、スタティックルート、他の EIGRP自律システムから学習したルート、他の
プロトコルからのルートを再配布できます。再配布を指定したルートマップを設定して、どの

ルートがEIGRPに渡されるかを制御する必要があります。ルートマップを使用すると、宛先、送
信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタグなどの属性に基づいて、ルートをフィルタリングで

きます。

インポートされた EIGRPへのすべてのルートに使用されるデフォルトメトリックも設定できま
す。

ルーティングアップデートからルートをフィルタリングするには、配布リストを使用します。こ

れらのフィルタ処理されたルートは、ip distribute-list eigrpコマンドで各インターフェイスに適用
されます。

ロードバランシング

ロードバランシングを使用すると、ルータは、宛先アドレスから等距離内にあるすべてのルータ

のネットワークポートにトラフィックを分散できます。ロードバランシングにより、ネットワー

クセグメントの使用率が向上し、それによってネットワーク帯域幅の効率も向上します。

Cisco NX-OSは、等コストマルチパス（ECMP）機能をサポートしています。EIGRPルートテー
ブルおよびユニキャスト RIBの等コストパスは最大 16です。これらのパスの一部または全部に
対してトラフィックのロードバランスを行うよう、EIGRPを設定できます。

Cisco NX-OSの EIGRPは、等コストでないロードバランシングはサポートしていません。（注）

Split Horizon

スプリットホライズンを使用すると、ルートを学習したインターフェイスからEIGRPがルートを
アドバタイズしないようにできます。

スプリットホライズンは、EIGRP更新パケットおよび EIGRP照会パケットの送信を制御する方
式です。インターフェイスでスプリットホライズンをイネーブルにすると、Cisco NX-OSは、こ
のインターフェイスから学習された宛先に更新パケットも照会パケットも送信しません。この方

法でアップデートパケットとクエリーパケットを制御すると、ルーティングループが発生する

可能性が低くなります。

ポイズンリバースによるスプリットホライズンにより、EIGRPは、EIGRPがルートを学習した
インターフェイス経由で、そのルートを到達不能としてアドバタイズするよう設定されます。
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EIGRPは、次のシナリオでスプリットホライズン、またはポイズンリバースによるスプリット
ホライズンを使用します。

•スタートアップモードで、2台のルータ間で初めてトポロジテーブルを交換する。

•トポロジテーブルの変更をアドバタイズする。

•照会メッセージを送信する。

デフォルトでは、スプリットホライズン機能がすべてのインターフェイスでイネーブルになって

います。

BFD

この機能では、双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートします。BFDは、転送パスの障
害を高速で検出することを目的にした検出プロトコルです。BFDは 2台の隣接デバイス間のサブ
セカンド障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上のデータプレーンに
分散できるため、プロトコルhelloメッセージよりもCPUを使いません。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

EIGRP の仮想化サポート

Cisco NX-OSは、同一システム上で動作する複数の EIGRPインスタンスをサポートしています。
EIGRPは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは仮
想デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別の VDCや VRFを設定しない限り、デ
フォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。詳
細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照
してください。

グレースフルリスタートおよびハイアベイラビリティ

Cisco NX-OSは、EIGRPに対してノンストップフォワーディングとグレースフルリスタートをサ
ポートしています。

EIGRPの NSFを使用すると、フェールオーバー後に EIGRPルーティングプロトコル情報が復元
される間に、データパケットを FIB内の既存のルートで転送できます。ノンストップフォワー
ディング（NSF）を使用すると、ピアネットワーキングデバイスでルーティングフラップが発生
することがありません。フェールオーバー時に、データトラフィックはインテリジェントモジュー

ル経由で転送され、スタンバイスーパーバイザがアクティブになります。

Cisco NX-OSシステムでコールドリブートが発生した場合、デバイスはシステムへのトラフィッ
ク転送を中止し、ネットワークトポロジからシステムを削除します。このシナリオでは、EIGRP
でステートレス再起動が発生し、すべてのネイバーが削除されます。CiscoNX-OSがスタートアッ
プコンフィギュレーションを適用すると、EIGRPはネイバーを再検出して、すべてのEIGRPルー
ティング情報を再度共有します。

CiscoNX-OSを実行しているデュアルスーパーバイザプラットフォームでは、ステートフルスー
パーバイザスイッチオーバーが発生することがあります。このスイッチオーバーが発生する前

に、EIGRPはグレースフルリスタートを使用して、EIGRPがしばらく使用不可であることを宣言
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します。スイッチオーバーの間、EIGRPは無停止フォワーディングを使用して FIBの情報に基づ
いてトラフィックを転送し続け、システムがネットワークトポロジから取り除かれることはあり

ません。

グレースフルリスタート対応ルータは、Helloメッセージを使用して、グレースフルリスタート
動作が開始されたことをネイバーに通知します。グレースフルリスタート認識ルータが、グレー

スフルリスタート対応ネイバーからグレースフルリスタート動作が進行中であるという通知を受

信すると、両方のルータは各トポロジテーブルをただちに交換します。グレースフルリスタート

認識ルータは、ルータの再起動を支援するための次のアクションを実行します。

•ルータは、EIGRP Hello保持時間を失効し、Helloメッセージにセットされる間隔を短くしま
す。このプロセスにより、グレースフルリスタート認識ルータは再起動中のルータにより早

く応答し、再起動中のルータがネイバーを再検出し、トポロジテーブルを再構築するために

必要な時間を短縮します。

•ルータは、ルート保留タイマーを開始します。このタイマーで、グレースフルリスタート認
識ルータが、再起動中のネイバールータのために既知のルートを保留する時間の長さが設定

されます。デフォルトの期間は 240秒です。

•ルータは、ネイバーが再起動していることをピアリストに記載する、隣接関係を維持する、
グレースフルリスタート認識ルータのトポロジテーブルを送信する準備ができたことを知

らせるシグナルをネイバーが送信するか、ルートホールドタイマーが期限切れになるまで再

起動中のネイバーを保持する、ということを行います。グレースフルリスタート認識ルータ

上でルート保留タイマーの期限が切れた場合、グレースフルリスタート認識ルータは保留

ルートを破棄し、再起動中のルータをネットワークに参加する新しいルータとして扱い、隣

接関係を再確立します。

スイッチオーバーが完了すると、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用し、EIGRP
は自身が再度使用可能になったことをネイバーに通知します。

EIGRPに対してインサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）をサポートするには、グ
レースフルリスタートをイネーブルにする必要があります。グレースフルリスタートをディ

セーブルにすると、この設定では ISSUをサポートできないことを伝える警告が Cisco NX-OS
から示されます。

（注）

複数の EIGRP インスタンス

Cisco NX-OSは、同一システム上で動作する複数の EIGRPプロトコルインスタンスをサポートし
ています。すべてのインスタンスで同じシステムルータ IDを使用します。インスタンスごとに
一意のルータ IDを設定することもできます。サポートされる EIGRPインスタンスの数について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalabilty Guide』を参照してください。
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EIGRP のライセンス要件
EIGRPには Enterprise Servicesライセンスが必要です。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細と、ラ
イセンスの取得および適用の方法については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくださ
い。

EIGRP の前提条件
EIGRPをイネーブルにする必要があります。

VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開始す
る必要があります（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を
参照）。

EIGRP に関する注意事項と制約事項
•他のプロトコル、接続ルート、またはスタティックルートからの再配布には、メトリック設
定が必要です（デフォルトメトリック設定オプションまたはルートマップを使用）。

•グレースフルスタートについては、NSF認識ルータが動作中であり、ネットワークで完全に
収束している場合にのみ、このルータが NSF対応ルータのグレースフルリスタート動作を
支援できます。

•グレースフルリスタートについては、グレースフルリスタートに関係する隣接デバイスが
NSF認識、または NSF対応である必要があります。

• Cisco NX-OS EIGRPは Cisco IOSソフトウェアの EIGRPと互換性があります。

•妥当な理由がない限り、メトリックの重みを変更しないでください。メトリックの重みを変
更した場合は、同じ自律システム内のすべてのEIGRPルータに、それを適用する必要があり
ます。

• 1ギガビット以上のインターフェイス速度の EIGRPネットワークでの標準メトリックとワイ
ドメトリックの組み合わせは、最適なルーティングになる可能性があります。

•大規模ネットワークの場合は、スタブの使用を検討してください。

• EIGRPベクトルメトリックは維持されないため、異なる EIGRP自律システム間での再配布
は避けてください。

• no {ip | ipv6} next-hop-selfコマンドは、ネクストホップの到達可能性を保証しません。

• {ip | ipv6}passive-interface eigrpコマンドを使用すると、ネイバーが形成されなくなります。

• Cisco NX-OSは IGRPをサポートしておらず、IGRPクラウドと EIGRPクラウドの接続もサ
ポートしていません。

•自動集約は、デフォルトで無効となっており、有効にはできません。
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• Cisco NX-OSは IPのみをサポートしています。

• EIGRPv6の隣接関係は、IPv6リンクローカルアドレスしか持たないインターフェイスを介
して形成することはできません。

そのようなインターフェイスを介してEIGRPv6ネイバー隣接関係を形成するには、グローバ
ル IPv6アドレスが必要です。

•ハイアベイラビリティは、EIGRP集約タイマーでサポートされません。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

EIGRP パラメータのデフォルト設定

表 19：EIGRP パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

内部ルート：90

外部ルート：170

アドミニストレーティブディスタンス

50%帯域幅の割合

帯域幅：100000 Kb/s

遅延：100（10マイクロ秒単位）

信頼性：255

ロード：1

MTU：1500

再配布されたルートのデフォルトのメトリック

ディセーブルEIGRP機能

5秒hello間隔

15秒Hold time

8等コストパス

1 0 1 0 0 0メトリック重み

ローカルインターフェイスの IPアドレスアドバタイズされたネクストホップアドレス

120NSFコンバージェンス時間

240NSFルート保留時間
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デフォルトパラメータ（Parameters）

20NSF信号送信時間

ディセーブル再分配

イネーブルスプリットホライズン

基本的 EIGRP の設定

EIGRP 機能のイネーブル化またはディセーブル化
EIGRPを設定するには、その前に EIGRP機能をイネーブルにする必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

EIGRP機能をイネーブルにします。noオプション
を使用すると、EIGRP機能がディセーブルになり、
関連する設定がすべて削除されます。

switch(config)# [no] feature
eigrp

ステップ 2   

（任意）

イネーブル化された機能に関する情報を表示しま

す。

switch(config)# show feature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   

次の例では、EIGRPをイネーブルにしています。
switch# configure terminal
switch(config)# feature eigrp
switch(config)# copy running-config startup-config
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EIGRP インスタンスの作成
EIGRPインスタンスを作成して、そのインスタンスにインターフェイスを関連付けることができ
ます。このEIGRPプロセスに一意の自律システム番号を割り当てます。ルート再配布をイネーブ
ルにしていない限り、他の自律システムからルートがアドバタイズされることも、受信されるこ

ともありません。

はじめる前に

• EIGRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

• EIGRPがルータ ID（設定済みのループバックアドレスなど）を入手可能であるか、または
ルータ IDオプションを設定する必要があります。

•自律システム番号であると認められていないインスタンスタグを設定する場合は、自律シス
テム番号を明示的に設定する必要があります。そうしないと、この EIGRPインスタンスは
シャットダウン状態のままになります。IPv6の場合、この番号は、アドレスファミリの下で
設定する必要があります。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しい EIGRPプロセス
を作成します。インスタンスタグには最大 20文字の英
数字を使用できます。大文字と小文字を区別します。

switch(config)# [no] router
eigrp instance-tag

ステップ 2   

AS番号として認められていないインスタンスタグを設
定する場合は、autonomous-systemコマンドを使用して
AS番号を明示的に設定する必要があります。これを行
わないと、この EIGRPインスタンスはシャットダウン
状態のままになります。

noオプションを使用すると、EIGRPプロセスとそれに
関連する設定がすべて削除されます。EIGRPプロセス
を削除する場合は、インターフェイスモードで設定さ

れた EIGRPコマンドも削除する必要があります。

（任意）

この EIGRPインスタンスに一意の AS番号を設定しま
す。

switch(config-router)#
autonomous-system
as-number

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

有効な範囲は 1～ 65535です。

（任意）

隣接関係の状態が変化するたびに、システムメッセー

ジを生成します。このコマンドは、デフォルトでイネー

ブルになっています。

switch(config-router)#
log-adjacency-changes

ステップ 4   

（任意）

ネイバーの警告が発生するたびに、システムメッセー

ジを生成します。

switch(config-router)#
log-neighbor-warnings
[seconds]

ステップ 5   

警告メッセージの時間間隔を、1～ 65535の秒数で設定
できます。デフォルトは 10秒です。このコマンドは、
デフォルトでイネーブルになっています。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。?を使用すると、スロットおよびポートの範
囲を確認できます。

switch(config-router)#
interface interface-type
slot/port

ステップ 6   

このインターフェイスを、設定された EIGRPプロセス
に関連付けます。インスタンスタグには最大 20文字の
英数字を使用できます。大文字と小文字を区別します。

switch(config-if)# {ip | ipv6}
router eigrp instance-tag

ステップ 7   

（任意）

EIGRPインターフェイスに関する情報を表示します。
switch(config-if)# show {ip
| ipv6} eigrp interfaces

ステップ 8   

（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-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 9   

次に、EIGRPプロセスを作成し、EIGRPのインターフェイスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# ip router eigrp Test1
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# copy running-config startup-config

EIGRP インスタンスの再起動
EIGRPインスタンスは再起動できます。この処理では、インスタンスのすべてのネイバーが消去
されます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

この EIGRPインスタンスを再起動するときに、ユニ
キャスト RIBのすべての EIGRPルートをフラッシュ
します。

switch(config)# flush-routesステップ 1   

EIGRPインスタンスを再起動して、すべてのネイバー
を削除します。インスタンスタグには最大20文字の

switch(config)# restart eigrp
instance-tag

ステップ 2   

英数字を使用できます。大文字と小文字を区別しま

す。

（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 3   

次の例は、EIGRPインスタンスを再起動する方法を示しています。
switch(config)# flush-routes
switch(config)# restart eigrp Test1
switch(config)# copy running-config startup-config

EIGRP インスタンスのシャットダウン
EIGRPインスタンスを正常にシャットダウンできます。これにより、すべてのルートと隣接関係
は削除されますが、EIGRP設定は保持されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

この EIGRPインスタンスをディセーブルにしま
す。EIGRPルータ設定は残ります。

switch(config-router)# shutdownステップ 1   

（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-router)# copy
running-config startup-config

ステップ 2   

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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次の例は、EIGRPインスタンスをシャットダウンする方法を示しています。
switch(config-router)# shutdown
switch(config-router)# copy running-config startup-config

EIGRP のパッシブインターフェイスの設定
EIGRPのパッシブインターフェイスを設定できます。パッシブインターフェイスは EIGRP隣接
関係に参加しませんが、このインターフェイスのネットワークアドレスは EIGRPトポロジテー
ブルに残ります。

手順

目的コマンドまたはアクション

EIGRPhelloを抑制します。これにより、EIGRPインター
フェイス上でネイバーがルーティングアップデートを形

switch(config-if)# {ip | ipv6}
passive-interface eigrp
instance-tag

ステップ 1   

成および送信することを防ぎます。インスタンスタグに

は最大20文字の英数字を使用できます。大文字と小文字
を区別します。

すべての EIGRPインターフェイスをデフォル
トでパッシブとして設定するには、

passive-interfacedefaultコマンドを使用します。

（注）

（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-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 2   

次の例は、EIGRPのパッシブインターフェイスの設定方法を示しています。
switch(config-if)# ip passive-interface eigrp tag10
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの EIGRP のシャットダウン
インターフェイスでEIGRPを正常にシャットダウンできます。これにより、すべての隣接関係が
削除され、このインターフェイスでEIGRPトラフィックが停止しますが、EIGRP設定は保持され
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

このインターフェイスでEIGRPをディセーブルにし
ます。EIGRPインターフェイス設定は残ります。イ

switch(config-if)# {ip | ipv6}
eigrp instance-tag shutdown

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

ンスタンスタグには最大 20文字の英数字を使用で
きます。大文字と小文字を区別します。

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 2   

次の例は、インターフェイスで EIGRPをシャットダウンする方法を示しています。
switch(config-if)# ip eigrp Test1 shutdown
switch(config-if)# copy running-config startup-config

高度な EIGRP の設定

EIGRP での認証の設定
EIGRPのネイバー間に認証を設定できます。EIGRPプロセスまたは個々のインターフェイスに対
応する EIGRP認証を設定できます。インターフェイスの EIGRP認証設定は、EIGRPプロセスレ
ベルの認証設定より優先されます。

はじめる前に

• EIGRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

• EIGRPプロセスのすべてのネイバーが、共有認証キーを含め、同じ認証設定を共有すること
を確認します。

•この認証設定のためのキーチェーンを作成します。詳細については『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Security Configuration Guide』を参照してください。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しい EIGRPプロセ
スを作成します。インスタンスタグには最大 20文字

switch(config)# router eigrp
instance-tag

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

の英数字を使用できます。大文字と小文字を区別しま

す。

AS番号として認められていないインスタンスタグを
設定する場合は、autonomous-systemコマンドを使用
して AS番号を明示的に設定する必要があります。こ
れを行わないと、この EIGRPインスタンスはシャッ
トダウン状態のままになります。

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを

開始します。IPv4の場合、このコマンドはオプション
です。

switch(config-router)#
address-family {ipv4 | ipv6}
unicast

ステップ 3   

このVRFの EIGRPプロセスにキーチェーンを関連付
けます。キーチェーン名は、大文字と小文字が区別さ

れる 20文字以下の任意の英数字文字列にできます。

switch(config-router-af)#
authentication key-chain
key-chain

ステップ 4   

この VRFのMD5メッセージダイジェスト認証モー
ドを設定します。

switch(config-router-af)#
authentication mode md5

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始します。?を使用すると、サポートされているイ
ンターフェイスを調べることができます。

switch(config-router-af)#
interface interface-type
slot/port

ステップ 6   

このインターフェイスを、設定された EIGRPプロセ
スに関連付けます。インスタンスタグには最大 20文

switch(config-if)# {ip | ipv6}
router eigrp instance-tag

ステップ 7   

字の英数字を使用できます。大文字と小文字を区別し

ます。

このインターフェイスのEIGRPプロセスにキーチェー
ンを関連付けます。この設定は、ルータの VRFモー

switch(config-if)# {ip | ipv6}
authentication key-chain
eigrp instance-tag key-chain

ステップ 8   

ドで設定された認証設定よりも優先します。インスタ

ンスタグには最大 20文字の英数字を使用できます。
大文字と小文字を区別します。

このインターフェイスのMD5メッセージダイジェス
ト認証モードを設定します。この設定は、ルータの

switch(config-if)# {ip | ipv6}
authentication mode eigrp
instance-tagmd5

ステップ 9   

VRFモードで設定された認証設定よりも優先します。
インスタンスタグには最大 20文字の英数字を使用で
きます。大文字と小文字を区別します。

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 10   
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次に、EIGRPのMD5メッセージダイジェスト認証をイーサネットインターフェイス 1/2上で設
定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# ip router eigrp Test1
switch(config-if)# ip authentication key-chain eigrp Test1 routeKeys
switch(config-if)# ip authentication mode eigrp Test1 md5
switch(config-if)# copy running-config startup-config

EIGRP スタブルーティングの設定
EIGRPスタブルーティング用にルータを設定するには、アドレスファミリコンフィギュレーショ
ンモードで次の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

リモートルータを EIGRPスタブルータとして
設定します。マップ名には最大 20文字の英数

switch(config-router-af)# stub [direct
| receive-only | redistributed [direct]
leak-map map-name]

ステップ 1   

字を使用できます。大文字と小文字は区別され

ます。

（任意）

ルータがスタブルータとして設定されているこ

とを確認します。

switch(config-router-af)# show ip
eigrp neighbor detail

ステップ 2   

（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-router-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次の例は、直接接続されている再配布ルートをアドバタイズするためのスタブルータの設定方法

を示しています。show ip eigrp neighbor detailコマンドの出力の最終行は、リモートルータまた
はスポークルータのスタブステータスを示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# stub direct redistributed
switch(config-router-af)# show ip eigrp neighbor detail

IP-EIGRP neighbors for process 201
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq Type

(sec) (ms) Cnt Num
0 10.1.1.2 Se3/1 11 00:00:59 1 4500 0 7
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Version 12.1/1.2, Retrans: 2, Retries: 0
Stub Peer Advertising ( CONNECTED SUMMARY ) Routes

switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

EIGRP のサマリーアドレスの設定
指定したインターフェイスにサマリー集約アドレスを設定できます。より具体的なルートがルー

ティングテーブルにある場合、EIGRPは、より具体的なすべてのルートの最小に等しいメトリッ
クを持つインターフェイスからのサマリーアドレスをアドバタイズします。

手順

目的コマンドまたはアクション

サマリー集約アドレスを、IPアドレスとネットワーク
マスク、または IPプレフィックス/長さとして設定しま

switch(config-if)# {ip | ipv6}
summary-address eigrp
instance-tag ip-prefix/length
[distance | leak-mapmap-name]

ステッ

プ 1   
す。インスタンスタグおよびマップ名には最大20文字
の英数字を使用できます。大文字と小文字は区別され

ます。

また、この集約アドレスのアドミニストレーティブディ

スタンスを設定することもできます。集約アドレスの

デフォルトアドミニストレーティブディスタンスは 5
です。

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステッ

プ 2   

次の例は、EIGRPがネットワーク 192.0.2.0を Ethernet 1/2にのみ集約するようにします。
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# ip summary-address eigrp Test1 192.0.2.0 255.255.255.0
switch(config-if)# copy running-config startup-config

EIGRP へのルートの再配布
他のルーティングプロトコルから EIGRPにルートを再配布できます。

はじめる前に

• EIGRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

•他のプロトコルから再配布されるルートには、メトリック（デフォルトメトリック設定オプ
ションまたはルートマップによる）を設定する必要があります。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
245

高度な EIGRP の設定



•ルートマップを作成して、EIGRPに再配布されるルートのタイプを管理する必要がありま
す。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しい EIGRPプロ
セスを作成します。インスタンスタグには最大 20

switch(config)# router eigrp
instance-tag

ステップ 2   

文字の英数字を使用できます。大文字と小文字を区

別します。

AS番号として認められていないインスタンスタグ
を設定する場合は、autonomous-systemコマンドを
使用して AS番号を明示的に設定する必要がありま
す。これを行わないと、この EIGRPインスタンス
はシャットダウン状態のままになります。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。IPv4の場合、このコマンドはオプ
ションです。

switch(config-router)#
address-family {ipv4 | ipv6}
unicast

ステップ 3   

1つのルーティングドメインから EIGRPにルート
を注入します。インスタンスタグおよびマップ名に

switch(config-router-af)#
redistribute {bgp as | {eigrp | isis
| ospf | ospfv3 | rip} instance-tag

ステップ 4   

は最大 20文字の英数字を使用できます。大文字と
小文字は区別されます。

| direct | static} route-map
map-name

ルート再配布で学習したルートに割り当てられるメ

トリックを設定します。デフォルト値は次のとおり

です。

switch(config-router-af)#
default-metric bandwidth delay
reliability loading mtu

ステップ 5   

• bandwidth：100000 kbps

• delay：100（10マイクロ秒単位）

• reliability：255

• loading：1

• MTU：1492
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

EIGRPルートマップ統計に関する情報を表示しま
す。

switch(config-router-af)# show
{ip | ipv6} eigrp route-map
statistics redistribute

ステップ 6   

（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-router-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

次に、BGPを IPv4向けの EIGRPに再配布する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# redistribute bgp 100 route-map BGPFilter
switch(config-router)# default-metric 500000 30 200 1 1500
switch(config-router)# copy running-config startup-config

再配布されるルート数の制限

ルートの再配布では、多くのルートをEIGRPルートテーブルに追加できます。外部プロトコルか
ら受け取るルートの数の上限を設定できます。EIGRPでは、再配布されるルートの上限を設定す
るために次のオプションが用意されています。

•上限固定：EIGRPが設定された最大値に達すると、メッセージをログに記録します。EIGRP
は、それ以上の再配布されたルートを受け入れません。任意で、最大値のしきい値パーセン

テージを設定して、EIGRPがこのしきい値を超えたときに警告を記録するようにすることも
できます。

•警告のみ：EIGRPが最大値に達したときのみ、警告のログを記録します。EIGRPは、再配布
されたルートを受け入れ続けます。

•取り消し：EIGRPが最大値に達したときにタイムアウト期間を開始します。タイムアウト期
間の経過後、再配布されたルートの現在数が最大数よりも少ない場合、EIGRPはすべての再
配布されたルートを要求します。再配布されたルートの現在数が最大数に達した場合、EIGRP
はすべての再配布されたルートを取り消します。EIGRPが再配布されたルートをさらに受け
入れられるように、この条件をクリアする必要があります。任意で、タイムアウト期間を設

定できます。

はじめる前に

• EIGRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しい EIGRPプロ
セスを作成します。

switch(config)# router eigrp
instance-tag

ステップ 2   

設定したルートマップ経由で、選択したプロトコ

ルを EIGRPに再配布します。
switch(config-router)#
redistribute {bgp id | direct |
eigrp id | isis id | ospf id | rip id |
static} route-map map-name

ステップ 3   

EIGRPが配布するプレフィックスの最大数を指定
します。指定できる範囲は0～65536です。任意で
次のオプションを指定します。

switch(config-router)#
redistribute maximum-prefix
max [threshold] [warning-only |
withdraw [num-retries timeout]]

ステップ 4   

• threshold：警告メッセージをトリガーする最大
プレフィックスの割合。

• warning-only—Logs a warning message when the
maximum number of prefixes is exceeded.

• withdraw：再配布されたすべてのルートを取
り消します。任意で再配布されたルートを取

得しようと試みます。num-retriesの範囲は 1
～12です。timeoutは60～600秒です。デフォ
ルトは 300秒です。clear ip eigrp redistribution
コマンドは、すべてのルートが取り消された

場合に使用します。

（任意）

EIGRPの設定を表示します。
switch(config-router)# show
running-config eigrp

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-router)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、EIGRPに再配布されるルートの数を制限する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# redistribute bgp route-map FilterExternalBGP
switch(config-router)# redistribute maximum-prefix 1000 75
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ルートのアドミニストレーティブディスタンスの設定

EIGRPによって RIBに追加されるルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定できま
す。

はじめる前に

EIGRPをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新しい EIGRPインスタンスを作成し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# router eigrp
instance-tag

ステップ 2   

ルートマップ情報でテーブルマップを設定します。

マップ名には最大63文字の英数字を入力できます。
switch(config-router)#
table-map route-map-name
[filter]

ステップ 3   

filterキーワードを指定すると、ルートマップによっ
て拒否されたルートはフィルタリングされ、RIBに
はダウンロードされません。

（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   

ルートマップフィルタリングの設定

EIGRPをイネーブルにして、他のプロトコルと相互運用すると、ルートマップオプションに基づ
いて発着信トラフィックをフィルタリングすることによって、追加のルーティング機能を活用で

きます。

はじめる前に

EIGRPをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

ルートマップコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch(config)# route-map map-tag
[permit | deny] [sequence-number]

ステップ 2   

着信するアップデートのうち、内部または外部

のプロトコルメトリックと一致するものをフィ

ルタリングする match句を指定します。
metric-value引数は、EIGRP five-partメトリック
を使用できる内部のプロトコルメトリックで

す。範囲は 1～ 4294967295です。

switch(config-route-map)#match
metricmetric-value
[+-deviation-number] [...metric-value
[ +-deviation-number ]]

ステップ 3   

+- deviation-number引数は標準偏差を表し、任意
の数値を指定できます。+および -キーワード
でメトリックの偏差を指定すると、ルータはそ

の範囲内のあらゆるメトリックを照合します。

match句を指定しますが、これは、ソースプロ
トコルと一致するソースからの外部ルートを照

合します。

switch(config-route-map)#match
source-protocolsource-protocol
[as-number]

ステップ 4   

source-protocol引数は、照合するプロトコルで
す。有効なオプションは、bgp、connected、
eigrp、isis、ospf、rip、staticです。

as-number引数は、connected、rip、および static
オプションには適用されません。有効な範囲は

1～ 65535です。

ルートマップの照合基準をすべて満たしている

場合は、対象のルーティングプロトコルのルー

トにタグ値を設定します。

switch(config-route-map)# set
tagtag-value

ステップ 5   

ルートマップコンフィギュレーションモード

を終了します。

switch(config-route-map)# exitステップ 6   

新しい EIGRPインスタンスを作成し、ルータ
コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# router
eigrpinstance-tag

ステップ 7   

ルータコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

switch(config-router)# exitステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。?を使用すると、スロットお
よびポートの範囲を確認できます。

switch(config)#
interfaceinterface-type slot/port

ステップ 9   

EIGRPルーティングプロセス用の IPアドレス
を指定します。

switch(config-if)# ip
addressip-address

ステップ 10   

EIGRPルーティングプロセスを設定し、ルータ
コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config-if)# ip router
eigrpas-number

ステップ 11   

アップデートで受信するネットワークをフィル

タリングします。

switch(config-if)# ip distribute-list
eigrpas-numberroute-mapmap-tagin

ステップ 12   

（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 13   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

EIGRP でのロードバランスの設定
maximum-pathsオプションを使用して、等コストマルチパス（ECMP）のルート数を設定できま
す。

はじめる前に

• EIGRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しい EIGRPプロセ
スを作成します。インスタンスタグには最大 20文字

switch(config)# router eigrp
instance-tag

ステップ 2   

の英数字を使用できます。大文字と小文字を区別しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

AS番号として認められていないインスタンスタグを
設定する場合は、autonomous-systemコマンドを使用
して AS番号を明示的に設定する必要があります。こ
れを行わないと、EIGRPインスタンスはシャットダウ
ン状態のままになります。

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを

開始します。IPv4の場合、このコマンドはオプション
です。

switch(config-router)#
address-family {ipv4 | ipv6}
unicast

ステップ 3   

EIGRPがルートテーブルに受け入れる等コストパス
の数を設定します。指定できる範囲は 1～ 16です。
デフォルト値は 8です。

switch(config-router-af)#
maximum-paths num-paths

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-router-af)# copy
running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、6つまでの等コストパスによる、EIGRPの等コストロードバランスを IPv4上で設定する例
を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# maximum-paths 6
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

EIGRP のグレースフルリスタートの設定
EIGRPに対してグレースフルリスタートまたはノンストップフォワーディングを設定できます。

デフォルトでは、グレースフルリスタートはイネーブルです。（注）

はじめる前に

• EIGRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

• NSF認識ルータが動作中であり、ネットワークで完全に収束している場合にのみ、このルー
タが NSF対応ルータのグレースフルリスタート動作を支援できます。

•グレースフルリスタートに関与するネイバーデバイスは、NSF認識型または NSF対応型で
なければなりません。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しいEIGRPプロセ
スを作成します。インスタンスタグには最大20文字

switch(config)# router eigrp
instance-tag

ステップ 2   

の英数字を使用できます。大文字と小文字を区別し

ます。

AS番号として認められていないインスタンスタグを
設定する場合は、autonomous-systemコマンドを使用
してAS番号を明示的に設定する必要があります。こ
れを行わないと、EIGRPインスタンスはシャットダ
ウン状態のままになります。

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを

開始します。IPv4の場合、このコマンドはオプショ
ンです。

switch(config-router)#
address-family {ipv4 | ipv6}
unicast

ステップ 3   

グレースフルリスタートをイネーブルにします。こ

の機能は、デフォルトでイネーブルにされています。

switch(config-router-af)#
graceful-restart

ステップ 4   

スイッチオーバー後にコンバージェンスするまでの

制限時間を設定します。範囲は 60～ 180秒です。デ
フォルトは 120です。

switch(config-router-af)#
timers nsf converge seconds

ステップ 5   

グレースフルリスタート認識ピアから学習したルー

トのホールドタイムを設定します。範囲は 20～ 300
秒です。デフォルトは 240です。

switch(config-router-af)#
timers nsf route-hold seconds

ステップ 6   

グレースフルリスタートの信号を送信する時間制限

を設定します。範囲は 10～ 30秒です。デフォルト
は 20です。

switch(config-router-af)#
timers nsf signal seconds

ステップ 7   

（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-router-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

次に、デフォルトタイマー値を使用して IPv6上で EIGRPのグレースフルリスタートを設定する
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
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switch(config-router-af)# graceful-restart
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

hello パケット間のインターバルとホールドタイムの調整
Helloメッセージの間隔とホールドタイムを調整できます。

デフォルトでは、5秒ごとにHelloメッセージが送信されます。ホールドタイムはHelloメッセー
ジでアドバタイズされ、送信者が有効であると見なすまでの時間をネイバーに示します。デフォ

ルトの保留時間は、hello間隔の 3倍（15秒）です。

非常に輻輳した大規模なネットワークでは、デフォルトの保留時間では、全ルータがネイバーか

ら helloパケットを受信するまでに十分な時間がない場合もあります。この場合は、ホールドタ
イムを増やすことを推奨します。

手順

目的コマンドまたはアクション

EIGRPルーティング処理の hello間隔を設定しま
す。インスタンスタグには最大 20文字の英数字

switch(config-if)# {ip | ipv6}
hello-interval eigrp instance-tag
seconds

ステップ 1   

を使用できます。大文字と小文字を区別します。

範囲は1～65535秒です。デフォルトは5分です。

EIGRPルーティング処理のホールドタイムを設定
します。インスタンスタグには最大 20文字の英

switch(config-if)# {ip | ipv6}
hold-time eigrp instance-tag
seconds

ステップ 2   

数字を使用できます。大文字と小文字を区別しま

す。範囲は 1～ 65535秒です。

（任意）

タイマーの設定を確認します。

switch(config-if)# show ip eigrp
interface detail

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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

次の例は、Helloパケットの間隔およびホールドタイムを変更する方法を示しています。
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip hello-interval eigrp Test1 30
switch(config-if)# ip hold-time eigrp Test1 30
switch(config-if)# show ip eigrp interface detail
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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スプリットホライズンのディセーブル化

スプリットホライズンを使用すると、ルータによって情報元インターフェイスからルート情報が

アドバタイズされないようにできます。通常はスプリットホライズンにより、特にリンクに障害

がある場合に、複数のルーティングデバイス間での通信が最適化されます。

デフォルトでは、スプリットホライズンはすべてのインターフェイスでイネーブルになっていま

す。

手順

目的コマンドまたはアクション

スプリットホライズンをディセーブルにしま

す。

switch(config-if)# no {ip | ipv6}
split-horizon eigrp instance-tag

ステップ 1   

（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

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 2   

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。

次の例は、特定のインターフェイスでスプリットホライズンをディセーブルにする方法を示して

います。

switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# no ip split-horizon eigrp Test1
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ワイドメトリックのイネーブル化

ルータまたはアドレスファミリコンフィギュレーションモードで、ワイドメトリックをイネー

ブルにすることができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

64ビットメトリック値を有効にします。switch(config-router)#metrics
version 64bit

ステップ 1   

（任意）RIBの 64ビットのメトリック値を 32
ビットに変換するために使用されるスケール係数

switch(config-router)#metrics
rib-scale value

ステップ 2   

を設定します。範囲は 1～ 255です。デフォルト
値は 128です。
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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

switch(config-router)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次の例は、ルータコンフィギュレーションモードでワイドメトリックをイネーブルにする方法

を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# metrics version 64bit
switch(config-router)# metrics rib-scale 128
switch(config-router)# copy running-config startup-config

EIGRP の調整
オプションパラメータを設定し、ネットワークに合わせて EIGRPを調整できます。一部のパラ
メータはアドレスファミリコンフィギュレーションモードで設定でき、その他のパラメータはイ

ンターフェイスコンフィギュレーションモードで設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

プレフィックス 0.0.0.0/0を持つデフォルトルートを発
信するか、受け入れます。ルートマップが提供される

switch(config-router-af)#
default-information
originate [always |
route-map map-name]

ステップ 1   

と、ルートマップが true状態となっている場合にのみ
デフォルトルートが発信されます。route-mapには最大
20文字の英数字を指定できます。大文字と小文字は区
別されます。

（任意）

この EIGRPプロセスのアドミニストレーティブディス
タンスを設定します。範囲は 1～ 255です。内部の値

switch(config-router-af)#
distance internal external

ステップ 2   

で、同じ自律システム内で学習したルートのディスタン

スが設定されます（デフォルト値は 90です）。外部の
値で、外部自律システムから学習したルートのディスタ

ンスが設定されます（デフォルト値は 170です）。

（任意）

アドバタイズされるルートに許容される最大ホップ数を

設定します。ホップ数がこの最大値を超えるルートは、

switch(config-router-af)#
metric max-hops hop-count

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

到達不能としてアドバタイズされます。範囲は 1～ 255
です。デフォルトは 100です。

（任意）

EIGRPメトリックまたは K値を調整します。EIGRPは
次の式を使用して、ネットワークへの合計メトリックを

決定します。

switch(config-router-af)#
metric weights tos k1 k2 k3
k4 k5 k6

ステップ 4   

metric = [k1 x bandwidth + (k2 x bandwidth)/(256 – load) +
k3 x delay + k6 x extended attributes] x [k5/(reliability + k4)]

デフォルト値と指定できる範囲は、次のとおりです。

• TOS：0。指定できる範囲は 0～ 8です。

• k1：1。有効な範囲は 0～ 255です。

• k2：0。有効な範囲は 0～ 255です。

• k3：1。有効な範囲は 0～ 255です。

• k4：0。有効な範囲は 0～ 255です。

• k5：0。有効な範囲は 0～ 255です。

• k6：0。有効な範囲は 0～ 255です。

（任意）

（照会の送信後に）ルートがアクティブ（SIA）状態の
ままとなっていることを宣言するまでに、ルータが待機

switch(config-router-af)#
timers active-time {time-limit
| disabled}

ステップ 5   

する時間を分単位で設定します。有効な範囲は1～65535
です。デフォルトは 3です。

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを終

了します。

switch(config-router-af)# exitステップ 6   

ルータコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-router)# exitステップ 7   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)# interface
ethernet slot//port

ステップ 8   

（任意）

インターフェイス上の EIGRPの帯域幅メトリックを設
定します。インスタンスタグには最大 20文字の英数字

switch(config-if)# {ip | ipv6}
bandwidth eigrp instance-tag
bandwidth

ステップ 9   

を使用できます。大文字と小文字を区別します。帯域幅

の範囲は、1～ 2,560,000,000 kbpsです。

（任意）

EIGRPがインターフェイス上で使用する可能性のある帯
域幅の割合を設定します。インスタンスタグには最大

switch(config-if)# {ip | ipv6}
bandwidth-percent eigrp
instance-tag percent

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

20文字の英数字を使用できます。大文字と小文字を区
別します。割合の範囲は 0～ 100です。デフォルトは
50です。

（任意）

インターフェイス上の EIGRPの遅延メトリックを設定
します。インスタンスタグには最大 20文字の英数字を

switch(config-if)# no {ip |
ipv6} delay eigrp
instance-tag delay

ステップ 11   

使用できます。大文字と小文字を区別します。遅延の範

囲は、1～ 16777215（10マイクロ秒単位）です。

（任意）

このインターフェイス上の EIGRPのルータフィルタリ
ングポリシーを設定します。インスタンスタグ、プレ

switch(config-if)# {ip | ipv6}
distribute-list eigrp
instance-tag {prefix-list name
| route-map map-name} {in |
out}

ステップ 12   

フィックスリスト名、およびルートマップ名には最大

20文字の英数字を指定できます。大文字と小文字は区
別されます。

（任意）

このインターフェイスのアドレスではなく、受信したネ

クストホップアドレスを使用するよう、EIGRPを設定

switch(config-if)# no {ip |
ipv6} next-hop-self eigrp
instance-tag

ステップ 13   

します。デフォルトでは、このインターフェイスの IP
アドレスをネクストホップアドレスに使用します。イ

ンスタンスタグには最大 20文字の英数字を使用できま
す。大文字と小文字を区別します。

（任意）

EIGRPが学習したルートに、着信および発信メトリック
へのオフセットを追加します。インスタンスタグ、プ

switch(config-if)# {ip | ipv6}
offset-list eigrp instance-tag
{prefix-list name | route-map
map-name} {in | out} offset

ステップ 14   

レフィックスリスト名、およびルートマップ名には最

大 20文字の英数字を指定できます。大文字と小文字は
区別されます。

（任意）

EIGRPhelloを抑制します。これにより、EIGRPインター
フェイス上でネイバーがルーティングアップデートを

switch(config-if)# {ip | ipv6}
passive-interface eigrp
instance-tag

ステップ 15   

形成および送信することを防ぎます。インスタンスタ

グには最大 20文字の英数字を使用できます。大文字と
小文字を区別します。

（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-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 16   
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次の例は、アドレスファミリコンフィギュレーションモードでオプションパラメータを設定し、

ネットワークに合わせて EIGRPを調整する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# default-information originate always
switch(config-router-af)# distance 25 100
switch(config-router-af)# metric max-hops 70
switch(config-router-af)# metric weights 0 1 3 2 1 0
switch(config-router-af)# timers active-time 200
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

次の例は、インターフェイスコンフィギュレーションモードでオプションパラメータを設定し、

ネットワークに合わせて EIGRPを調整する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip bandwidth eigrp Test1 30000
switch(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp Test1 30
switch(config-if)# ip delay eigrp Test1 100
switch(config-if)# ip distribute-list eigrp Test1 route-map EigrpTest in
switch(config-if)# ip next-hop-self eigrp Test1
switch(config-if)# ip offset-list eigrp Test1 prefix-list EigrpList in
switch(config-if)# ip passive-interface eigrp Test1
switch(config-if)# copy running-config startup-config

EIGRP の仮想化の設定
各 VDCで複数の EIGRPプロセスを設定できます。各 VDC内に複数の VRFを作成して、各 VRF
で同じまたは複数のEIGRPプロセスを使用することもできます。VRFにはインターフェイスを割
り当てます。

インターフェイスの VRFを設定した後に、インターフェイスの他のすべてのパラメータを設
定します。インターフェイスの VRFを設定すると、そのインターフェイスの他の設定がすべ
て削除されます。

（注）

はじめる前に

• EIGRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

• VDCおよび VRFを作成します。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

新しい VRFを作成し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。VRF名には最大20文字の英数字
を使用できます。大文字と小文字は区別されます。

switch(config)# vrf context
vrf-name

ステップ 2   

インスタンスタグを設定して、新しいEIGRPプロセス
を作成します。インスタンスタグには最大20文字の英
数字を使用できます。大文字と小文字を区別します。

switch(config-vrf)# router
eigrp instance-tag

ステップ 3   

AS番号として認められていないインスタンスタグを設
定する場合は、autonomous-systemコマンドを使用して
AS番号を明示的に設定する必要があります。これを行
わないと、EIGRPインスタンスはシャットダウン状態
のままになります。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。?を使用すると、スロットおよびポートの範
囲を検索できます。

switch(config-router)#
interface ethernet slot//port

ステップ 4   

このインターフェイスをVRFに追加します。VRF名に
は最大20文字の英数字を使用できます。大文字と小文
字は区別されます。

switch(config-if)# vrf
member vrf-name

ステップ 5   

このインターフェイスを EIGRPプロセスに追加しま
す。インスタンスタグには最大20文字の英数字を使用
できます。大文字と小文字を区別します。

switch(config-if)# {ip | ipv6}
router eigrp instance-tag

ステップ 6   

（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-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 7   

次に、VRFを作成して、その VRFにインターフェイスを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context NewVRF
switch(config-vrf)# router eigrp Test1
switch(config-router)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# ip router eigrp Test1
switch(config-if)# vrf member NewVRF
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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EIGRP の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

設定したEIGRPプロセスの要約を表示します。show {ip | ipv6} eigrp [instance-tag]

設定されているすべての EIGRPインターフェ
イスに関する情報を表示します。

show {ip | ipv6} eigrp [instance-tag] interfaces [type
number] [brief] [detail]

すべての EIGRPネイバーに関する情報を表示
します。EIGRPネイバーの設定を確認するに
は、このコマンドを使用します。

show {ip | ipv6} eigrp instance-tag neighbors [type
number] [detail]

すべての EIGRPルートに関する情報を表示し
ます。

show {ip | ipv6} eigrp [instance-tag] route
[ip-prefix/length] [active] [all-links] [detail-links]
[pending] [summary] [zero-successors] [vrf
vrf-name]

EIGRPトポロジテーブルに関する情報を表示
します。

show {ip | ipv6} eigrp [instance-tag] topology
[ip-prefix/length] [active] [all-links] [detail-links]
[pending] [summary] [zero-successors] [vrf
vrf-name]

現在実行中の EIGRPコンフィギュレーション
を表示します。

show running-configuration eigrp

EIGRP 統計情報の表示
EIGRP統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

EIGRPの課金統計情報を表示します。show {ip | ipv6} eigrp [instance-tag] accounting
[vrf vrf-name]

EIGRPの再配布統計情報を表示します。show {ip | ipv6} eigrp [instance-tag] route-map
statistics redistribute

EIGRPのトラフィック統計情報を表示します。show {ip | ipv6} eigrp [instance-tag] traffic [vrf
vrf-name]

EIGRP の設定例
switch# configure terminal
switch(config)# feature eigrp
switch(config)# interface ethernet 1/2
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switch(config-if)# ip address 192.0.2.55/24
switch(config-if)# ip router eigrp Test1
switch(config)# exit
switch(config)# no shutdown
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# router-id 192.0.2.1

次の例は、EIGRPピアから動的に受信した（または EIGRPピアにアドバタイズした）ルートを
フィルタリングするために、distribute-listコマンドでルートマップを使用する方法を示していま
す。この例では、メトリック 50、BGPのソースプロトコル、自律システム番号 45000でルート
テーブルを設定します。この match句が trueの場合、宛先のルーティングプロトコルのタグ値が
5に設定されます。ルートマップを使用して、EIGRPプロセスに着信パケットを配布します。
switch(config)# route-map metric-range
switch(config-route-map)# match metric 50
switch(config-route-map)# match source-protocol bgp 45000
switch(config-route-map)# set tag 5
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# router eigrp 1
switch(config-router)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip address 172.16.0.0
switch(config-if)# ip router eigrp 1
switch(config-if)# ip distribute-list eigrp 1 route-map metric-range in

次の例は、ルーティングテーブルから再配布されたルートを、EIGRPトポロジテーブルに設定す
る前に、ルートマップを使ってフィルタリングできるように、redistributeコマンドでルートマッ
プを使用する方法を示しています。この例は、EIGRPルートを、110、200、または 700～ 800の
範囲のメトリックと照合するために、ルートマップを設定する方法を示しています。この match
句が trueの場合、対象のルーティングプロトコルのタグ値が 10に設定されます。ルートマップ
を使用して、EIGRPパケットを再配布します。
switch(config)# route-map metric-eigrp
switch(config-route-map)# match metric 110 200 750 +- 50
switch(config-route-map)# set tag 10
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# router eigrp 1
switch(config-router)# redistribute eigrp route-map metric-eigrp
switch(config-router)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip address 172.16.0.0
switch(config-if)# ip router eigrp 1

EIGRP の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

EIGRP CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDCおよび VRF

『Introduction to EIGRP Tech Note』EIGRPの概要

EIGRP Frequently Asked QuestionsEIGRPに関する FAQ
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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-EIGRP-MIB

EIGRP の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 20：EIGRP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

ルートマップフィルタリング

のサポートが追加されました。

6.2(2)EIGRP

ルートのアドミニストレーティ

ブディスタンスを設定するサ

ポートが追加されました。

6.2(2)EIGRP

パッシブとしてすべてのEIGRP
インターフェイスをデフォルト

で設定する機能が追加されまし

た。

6.2(2)EIGRP

EIGRPワイドメトリックのサ
ポートが追加されました。

5.2(1)ワイドメトリック

BFDのサポートが追加されま
した。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Configuration Guide』
を参照してください。

5.0(2)BFD

インターフェイス上の EIGRP
インスタンスまたは EIGRPを
正常にシャットダウンし、さら

に EIGRPの設定も保持するた
めに、サポートが追加されまし

た。

4.2(1)グレースフルシャットダウン
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機能情報リリース機能名

長さが 20文字に変更されまし
た。

4.2(1)EIGRPインスタンスタグ

再配布されるルート数の制限に

関するサポートが追加されまし

た。

4.2(1)再配布されるルート数の制限

IPv6のサポートが追加されまし
た。

4.1(2)EIGRP IPv6のサポート

EIGRP向けに VRF内で認証を
設定する機能が追加されまし

た。

4.0(3)認証

この機能が導入されました。4.0(1)EIGRP
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第 10 章

『Configuring IS-IS』

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 265 ページ

• IS-ISについて, 266 ページ

• IS-ISのライセンス要件, 271 ページ

• IS-ISの前提条件, 272 ページ

• IS-ISに関する注意事項と制約事項, 272 ページ

• IS-ISのデフォルト設定, 272 ページ

• 『Configuring IS-IS』, 273 ページ

• IS-ISの設定の確認, 293 ページ

• IS-ISのモニタリング, 294 ページ

• IS-ISの設定例, 295 ページ

• IS-ISの関連資料, 295 ページ

• IS-ISの標準, 296 ページ

• IS-ISの機能の履歴, 296 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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IS-IS について
IS-ISは、ISO（国際標準化機構）/IEC（国際電気標準化会議）10589に基づくインテリアゲート
ウェイプロトコル（IGP）です。CiscoNX-OSはインターネットプロトコルバージョン4（IPv4）
をサポートしており、Cisco NX-OS Release 6.1以降では IPv6をサポートしています。IS-ISはネッ
トワークトポロジの変化を検出し、ネットワーク上の他のノードへのループフリールートを計算

できる、ダイナミックリンクステートルーティングプロトコルです。各ルータは、ネットワー

クの状態を記述するリンクステートデータベースを維持し、設定された各リンクにパケットを送

信してネイバーを検出します。IS-ISはネットワークを介して各ネイバーにリンクステート情報を
フラッディングします。ルータもすべての既存ネイバーを通じて、リンクステートデータベース

のアドバタイズメントおよびアップデートを送信します。

IS-IS の概要
IS-ISは、設定されている各インターフェイスに helloパケットを送信し、IS-ISネイバールータを
検出します。helloパケットには認証、エリア、サポート対象プロトコルなど、受信側インター
フェイスが発信側インターフェイスとの互換性を判別するために使用する情報が含まれます。ま

た、一致する最大転送ユニット（MTU）設定を持つインターフェイスだけを使用して IS-ISが隣
接関係を確立できるように、helloパケットがパディングされます。互換インターフェイスは隣接
関係を形成し、リンクステートアップデートメッセージ（LSP）を使用して、リンクステート
データベースのルーティング情報をアップデートします。デフォルトでは、ルータは10分間隔で
定期的 LSPリフレッシュを送信し、LSPは 20分間（LSPライフタイム）リンクステートデータ
ベースに残ります。LSPライフタイムが終了するまでにルータがLSPリフレッシュを受信しなかっ
た場合、ルータはデータベースから LSPを削除します。

LSP間隔は、LSPライフタイムより短くする必要があります。そうしないと、リフレッシュ前に
LSPがタイムアウトします。

IS-ISは、隣接ルータに定期的に helloパケットを送信します。helloパケットに対して一時モード
を設定すると、IS-ISが隣接関係を確立する前に使用された余分なパディングがこれらの helloパ
ケットに含まれなくなります。隣接ルータのMTU値が変更された場合、IS-ISはこの変更を検出
し、パディングされた helloパケットを一定期間送信できます。IS-ISはこの機能を使用して、隣
接ルータ上の一致しないMTU値を検出します。

IS-IS エリア

IS-ISネットワークは、ネットワーク内のすべてのルータを含むシングルエリアとして設計するこ
ともできますし、バックボーンまたはレベル 2エリアに接続する複数のエリアとして設計するこ
ともできます。非バックボーンエリアのルータはレベル 1ルータで、ローカルエリア内で隣接関
係を確立します（エリア内ルーティング）。レベル 2エリアのルータは、他のレベル 2ルータと
隣接関係を確立し、レベル 1エリア間のルーティングを実行します（エリア間ルーティング）。
1つのルータにレベル 1エリアとレベル 2エリアの両方を設定できます。これらのレベル 1/レベ
ル 2ルータはエリア境界ルータとして動作し、ローカルエリアからレベル 2バックボーンエリア
に情報をルーティングします。
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レベル 1エリア内のルータは、そのエリア内の他のすべてのルータに対する到達方法を認識しま
す。レベル 2ルータは、他のエリア境界ルータおよび他のレベル 2ルータへの到達方法を認識し
ます。レベル 1/レベル 2ルータは 2つのエリアの境界にまたがり、レベル 2バックボーンエリア
との間で双方向にトラフィックをルーティングします。レベル 1/レベル 2ルータはレベル 1ルー
タの Attached（ATT）ビット信号を使用して、レベル 2エリアに接続するため、このレベル 1/レ
ベル 2ルータへのデフォルトルートを設定します。

エリア内に 2台以上のレベル 1/レベル 2ルータがある場合など、場合によっては、レベル 1ルー
タがレベル 2エリアへのデフォルトルートとして使用するレベル 1/レベル 2ルータを制御するこ
ともできます。Attachedビットを設定するレベル 1/レベル 2ルータを設定できます。

Cisco NX-OSの IS-ISインスタンスは、レベル 1またはレベル 2エリアを 1つだけサポートする
か、またはそれぞれのエリアを1つずつサポートします。デフォルトでは、すべての IS-ISインス
タンスが自動的にレベル 1およびレベル 2ルーティングをサポートします。

図 31：エリアに分割された IS-IS ネットワーク

ASBR（自律システム境界ルータ）は、IS-IS AS（自律システム）全体に外部宛先をアドバタイズ
します。外部ルートは、他のプロトコルから IS-ISに再配布されたルートです。

NET およびシステム ID

IS-ISインスタンスごとにネットワークエンティティタイトル（NET）が関連付けられています。
NETは、その IS-ISインスタンスをエリア内で一意に特定する IS-ISシステム IDとエリア IDから
なります。たとえば、NETが 47.0004.004d.0001.0001.0c11.1111.00の場合、システム IDは
0000.0c11.1111.00、エリア IDは 47.0004.004d.0001です。

DIS

IS-ISはブロードキャストネットワーク内で代表中継システム（DIS）を使用することにより、各
ルータがブロードキャストネットワーク上の他のルータと不要なリンクを形成しないようにしま

す。IS-ISルータは DISに LSPを送信し、DISがブロードキャストネットワークのあらゆるリン
クステート情報を管理します。エリア内で DISを選択するために IS-ISに使用させる IS-ISプライ
オリティをユーザ側で設定できます。
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ポイントツーポイントネットワークでは DISは不要です。（注）

IS-IS 認証
隣接関係および LSP交換を制御するために、認証を設定できます。ネイバーになろうとするルー
タは、設定されている認証レベルの同じパスワードを交換する必要があります。パスワードが無

効なルータは、IS-ISによってブロックされます。IS-IS認証はグローバルに設定することも、レ
ベル 1、レベル 2、またはレベル 1/レベル 2両方のルーティングに対応する個々のインターフェイ
スに設定することもできます。

IS-ISがサポートする認証方式は、次のとおりです。

•クリアテキスト：交換するすべてのパケットで、クリアテキストの 128ビットパスワード
が伝送されます。

• MD5ダイジェスト：交換するすべてのパケットで、128ビットキーに基づくメッセージダ
イジェストが伝送されます。

受動的攻撃から保護するために、IS-ISはネットワークを介してクリアテキストとしてMD5秘密
キーを送信します。また、リプレイアタックから保護するために、IS-ISは各パケットにシーケン
ス番号を組み込みます。

helloおよび LSP認証用のキーチェーンも使用できます。キーチェーン管理の詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照してください。

メッシュグループ

メッシュグループは一連のインターフェイスであり、グループ内では、インターフェイスを介し

て到達可能なすべてのルータが他の各ルータとの間に 1つ以上のリンクを持ちます。多数のリン
クで障害が発生しても、ネットワークから 1つまたは複数のルータが切り離されることはありま
せん。

通常のフラッディングでは、新しい LSPを受信したインターフェイスは、その LSPをルータ上の
他のすべてのインターフェイスにフラッディングします。メッシュグループを使用する場合、

メッシュグループに含まれているインターフェイスは新しいLSPを受信しても、メッシュグルー
プ内の他のインターフェイスには、新しい LSPをフラッディングしません。

特定のメッシュネットワークトポロジーで、ネットワークのスケーラビリティを向上させる

ために、LSPを制限しなければならない場合があります。LSPフラッディングを制限すると、
ネットワークの信頼性も下がります（障害発生時）。したがって、メッシュグループはどう

しても必要な場合に限り、慎重にネットワークを設計したうえで使用することを推奨します。

（注）
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ルータ間のパラレルリンクに、ブロックモードでメッシュグループを設定することもできます。

このモードでは、各ルータがそれぞれリンクステート情報を最初に交換すると、それ以後はメッ

シュグループのそのインターフェイスですべての LSPがブロックされます。

過負荷ビット

IS-ISは過負荷ビットを使用して他のルータに指示を与え、それらのルータがトラフィックの転送
にローカルルータを使用せずに、引き続きローカルルータ宛てのトラフィックをルーティングす

るようにします。

過負荷ビットを使用する状況は、次のとおりです。

•ルータがクリティカル条件下にある。

•ネットワークに対して通常手順でルータの追加および除去を行う。

•その他（管理上またはトラフィックエンジニアリング上）の理由。BGPコンバージェンスの
待機中など。

ルート集約

サマリー集約アドレスを設定できます。ルート集約を使用すると、固有性の強い一連のアドレス

をすべての固有アドレスを代表する 1つのアドレスに置き換えることによって、ルートテーブル
を簡素化できます。たとえば、10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、および 10.1.3.0/24というアドレスを 1つ
の集約アドレス 10.1.0.0/16に置き換えることができます。

IS-ISはルーティングテーブルに含まれている固有性の強いルートが多いほど、固有性の強いルー
トの最小メトリックと同じメトリックを指定して、サマリーアドレスをアドバタイズします。

Cisco NX-OSは、自動ルート集約をサポートしていません。（注）

ルートの再配布

IS-ISを使用すると、スタティックルート、他の IS-IS自律システムが学習したルート、または他
のプロトコルからのルートを再配布できます。再配布を指定したルートマップを設定して、どの

ルートが IS-ISに渡されるかを制御する必要があります。ルートマップを使用すると、宛先、送
信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタグなどの属性に基づいて、ルートをフィルタリングで

きます。

IS-ISルーティングドメインにルートを再配布しても、デフォルトでは、CiscoNX-OSは IS-ISルー
ティングドメインにデフォルトルートを再配布しません。IS-ISにデフォルトルートを生成し、
ルートポリシーでそのルートを制御できます。

IS-ISにインポートされたすべてのルートに使用する、デフォルトのメトリックも設定できます。
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アドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報源の信頼性を示す評価基準です。値

が高いほど信頼性の評価は低くなります。アドミニストレーティブディスタンスは、複数のルー

ティングプロトコルから学習したルートを区別するために使用されます。最もアドミニストレー

ティブディスタンスが低いルートが IPルーティングテーブルに組み込まれます。

所定のプレフィクスのさまざまな一致基準に基づいて内部および外部ルートのアドミニストレー

ティブディスタンスを設定できます。IS-ISなどのルーティングプロトコルは、これらのメトリッ
クに基づいてネクストホップとともにルーティング情報ベース（RIB）にプレフィクスを設定し
ます。1つのプレフィクスに対して複数のパスが使用できる場合、ルーティングプロトコルはコ
ストに基づいて最適パスを選択し、ネクストホップおよびアドミニストレーティブディスタンス

に到達します。Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、プレフィクスが特定のルートに基づいて考
慮されることを指定できます。以前のリリースでは、すべての内部ルートに対しアドミニストレー

ティブディスタンスは 1つで十分でした。

ロードバランシング

ロードバランシングを使用すると、ルータは、宛先アドレスから等距離内にあるすべてのルータ

のネットワークポートにトラフィックを分散できます。ロードバランシングは、ネットワーク

セグメントの使用率を向上させ、有効ネットワーク帯域幅を増加させます。

Cisco NX-OSは、等コストマルチパス（ECMP）機能をサポートしています。IS-ISルートテーブ
ルおよびユニキャスト RIBの等コストパスは最大 16です。これらのパスの一部または全部でト
ラフィックのロードバランシングが行われるように、IS-ISを設定できます。

BFD
この機能では、双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートします。BFDは、転送パスの障
害を高速で検出することを目的にした検出プロトコルです。BFDは 2台の隣接デバイス間のサブ
セカンド障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上のデータプレーンに
分散できるため、プロトコルhelloメッセージよりもCPUを使いません。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

仮想化のサポート

CiscoNX-OSは、同一システム上で動作する複数の IS-ISプロトコルインスタンスをサポートして
います。IS-ISは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートします。VRFは
仮想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。VDCで設定できる IS-ISインスタンスは、
最大 4つです。

特に別のVDCやVRFを設定しない限り、デフォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトのVDCお
よびデフォルトの VRFが使用されます。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』を参照してください。
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ハイアベイラビリティおよびグレースフルリスタート

CiscoNX-OSでは、複数レベルのハイアベイラビリティアーキテクチャを提供します。IS-ISは、
ステートフルリスタートをサポートしています。これは、ノンストップルーティング（NSR）と
も呼ばれます。IS-ISで問題が発生した場合は、以前の実行時状態からの再起動を試みます。この
場合、ネイバーはいずれのネイバーイベントも登録しません。最初の再起動が正常ではなく、別

の問題が発生した場合、RFC3847のとおり、IS-ISはグレースフルリスタートを試みます。グレー
スフルリスタート、つまり、Nonstop Forwarding（NSF）では、処理の再起動中も IS-ISがデータ
転送パス上に存在し続けます。再起動中の IS-ISインターフェイスが稼働を再開すると、ネイバー
を再探索して隣接関係を確立し、更新情報の送信を再開します。この時点で、NSFヘルパーは、
グレースフルリスタートが完了したと認識します。

ステートフルリスタートは次のシナリオで使用されます。

•プロセスでの問題発生後の最初の回復試行

• ISSU

• system switchoverコマンドによる手動でのスイッチオーバー

グレースフルリスタートは次のシナリオで使用されます。

•プロセスでの問題発生後の 2回目の回復試行（4分以内）

• restart isisコマンドによるプロセスの手動での再開

•アクティブスーパーバイザの削除

• reload module active-supコマンドによるアクティブスーパーバイザのリロード

グレースフルリスタートがデフォルトとなっており、ディセーブルにしないことを強く推奨

します。

（注）

複数の IS-IS インスタンス
CiscoNX-OSは、同一システム上で動作する最大 4つの IS-ISプロトコルインスタンスをサポート
します。同一インターフェイスには複数のインスタンスを設定できません。すべてのインスタン

スで同じシステムルータ IDを使用します。

IS-IS のライセンス要件
IS-ISには Enterprise Servicesライセンスが必要です。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細と、ライ
センスの取得および適用の方法については、『CiscoNX-OSソフトウェアのライセンスおよび版権
情報』を参照してください。
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IS-IS の前提条件
IS-ISには、次の前提条件があります。

• IS-ISをイネーブルにする必要があります。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』』を
参照）。

IS-IS に関する注意事項と制約事項
IS-IS設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• VDCごとに最大 4つの IS-ISインスタンスを設定できます。

•デフォルトの参照帯域幅が Cisco NX-OSと Cisco IOSでは異なるため、アドバタイズされた
トンネル IS-ISメトリックは、これら2つのオペレーティングシステムによって異なります。

• IS-ISマルチトポロジ機能の場合、IPv4に対し 1個のトポロジと IPv6に対し 1個のトポロジ
がサポートされます。

• IOSとは異なり、NXOS-ISISは帯域幅に変化があっても動作します。これにより SPFが発生
し、ルートが更新されます。その結果、過剰なパケットドロップが発生しますが、ポート

P0は引き続きアクティブなままになります。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

IS-IS のデフォルト設定

表 21：デフォルトの IS-IS パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

115アドミニストレーティブディスタンス

Level-1-2エリアレベル

64DISプライオリティ

イネーブルグレースフルリスタート

3hello乗数

イネーブルhelloパディング

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
272

IS-IS の前提条件



デフォルトパラメータ（Parameters）

10秒helloタイム

ディセーブルIS-IS機能

33LSP間隔

1492LSP MTU

1200秒最大 LSPライフタイム

4最大パス

40メトリック

40 Gbps参照帯域幅

『Configuring IS-IS』

IS-IS コンフィギュレーションモード

ルータコンフィギュレーションモードの例

次に、ルータコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

switch#: configure terminal
switch(config)# router isis isp
switch(config-router)#

現行のモードで?コマンドを入力すると、そのモードで使用可能なコマンドを表示できます。（注）

ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモードの例

次の例は、ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモードの開始方法を示していま

す。

switch(config)# router isis isp
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)#

現行のモードで?コマンドを入力すると、そのモードで使用可能なコマンドを表示できます。（注）
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IS-IS 機能のイネーブル化
IS-ISを設定する前に、IS-IS機能をイネーブルにする必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

IS-IS機能をイネーブルにします。switch(config)# [no] feature isisステップ 2   

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能を

表示します。

switch(config)# show feature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。

IS-IS インスタンスの作成
IS-ISインスタンスを作成し、そのインスタンスのエリアレベルを設定できます。

IS-ISインスタンスに関するすべての設定を完全に削除するには、インターフェイスモードで設定
した IS-ISコマンドもすべて削除する必要があります。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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

instance tagを設定して、新しい IS-ISインスタン
スを作成します。

switch(config)# router isis
instance-tag

ステップ 2   

この IS-ISインスタンスに対応する NETを設定
します。

switch(config-router)# net
network-entity-title

ステップ 3   

（任意）

この IS-ISインスタンスのエリアレベルを設定し
ます。デフォルトは level-1-2です。

switch(config-router)# is-type
{level-1 | level-2 | level-1-2}

ステップ 4   

（任意）

すべての IS-ISインスタンスについて、IS-IS要
約情報を表示します。

switch(config)# show isis {vrf
vrf-name} process

ステップ 5   

（任意）

IS-ISのアドミニストレーティブディスタンスを
設定します。範囲は 1～ 255です。デフォルト
は 115です。

switch(config-router)# distance
value

ステップ 6   

（任意）

IS-ISネイバーのステートが変化するたびに、シ
ステムメッセージを送信します。

switch(config-router)#
log-adjacency-changes

ステップ 7   

（任意）

この IS-ISインスタンスにおける LSPのMTUを
設定します。指定できる範囲は 128～ 4352バイ
トです。デフォルトは 1492です。

switch(config-router)# lsp-mtu
size

ステップ 8   

（任意）

IS-ISがルートテーブルで維持する等コストパス
の最大数を設定します。指定できる範囲は 1～
16です。デフォルトは 4です。

switch(config-router)#
maximum-paths number

ステップ 9   

（任意）

IS-ISコストメトリックの計算に使用する、デ
フォルトの基準帯域幅を設定します。指定でき

switch(config-router)#
reference-bandwidth bandwidth
value {Mbps | Gbps}

ステップ 10   

る範囲は 1～ 4000 Gbpsです。デフォルトは 40
Gbpsです。

（任意）

ネイバーの統計情報を消去し、この IS-ISインス
タンスの隣接関係を削除します。

switch(config-if)# clear isis
[instance-tag] adjacency [* |
system-id | interface]

ステップ 11   

（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 12   
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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。

レベル 2エリアで IS-ISインスタンスを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router isis Enterprise
switch(config-router)# net 47.0004.004d.0001.0001.0c11.1111.00
switch(config-router)# is-type level 2
switch(config-router)# copy running-config startup-config

IS-IS インスタンスの再起動
IS-ISインスタンスは再起動できます。この処理では、インスタンスのすべてのネイバーが消去さ
れます。

IS-ISインスタンスを再起動し、関連付けられたすべてのネイバーを削除するには、次のコマンド
を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

IS-ISインスタンスを再起動し、すべての
ネイバーを削除します。

switch(config)# restart isis instance-tagステップ 1   

IS-IS のシャットダウン
IS-ISインスタンスをシャットダウンできます。シャットダウンすると、その IS-ISインスタンス
がディセーブルになり、設定が保持されます。

IS-ISインスタンスをシャットダウンするには、ルータコンフィギュレーションモードで次のコ
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

IS-ISインスタンスをディセーブルに
します。

switch(config-router)# shutdownステップ 1   

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
276

『Configuring IS-IS』



インターフェイスでの IS-IS の設定
IS-ISインスタンスにインターフェイスを追加できます。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

（任意）

インターフェイスにブロードキャストモードま

たはポイントツーポイントモードを設定します。

IS-ISはこのモードを継承します。

switch(config-if)#medium
{broadcast | p2p}

ステップ 3   

この IPv4または IPv6インターフェイスを IS-IS
インスタンスに関連付けます。

switch(config-if)# {ip | ipv6}
router isis instance-tag

ステップ 4   

（任意）

インターフェイスの IS-IS情報を表示します。
switch(config-if)# show isis [vrf
vrf-name] [instance-tag] interface
[interface-type slot/port]

ステップ 5   

（任意）

このインターフェイスが参加する隣接関係のタイ

プを設定します。このコマンドを使用するのは、

switch(config-if)# isis circuit-type
{level-1 | level-2 | level-1-2}

ステップ 6   

レベル 1とレベル 2の両方のエリアにルータが関
係する場合だけです。

（任意）

このインターフェイスの IS-ISメトリックを設定
します。指定できる範囲は 1～ 16777214です。
デフォルトは 10です。

isis metric value {level-1 |
level-2}

ステップ 7   

（任意）

インターフェイスが隣接関係を形成しないように

しながら、なおかつ、インターフェイスに関連付

switch(config-if)# isis passive
value {level-1 | level-2 | level-1-2}

ステップ 8   

けられたプレフィックスをアドバタイズするよう

にします。
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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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、IS-ISインスタンスに Ethernet 1/2インターフェイスを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip router isis Enterprise
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの IS-IS のシャットダウン
インターフェイス上で IS-ISを正常にシャットダウンできます。これにより、すべての隣接関係が
削除され、このインターフェイスで IS-ISトラフィックが停止しますが、IS-IS設定は保持されま
す。

インターフェイスで IS-ISをディセーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーショ
ンモードで次の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

このインターフェイスで IS-ISをディセーブル
にします。IS-ISインターフェイスの設定は保
持されます。

switch(config-router)# isis shutdownステップ 1   

エリアでの IS-IS 認証の設定
エリアで LSPを認証するように IS-ISを設定できます。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

instance tagを設定して、新しい IS-ISインスタ
ンスを作成します。

switch(config)# router isis
instance-tag

ステップ 2   

クリアテキストまたはMD5認証ダイジェスト
として、レベル 1またはレベル 2エリアに使
用する認証方式を設定します。

switch(config-router)#
authentication-type {cleartext |
md5} {level-1 | level-2}

ステップ 3   

IS-ISエリアレベル認証に使用する認証キーを
設定します。

switch(config-router)#
authentication key-chain key
{level-1 | level-2}

ステップ 4   

（任意）

受信パケットの認証パラメータのチェックを

イネーブルにします。

switch(config-router)#
authentication-check {level-1 |
level-2}

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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

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。

IS-ISインスタンスにクリアテキスト認証を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router isis Enterprise
switch(config-router)# authentication-type cleartext level-2
switch(config-router)# authentication key-chain ISISKey level-2
switch(config-router)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの IS-IS 認証の設定
インターフェイスで helloパケットを認証するように IS-ISを設定できます。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

クリアテキストまたはMD5認証ダイジェスト
として、このインターフェイスにおける IS-IS
認証タイプを設定します。

switch(config-if)# isis
authentication-type {cleartext |
md5} {level-1 | level-2}

ステップ 3   

このインターフェイス上で IS-ISに使用する認
証キーを設定します。

switch(config-if)# isis
authentication key-chain key
{level-1 | level-2}

ステップ 4   

（任意）

受信パケットの認証パラメータのチェックを

イネーブルにします。

isis authentication-check {level-1 |
level-2}

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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

レーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

IS-ISインスタンスにクリアテキスト認証を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# isis authentication-type cleartext level-2
switch(config-if)# isis authentication key-chain ISISKey
switch(config-if)# copy running-config startup-config

メッシュグループの設定

メッシュグループにインターフェイスを追加することによって、そのメッシュグループ内のイン

ターフェイスに対するLSPフラッディングの量を制限できます。任意で、メッシュグループ内の
インターフェイスに対して、すべての LSPフラッディングをブロックすることもできます。

メッシュグループにインターフェイスを追加するには、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで次の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

メッシュグループにこのインターフェイス

を追加します。範囲は 1～ 4294967295で
す。

switch(config-if)# isis mesh-group
{blocked | mesh-id}

ステップ 1   

代表中継システムの設定

インターフェイスプライオリティを設定することによって、ルータがマルチアクセスネットワー

クの代表中継システム（DIS）になるように設定できます。

DISを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用し
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

DIS選択のためのプライオリティを設定しま
す。指定できる範囲は 0～ 127です。デフォ
ルトは 64です。

switch(config-if)# isis priority number
{level-1 | level-2}

ステップ 1   

ダイナミックホスト交換の設定

ダイナミックホスト交換を使用してシステム IDとルータのホスト名をマッピングするように、
IS-ISを設定できます。

ダイナミックホスト交換を設定するには、ルータコンフィギュレーションモードで次のコマン

ドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ダイナミックホスト交換をイネーブル

にします。

switch(config-router)# hostname dynamicステップ 1   
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過負荷ビットの設定

最短パス優先（SPF）の計算で中間ホップとしてこのルータを使用しないことを他のルータに通知
するように、ルータを設定できます。任意で、起動時にBGPがコンバージェンスするまで、一時
的に過負荷ビットを設定することもできます。

過負荷ビットを設定する以外に、レベル 1またはレベル 2トラフィックに関して、LSPからの特
定タイプの IPプレフィックスアドバタイズメントを抑制することが必要な場合もあります。

過負荷ビットを設定するには、ルータコンフィギュレーションモードで次の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

IS-ISに過負荷ビットを設定しま
す。secondsの範囲は 5～ 86400で
す。

switch(config-router)# set-overload-bit {always |
on-startup {seconds | wait-for bgp as-number}}
[suppress [interlevel | external]]

ステップ 1   

Attached ビットの設定
Attachedビットを設定すると、レベル 1ルータがレベル 2エリアへのデフォルトルートとして使
用するレベル1/レベル2ルータを制御できます。Attachedビットの設定をディセーブルにすると、
レベル1ルータはこのレベル1/レベル2ルータを使用してレベル2エリアに接続しなくなります。

レベル 1/レベル 2ルータのAttachedビットを設定するには、ルータコンフィギュレーションモー
ドで次の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

Attachedビットを設定するようにレベル1/レベル
2ルータを設定します。この機能は、デフォルト
でイネーブルにされています。

switch(config-router)# [no]
attached-bit

ステップ 1   

hello パディングの一時モードの設定
helloパディングの一時モードを設定すると、IS-ISが隣接関係を確立するときに helloパケットを
パディングし、IS-ISが隣接関係を確立したあとでそのパディングを削除できます。
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helloパディングのモードを設定するには、ルータコンフィギュレーションモードで次のコマン
ドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

MTUの最大サイズまでhelloパケットをパディングし
ます。デフォルトではイネーブルになっています。

switch(config-if)# [no] isis
hello-padding

ステップ 1   

helloパディングの一時モードを設定するには、この
コマンドの no形式を使用します。

サマリーアドレスの設定

ルーティングテーブルでサマリーアドレスによって表される集約アドレスを作成できます。1つ
のサマリーアドレスに、特定のレベルのアドレスグループを複数含めることができます。Cisco
NX-OSはすべての詳細ルートのうち最も小さいメトリックをアドバタイズします。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

instance tagを設定して、新しい IS-ISインス
タンスを作成します。

switch(config)# router isis instance-tagステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config-router)# address-family
{ipv4 | ipv6} {unicast |multicast}

ステップ 3   

IPv4アドレスまたは IPv6アドレスに対応す
る、IS-ISエリア用のサマリーアドレスを設
定します。

switch(config-router-af)#
summary-address ip-prefix/mask-len
{level-1 | level-2 | level-1-2}

ステップ 4   

（任意）

IS-IS IPv4または IPv6のサマリーアドレス
情報を表示します。

switch(config-if)# show isis
[vrfvrf-name] {ip | ipv6}
summary-address ip-prefix
[longer-prefixes]

ステップ 5   
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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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

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。

次に、IS-ISの IPv4ユニキャストサマリーアドレスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# summary-address 192.0.2.0/24 level-2
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

再配布の設定

別のルーティングプロトコルからのルーティング情報を受け入れて、IS-ISネットワークを通じて
その情報を再配布するように、IS-ISを設定できます。任意で、再配布ルートのためのデフォルト
ルートを割り当てることができます。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

instance tagを設定して、新しい IS-ISイ
ンスタンスを作成します。

switch(config)# router isis instance-tagステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config-router)# address-family
{ipv4 | ipv6} unicast

ステップ 3   

他のプロトコルからのルートを IS-ISに
再配布します。

switch(config-router-af)# redistribute {bgp
as | {eigrp | isis | ospf | ospfv3 | rip}
instance-tag | static | direct} route-map
map-name

ステップ 4   

（任意）

IS-ISにデフォルトルートを生成します。
switch(config-router-af)#
default-information originate [always]
[route-map map-name]

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ある IS-ISレベルから別の IS-ISレベルに
ルートを再配布します。

switch(config-router-af)# distribute
{level-1 | level-2} into {level-1 | level-2}
{route-map route-map | all}

ステップ 6   

（任意）

IS-ISルートを表示します。
switch(config-router-af)# show isis [vrf
vrf-name] {ip | ipv6} route ip-prefix [detail
| longer-prefixes [summary | detail]]

ステップ 7   

（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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

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。

次に、EIGRPを IS-ISに再配布する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# redistribute eigrp 201 route-map ISISmap
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

再配布されるルート数の制限

ルートの再配布によって、IS-ISルートテーブルに多くのルートが追加される可能性があります。
外部プロトコルから受け取るルートの数の上限を設定できます。IS-ISには、再配布ルートの制限
を設定するために次のオプションが用意されています。

•上限固定：IS-ISが設定された最大値に達すると、メッセージをログに記録します。IS-ISは
以降の再配布ルートを受け取りません。任意で、最大値のしきい値パーセンテージを設定し

て、IS-ISがこのしきい値を超えたときに警告を記録するようにすることもできます。

•警告のみ：IS-ISが最大値に達したときのみ、警告のログを記録します。IS-ISは引き続き再
配布ルートを受け取ります。

•取り消し：IS-ISが最大値に達したときにタイムアウト期間を開始します。タイムアウト期間
の経過後、現在の再配布ルートの数が最大制限より少ない場合、IS-ISはすべての再配布ルー
トを要求します。現在の再配布ルートの数が最大制限に達している場合、IS-ISはすべての再
配布ルートを取り消します。IS-ISが以降の再配布ルートを受け取るには、この状態を解消す
る必要があります。任意で、タイムアウト期間を設定できます。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

instance tagを設定して、新しい IS-ISインスタンス
を作成します。

switch(config)# router eigrp
instance-tag

ステップ 2   

設定したルートマップ経由で、選択したプロトコ

ルを IS-ISに再配布します。
switch(config-router)#
redistribute {bgp ip | direct |
eigrp id | isis id | ospf id | rip id |
static} route-map map-name

ステップ 3   

IS-ISが配布するプレフィックスの最大数を指定し
ます。指定できる範囲は 0～ 65536です。次の項目
を任意で指定できます。

switch(config-router)#
redistribute maximum-prefix
max [threshold] [warning-only |
withdraw [num-retries timeout]]

ステップ 4   

• threshold：警告メッセージをトリガーする最大
プレフィックスの割合。

• warning-only：プレフィックスの最大数を超え
たときに警告メッセージを記録します。

• withdraw：再配布されたすべてのルートを取
り消します。オプション選択で、再配布され

たルートの取得を試みることができます。

num-retriesの範囲は 1～ 12です。timeoutは 60
～600秒です。デフォルトは300秒です。clear
isis redistributionコマンドは、すべてのルート
が取り消された場合に使用します。

（任意）

IS-ISの設定を表示します。
switch(config-router)# show
running-config isis

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   

次の例は、IS-ISに再配布されるルート数の制限方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp isis Enterprise
switch(config-router)# redistribute bgp route-map FilterExternalBGP
switch(config-router)# redistribute maximum-prefix 1000 75
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ルートのアドミニストレーティブディスタンスの設定

IS-ISによってRIBに追加されるルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定できます。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります（9-9ページの「IS-IS機能のイネーブル化」の項を参
照）。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新しい IS-ISインスタンスを作成し、ルータコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# router isis
instance-tag

ステップ 2   

ルートマップ情報でテーブルマップを設定します。

マップ名には最大63文字の英数字を入力できます。
switch(config-router)#
table-map route-map-name
[filter]

ステップ 3   

filterキーワードを指定すると、ルートマップによっ
て拒否されたルートはフィルタリングされ、RIBに
はダウンロードされません。

（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   

厳密な隣接モードのディセーブル化

IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリがイネーブルの場合、厳格な隣接モードはデフォルトで
イネーブルです。このモードでは、デバイスが両方のアドレスファミリにイネーブルでない任意

のルータとの隣接関係を形成しません。厳格な隣接モードは、noadjacency-checkコマンドを使用
してディセーブルにできます。

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

instance tagを設定して、新しい IS-ISインス
タンスを作成します。

switch(config)# router isis
instance-tag

ステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config-router)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3   

IPv6アドレスファミリに関する厳格な隣接
モードをディセーブルにします。

switch(config-router-af)# no
adjacency-check

ステップ 4   

アドレスファミリコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-router-af)# exitステップ 5   

アドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config-router-af)#
address-family ipv6 unicast

ステップ 6   

IPv6アドレスファミリに関する厳格な隣接
モードをディセーブルにします。

switch(config-router-af)# no
adjacency-check

ステップ 7   

（任意）

IS-ISの設定を表示します。
switch(config-router-af)# show
running-config isis

ステップ 8   

（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

switch(config-router-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

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。

次の例は、厳密な隣接モードをディセーブルにする方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# router isis Enterprise
switch(config-router)# address-family ip4 unicast
switch(config-router-af)# no adjacency-check
switch(config-router)# exit
switch(config-router-af)# address-family ip6 unicast
switch(config-router-af)# no adjacency-check
switch(config-router-af)# show running-config isis
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

グレースフルリスタートの設定

IS-ISのグレースフルリスタートを設定できます。
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はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

VDCおよび VRFを作成します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

名前を設定して、新しい IS-ISプロセスを作成
します。

switch(config)# router isis
instance-tag

ステップ 2   

グレースフルリスタートおよびグレースフルリ

スタートヘルパー機能をイネーブルにします。

デフォルトでは、イネーブルです。

switch(config-router)#
graceful-restart

ステップ 3   

グレースフルリスタート T3タイマーを設定し
ます。有効な範囲は30～65535秒です。デフォ
ルトは 60です。

switch(config-router)#
graceful-restart t3 manual time

ステップ 4   

（任意）

IS-ISの設定を表示します。
switch(config-router)# show
running-config isis

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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、グレースフルリスタートをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# router isis Enterprise
switch(config-router)# graceful restart
switch(config-router)# copy running-config startup-config

仮想化の設定

各 VDCごとに複数の IS-ISインスタンスを設定できます。各 VDC内で複数の VRFを作成するこ
ともできます。また、各VRFで同じ IS-ISインスタンスを使用することも、複数の IS-ISインスタ
ンスを使用することも可能です。VRFに IS-ISインターフェイスを割り当てます。

設定した VRFに NETを設定する必要があります。
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インターフェイスの VRFを設定した後に、インターフェイスの他のすべてのパラメータを設
定します。インターフェイスの VRFを設定すると、そのインターフェイスのすべての設定が
削除されます。

（注）

はじめる前に

IS-ISをイネーブルにする必要があります。

VDCおよび VRFを作成します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新しいVRFを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config)# vrf context
vrf-name

ステップ 2   

VRFコンフィギュレーションモードを終了し
ます。

switch(config)# exitステップ 3   

instance tagを設定して、新しい IS-ISインスタ
ンスを作成します。

switch(config)# router isis
instance-tag

ステップ 4   

（任意）

VRFコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

switch(config-router)# vrf vrf-nameステップ 5   

この IS-ISインスタンスに対応する NETを設
定します。

switch(config-router-vrf)# net
network-entity-title

ステップ 6   

ルータ VRFコンフィギュレーションモード
を終了します。

switch(config-router-vrf)# exitステップ 7   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface ethernet
slot/port

ステップ 8   

このインターフェイスをVRFに追加します。switch(config-if)# vrf member
vrf-name

ステップ 9   

このインターフェイスの IPアドレスを設定し
ます。このステップは、このインターフェイ

switch(config-if)# ip address
ip-prefix/length

ステップ 10   

スをVRFに割り当てたあとに行う必要があり
ます。
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目的コマンドまたはアクション

この IPv4インターフェイスを IS-ISインスタ
ンスに関連付けます。

switch(config-if)# ip router isis
instance-tag

ステップ 11   

（任意）

VRFのインターフェイスに関する IS-IS情報
を表示します。

switch(config-if)# show isis [vrf
vrf-name] [instance-tag] interface
[interface-type slot/port]

ステップ 12   

（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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 13   

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。

次に、VRFを作成して、その VRFにインターフェイスを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context NewVRF
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# router isis Enterprise
switch(config-router)# vrf NewVRF
switch(config-router-vrf)# net 47.0004.004d.0001.0001.0c11.1111.00
switch(config-router-vrf)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# vrf member NewVRF
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/16
switch(config-if)# ip router isis Enterprise
switch(config-if)# copy running-config startup-config

IS-IS の調整
ネットワーク要件に合わせて IS-ISを調整できます。

IS-ISを調整するには、ルータコンフィギュレーションモードで次のオプションコマンドを使用
します。

手順

目的コマンドまたはアクション

LSP発生に関する IS-ISスロットルを設定します。オプ
ションパラメータは次のとおりです。

switch(config-router)#
lsp-gen-interval [level-1 |
level-2] lsp-max-wait

ステップ 1   

• lsp-max-wait：トリガーから LSP発生までの最大待
ち時間。指定できる範囲は 500～ 65535ミリ秒で
す。

[lsp-initial-wait
lsp-second-wait]

• lsp-initial-wait：トリガーから LSP発生までの初期
待ち時間。指定できる範囲は 50～ 65535ミリ秒で
す。
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目的コマンドまたはアクション

• lsp-second-wait：バックオフ時のLSPスロットルに
使用する第 2待ち時間。指定できる範囲は 50～
65535ミリ秒です。

LSPの最大ライフタイムを秒数で設定します。有効な範
囲は 1～ 65535です。デフォルトは 1200です。

switch(config-router)#
max-lsp-lifetime lifetime

ステップ 2   

IS-ISがナローメトリックスタイルのタイプ、長さ、値
（TLV）オブジェクトとワイドメトリックスタイルの

switch(config-router)#
metric-style transition

ステップ 3   

TLVオブジェクトの両方を生成して受け取ることがで
きるようにします。デフォルトではディセーブルになっ

ています。

LSA到着までのインターバルを設定します。オプショ
ンパラメータは次のとおりです。

switch(config-router)#
spf-interval [level-1 | level-2]
spf-max-wait [spf-initial-wait
spf-second-wait]

ステップ 4   

• lsp-max-wait：トリガーから SPF計算までの最大待
機時間。指定できる範囲は 500～ 65535ミリ秒で
す。

• lsp-initial-wait：トリガーから SPF計算までの最初
の待機時間。指定できる範囲は 50～ 65535ミリ秒
です。

• lsp-second-wait：バックオフ時の SPF計算に使用す
る第 2待機時間。指定できる範囲は 50～ 65535ミ
リ秒です。

（任意）

隣接関係チェックを実行し、IS-ISインスタンスが同じ
アドレスファミリをサポートするリモート IS-ISエン

switch(config-router-af)#
adjacency-check

ステップ 5   

ティティに限って隣接関係を形成していることを確認し

ます。このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっ

ています。

（任意） IS-ISに Complete Sequence Number PDU
（CNSP）インターバルを秒数で設定します。有効な範
囲は 1～ 65535です。デフォルトは 10です。

switch(config-if)# isis
csnp-interval seconds [level-1
| level-2]

ステップ 6   

（任意） IS-ISに hello間隔を秒数で設定します。有効
な範囲は 1～ 65535です。デフォルトは 10です。

switch(config-if)# isis
hello-interval seconds [level-1
| level-2]

ステップ 7   

（任意）ルータが隣接関係を破棄するまでに、ネイバー

が見逃さなければならない IS-IS helloパケットの数を指
switch(config-if)# isis
hello-multiplier num [level-1
| level-2]

ステップ 8   

定します。指定できる範囲は 3～ 1000です。デフォル
トは 3です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意） フラッディング時にこのインターフェイスで

LSPが送信される間隔をミリ秒数で設定します。指定で
きる範囲は 10～ 65535です。デフォルトは 33です。

switch(config-if)# isis
lsp-interval milliseconds

ステップ 9   

IS-IS の設定の確認
IS-ISの設定を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

IS-ISの隣接関係を表示します。これらの統計情
報を消去するには、clear isis adjacencyコマン
ドを使用します。

show isis [instance-tag] adjacency [interface] [detail
| summary] [vrf vrf-name]

IS-IS LSPデータベースを表示します。show isis [instance-tag] database [level-1 | level-2]
[detail | summary] [LSP ID] [{ip | ipv6}
prefixip-prefix] | [router-id router-id | adjacency
node-id] | [zero-sequence]} [vrf vrf-name]

ダイナミックホスト交換情報を表示します。show isis [instance-tag] hostname [vrf vrf-name]

IS-ISインターフェイス情報を表示します。show isis [instance-tag] interface [brief | interface]
[level-1 | level-2] [vrfvrf-name]

メッシュグループ情報を表示します。show isis [instance-tag] mesh-group [mesh-id]
[vrfvrf-name]

IS-ISプロトコルに関する情報を表示します。show isis [instance-tag] protocol [vrf vrf-name]

IS-ISのルート再配布情報を表示します。show isis [instance-tag] {ip | ipv6} redistribute
route [ip-address | summary] [[ip-prefix
[longer-prefixes [summary]] [vrf vrf-name]

IS-ISルートテーブルを表示します。show isis [instance-tag] {ip | ipv6} route [ip-address
| summary] [ip-prefix [longer-prefixes [summary]]
[detail] [vrf vrf-name]

IS-ISインターフェイスの再送信情報を表示しま
す。

show isis [instance-tag] rrm [interface] [vrf
vrf-name]

IS-ISインターフェイスのフラッディング情報を
表示します。

show isis [instance-tag] srm [interface] [vrf
vrf-name]

IS-ISインターフェイスのPSNP情報を表示しま
す。

show isis [instance-tag] ssn [interface] [vrf vrf-name]
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目的コマンド

IS-ISのサマリーアドレス情報を表示します。show isis [instance-tag] {ip | ipv6}
summary-address] [ip-address] | [ip-prefix] [vrf
vrf-name]

現在の実行中の IS-IS設定を表示します。show running-configuration isis

IS-ISのテクニカルサポートの詳細情報を表示
します。

show tech-support isis [detail]

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast
Routing Command Reference』』を参照してください。

IS-IS のモニタリング
IS-ISの統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

IS-IS隣接関係の統計情報を表示します。show isis [instance-tag] adjacency [interface]
[system-ID] [detail] [summary] [vrf vrf-name]

IS-ISデータベースの統計情報を表示します。show isis [instance-tag] database [level-1 | level-2]
[detail] [summary] [lsip] {[adjacency id {ip | ipv6}
prefix prefix] [router-id id] [zero-sequence]} [vrf
vrf-name]

IS-ISインターフェイスの統計情報を表示しま
す。

show isis [instance-tag] statistics [interface] [vrf
vrf-name]

IS-IS再配布の統計情報を表示します。show isis ip route-map statistics redistribute {bgp
id | eigrp id | isis id | ospf id | rip id | static} [vrf
vrf-name]

レベル間で配布されたルートに関する、IS-IS配
布統計情報を表示します。

show isis ip route-map statistics distribute {level-1
| level-2} into {level-1 | level-2} [vrf vrf-name]

IS-IS SPF計算の統計情報を表示します。show isis [instance-tag] spf-log [detail] [vrf
vrf-name]

IS-ISトラフィックの統計情報を表示します。show isis [instance-tag] traffic [interface] [vrf
vrf-name]

IS-IS設定の統計情報を消去するには、次のいずれかのタスクを実行します。
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目的コマンド

IS-IS隣接関係の統計情報を消去します。clear isis [instance-tag] adjacency [* | [interface]
[system-id id]] [vrf vrf-name]

IS-IS再配布の統計情報を消去します。clear {ip | ipv6} route map statistics {bgp id |
eigrp id | isis id | ospf id | rip id | static} [vrf
vrf-name]

レベル間で配布されたルートに関する、IS-IS配
布統計情報を消去します。

clear isis route-map statistics distribute {level-1 |
level-2} into {level-1 | level-2} [vrf vrf-name]

IS-ISインターフェイスの統計情報を消去しま
す。

clear isis [instance-tag] statistics [* | interface] [vrf
vrf-name]

IS-ISトラフィックの統計情報を消去します。clear isis [instance-tag] traffic [* | interface] [vrf
vrf-name]

IS-IS の設定例
次の例は、IS-ISの設定方法を示しています。
router isis Enterprise
is-type level-1
net 49.0001.0000.0000.0003.00
graceful-restart
address-family ipv4 unicast
default-information originate

interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.1/24
isis circuit-type level-1
ip router isis Enterprise

IS-IS の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

IS-IS CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Command Reference』

VDCおよび VRF
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IS-IS の標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

IS-IS の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 22：IS-IS の機能の履歴

機能情報リリース機能名

ルートのアドミニストレーティブディス

タンスを設定するサポートが追加されま

した。

6.2(2)IS-IS

すべての IS-ISインターフェイスをパッ
シブとしてデフォルトで設定し、それか

ら隣接関係が必要なインターフェイスの

みをアクティブにする機能が追加されま

した。

6.2(2)IS-IS

IPv6のサポートが追加されました。6.1(1)IS-IS

厳密な隣接モードをディセーブルにする

no adjacency-checkコマンドが追加され
ました。

6.1(1)IS-IS

BFDのサポートが追加されました。詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Interfaces Configuration Guide』を
参照してください。

5.0(2)IS-IS

IS-ISインスタンスまたはインターフェ
イスの IS-ISを正常にシャットダウンし
ながら IS-ISの設定を保持する機能のサ
ポートが追加されました。

4.2(1)グレースフルシャットダ

ウン

再配布されるルート数の制限に関するサ

ポートが追加されました。

4.2(1)再配布されるルート数の制

限
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機能情報リリース機能名

helloパディングモードを設定または設
定解除する機能のサポートが追加されま

した。

4.1(2)helloパディングの一時
モード

Attachedビットを設定または設定解除す
る機能のサポートが追加されました。

4.1(2)Attachedビット

この機能が導入されました。4.0(1)IS-IS
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第 11 章

ベーシック BGP の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 299 ページ

• ベーシック BGPについて, 300 ページ

• ベーシック BGPのライセンス要件, 311 ページ

• BGPの前提条件, 312 ページ

• BGPに関する注意事項と制約事項, 312 ページ

• デフォルト設定, 313 ページ

• CLIコンフィギュレーションモード, 313 ページ

• ベーシック BGPの設定, 315 ページ

• ベーシック BGPの設定の確認, 329 ページ

• BGP統計情報のモニタリング, 331 ページ

• ベーシック BGPの設定例, 332 ページ

• ベーシック BGPの関連資料, 332 ページ

• MIB, 332 ページ

• BGPの機能の履歴 , 332 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
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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。

ベーシック BGP について
Cisco NX-OSは BGPバージョン 4をサポートしています。BGP v4に組み込まれているマルチプ
ロトコル拡張機能を使用すると、IPマルチキャストルートや複数のレイヤ 3プロトコルアドレス
ファミリに関するルーティング情報を、BGPによって伝送できます。BGPでは、他の BGP対応
デバイスとの間でTCPセッションを確立するための、信頼できるトランスポートプロトコルとし
て TCPを使用します。

BGPはパスベクトルルーティングアルゴリズムを使用して、BGP対応ネットワークデバイス間
や BGPスピーカ間でルーティング情報を交換します。各 BGPスピーカはこの情報を使用して、
特定の宛先までのパスを判別し、なおかつルーティングループを伴うパスを検出して回避しま

す。ルーティング情報には、宛先の実際のルートプレフィックス、宛先に対する自律システムの

パス、およびその他のパス属性が含まれます。

BGPはデフォルトで、宛先ホストまたはネットワークへのベストパスとして、1つだけパスを選
択します。各パスは、BGPベストパス分析で使用される well-known mandatory、well-known
discretionary、optional transitiveの各属性を伝送します。BGPポリシーを設定し、これらの属性の
一部を変更することによって、BGPパス選択を制御できます。

BGPは、ロードバランシングまたは等コストマルチパス（ECMP）もサポートします。

MPLSネットワークでの BGPの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS
Configuration Guide』を参照してください。

BGP 自律システム
自律システム（AS）とは、単一の管理エンティティにより制御されるネットワークです。自律シ
ステムは 1つまたは複数の IGPおよび整合性のある一連のルーティングポリシーを使用して、
ルーティングドメインを形成します。BGPは 16ビットおよび 32ビットの自律システム番号をサ
ポートします。

個々の BGP自律システムは外部 BGP（eBGP）ピアリングセッションを通じて、ルーティング情
報をダイナミックに交換します。同じ自律システム内の BGPスピーカは、内部 BGP（iBGP）を
通じて、ルーティング情報を交換できます。

4 バイトの AS 番号のサポート

BGPでは、2バイトまたは 4バイトのAS番号をサポートしています。Cisco NX-OSは、プレーン
テキスト表記で 4バイト（つまり 32ビットの整数）の AS番号を表示します。4バイトの AS番
号は、プレーンテキスト表記（たとえば 1～ 4294967295）またはASドット表記（たとえば 1.0）
で設定できます。
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アドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報源の信頼性を示す評価基準です。デ

フォルトでは、BGPは次に示すアドミニストレーティブディスタンスを使用します。

表 23：デフォルトの BGP アドミニストレーティブディスタンス

機能デフォルト値ディスタンス

eBGPから学習したルートに適
用されます。

20External

iBGPから学習したルートに適
用されます。

200内部

ルータを起点とするルートに適

用されます。

200ローカル

アドミニストレーティブディスタンスが BGPパス選択アルゴリズムに影響を与えることはあ
りませんが、BGPで学習されたルートが IPルーティングテーブルに組み込まれるかどうかを
左右します。

（注）

BGP ピア
BGPスピーカーは他の BGPスピーカーを自動的に検出しません。ユーザ側で BGPスピーカ間の
関係を設定する必要があります。BGPピアは、別の BGPスピーカへのアクティブな TCP接続を
持つ BGPスピーカです。

BGP セッション

BGPは TCPポート 179を使用して、ピアとの TCPセッションを作成します。ピア間で TCP接続
が確立されると、各 BGPピアは最初に相手と、それぞれのすべてのルートを交換し、BGPルー
ティングテーブルを完成させます。初期交換以後、BGPピアはネットワークトポロジが変化した
とき、またはルーティングポリシーが変更されたときに、差分アップデートだけを送信します。

更新と更新の間の非アクティブ期間には、ピアは「キープアライブ」と呼ばれる特別なメッセー

ジを交換します。ホールドタイムは、は、次のBGPアップデートまたはキープアライブメッセー
ジを受信するまでに経過することが許容される、最大時間限度です。

Cisco NX-OSでは、次のピア設定オプションをサポートしています。

•個別の IPv4または IPv4アドレス：BGPは、リモートアドレスとAS番号が一致する BGPス
ピーカとのセッションを確立します。
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•単一 AS番号の IPv4または IPv6プレフィックスピア：BGPは、プレフィックスおよび AS
番号が一致する BGPスピーカとのセッションを確立します。

•ダイナミック AS番号プレフィックスピア：BGPは、プレフィックスと、設定済み AS番号
のリストに載っている AS番号と一致する BGPスピーカとのセッションを確立します。

プレフィックスピアのダイナミック AS 番号

Cisco NX-OSでは、BGPセッションを確立する AS番号の範囲またはリストを受け入れます。た
とえば IPv4プレフィックス 192.0.2.0/8および AS番号 33、66、99を使用するように BGPを設定
する場合、BGPは 192.0.2.1および AS番号 66を使用してセッションを確立しますが、192.0.2.2
および AS番号 50からのセッションは拒否します。

CiscoNX-OSでは、セッションが確立されるまで内部BGP（iBGP）または外部BGP（eBGP）セッ
ションとして、プレフィックスピアをダイナミック AS番号と関連付けません。

ダイナミック AS番号プレフィックスピア設定は、BGPテンプレートから継承した個々の AS
番号の設定よりも優先します。

（注）

BGP ルータ ID
ピア間で BGPセッションを確立するには、BGPにルータ IDを設定する必要があります。ルータ
IDは、BGPセッションの確立時にOPENメッセージで BGPピアに送信されます。BGPルータ ID
は 32ビット値であり、IPv4アドレスで表すことがよくあります。ルータ IDはユーザ側で設定で
きます。デフォルトでは、Cisco NX-OSによって、ルータのループバックインターフェイスの
IPv4アドレスにルータ IDが設定されます。ルータ上でループバックインターフェイスが設定さ
れていない場合は、ルータ上の物理インターフェイスに設定されている最大の IPv4アドレスが
BGPルータ IDを表すものとして、ソフトウェアによって選択されます。BGPルータ IDは、ネッ
トワーク内の BGPピアごとに一意である必要があります。

BGPにルータ IDが設定されていない場合、BGPピアとのピアリングセッションを確立できませ
ん。

BGP パスの選択
BGPは複数の送信元から同じルートのアドバタイズメントを受信する可能性がありますが、BGP
は最適パスとしてパスを 1つだけ選択します。BGPは、そのパスを IPルーティングテーブルに
格納し、ピアにパスを伝達します。

Cisco NX-OS Release 6.1以降では、BGPはプレフィクスごとの複数パスの送受信と、このパス
のアドバタイジングをサポートします。

（注）
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所定のネットワークでパスが追加または削除されるたびに、ベストパスアルゴリズムが実行され

ます。ベストパスアルゴリズムは、ユーザが BGP設定を変更した場合にも実行されます。BGP
は所定のネットワークで使用できる一連の有効パスの中から、最適なパスを選択します。

Cisco NX-OSは次の手順で、BGPベストパスアルゴリズムを実装します。

1 2つのパスを比較して、いずれが優れているかを判別します。

2 すべてのパスを探索し、全体として最適なパスを選択するためにパスを比較する順序を決定し

ます。

3 新しい最適パスを使用するに足るだけの差が新旧の最適パスにあるかどうかを判別します。

重要なのは、パート 2で決定される比較順序です。3つのパス A、B、および Cがある場合を
想定してください。Aと Bを比較した場合、Cisco NX-OSは Aを選択します。Bと Cを比較
した場合、Cisco NX-OSは Bを選択します。しかし、Aと Cを比較した場合、Cisco NX-OSは
Aを選択しません。これは一部の BGPメトリックは同じネイバー自律システムからのパスに
のみ適用され、すべてのパスには適用されないからです。

（注）

パス選択には、BGP ASパス属性が使用されます。ASパス属性には、アドバタイズされたパスで
たどる自律システム番号（AS番号）のリストが含まれます。BGP自律システムを自律システム
の集合または連合に細分化する場合は、ASパスにローカル定義の自律システムを指定した連合セ
グメントが含まれます。

BGP パスの選択：パスペアの比較

BGPベストパスアルゴリズムの最初のステップでは、より適切なパスを判別するために 2つのパ
スを比較します。以下の手順は、Cisco NX-OSが 2つのパスを比較して、より適切なパスを判別
する基本的なステップを示しています。

1 CiscoNX-OSは、比較する有効なパスを選択します（たとえば、到達不能なネクストホップが
あるパスは無効です）。

2 Cisco NX-OSは、重み値が最大のパスを選択します。

3 Cisco NX-OSは、ローカルプリファレンスが最大のパスを選択します。

4 パスの一方がローカル起点の場合、Cisco NX-OSはそのパスを選択します。

5 Cisco NX-OSは、ASパスが短い方のパスを選択します。

ASパス長を計算するときに、Cisco NX-OSは連合セグメントを無視し、ASセットを 1として
カウントします。

（注）

6 Cisco NX-OSは、オリジンが低い方のパスを選択します。IGPは EGPよりも低いと見なされま
す。

7 Cisco NX-OSは、multi exit discriminator（MED）が小さい方のパスを選択します。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
303

ベーシック BGP について



このステップが実行されるされないを左右する、一連のオプションを選択できます。Cisco
NX-OSが両方のパスのMEDを比較するのは、通常、同じ自律システムのピアからそれらのパ
スを受け取った場合です。それ以外の場合、Cisco NX-OSはMEDの比較を省略します。

パスのピア自律システムに関係なく、ベストパスアルゴリズムのMED比較が必ず実行される
ように、Cisco NX-OSを設定することもできます。この設定を行わなかった場合、MED比較
が実行されるかどうかは、次のように比較する2つのパスのASパス属性によって決まります。

a パスに ASパスまたは AS_SETから始まる ASパスがない場合、そのパスは内部パスであ
り、Cisco NX-OSは他の内部パスとMEDを比較します。

b ASパスが AS_SEQUENCEから始まっている場合は、そのピア自律システムがシーケンス
での最初の AS番号になり、Cisco NX-OSは同じピア自律システムを持つ他のパスとMED
を比較します。

c ASパスに連合セグメントだけが含まれている場合、または連合セグメントから始まり
AS_SETが続いている場合、パスは内部パスであり、Cisco NX-OSは他の内部パスとMED
を比較します。

d ASパスが連合セグメントから始まり、AS_SEQUENCEが続いている場合は、そのピア自律
システムが AS_SEQUENCEの最初の AS番号になり、Cisco NX-OSは同じピア自律システ
ムを持つ他のパスとMEDを比較します。

欠落しているMEDに可能な最大値を設定するようにベストパスアルゴリズムが設定されてい
ない限り、Cisco NX-OSは、パスと共にMED属性を受け取らなかった場合、MEDを 0と見な
します。

（注）

e 非決定性のMED比較機能がイネーブルの場合、ベストパスアルゴリズムでは Cisco IOSス
タイルのMED比較が使用されます。

8 一方のパスが内部ピアから、他方のパスが外部ピアからの場合、Cisco NX-OSは外部ピアから
のパスを選択します。

9 ネクストホップアドレスへの IGPメトリックが異なるバスの場合、Cisco NX-OSは IGPメト
リックが小さい方のパスを選択します。

10 CiscoNX-OSは、最後に実行したベストパスアルゴリズムによって選択されたパスを使用しま
す。

11 ステップ 1～ 9のすべてのパスパラメータが同じ場合は、現行のベストパスはなく（たとえ
ば、現行のベストパスを提供しているネイバーがダウンすると、パスが失われる可能性があり

ます）、最小のルータ IDを持つBGPルータからのルートが選択されます。パスに発信元属性
が含まれている場合、Cisco NX-OSはその属性をルータ IDとして使用して比較します。発信
元属性が含まれていない場合、CiscoNX-OSはパスを送信したピアのルータ IDを使用します。
パス間でルータ IDが異なる場合、Cisco NX-OSはルータ IDが小さい方のパスを選択します。
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属性の送信元をルータ IDとして使用する場合は、2つのパスに同じルータ IDを設定すること
ができます。また、同じピアルータとの 2つの BGPセッションが可能です。したがって、同
じルータ IDで 2つのパスを受信できます。

（注）

12 CiscoNX-OSは、クラスタ長が短い方のパスを選択します。クラスタリスト属性の指定された
パスを受け取らなかった場合、クラスタ長は 0です。

13 Cisco NX-OSは、IPアドレスが小さい方のピアから受信したパスを選択します。ローカル発生
のパス（再配布のパスなど）は、ピア IPアドレスが 0になります。

ステップ9以降が同じパスは、マルチパスを設定している場合、マルチパスに使用できます。（注）

BGP パスの選択：比較順序の決定

BGPベストパスアルゴリズム実装の 2番めのステップでは、Cisco NX-OSがパスを比較する順序
を決定します。

1 Cisco NX-OSはパスをグループに分けます。各グループ内で、Cisco NX-OSはすべてのパスと
MEDを比較します。Cisco NX-OSは、「ステップ 1：パスペアの比較」と同じルールを使用
して、2つのパス間でMEDを比較できるかどうかを判断します。この比較では通常、ネイバー
自律システムごとに 1つずつグループが選択されます。bgp bestpath med alwaysコマンドを設
定すると、Cisco NX-OSはすべてのパスが含まれた 1グループだけを選択します。

2 Cisco NX-OSは、最も適切なパスを記録しながら、グループ内のすべてのパスを繰り返し比較
することによって、各グループのベストパスを決定します。CiscoNX-OSは、各パスをその時
点までの一時的なベストパスと比較します。比較したパスが一時的なベストパスよりも適切

な場合は、そのパスが新たに一時的なベストパスとなり、グループ内の次のパスと比較されま

す。

3 Cisco NX-OSは、ステップ 2の各グループで選択されたベストパスから成るパスセットを形
成します。Cisco NX-OSは、このパスセットでもステップ 2と同様にそれぞれの比較を繰り返
し、全体としてのベストパスを選択します。

BGP パスの選択：ベストパス変更の抑制の決定

実装の次のパートでは、Cisco NX-OSが新しい最適パスを使用するのか抑制するのかを決定しま
す。新しいベストパスが古いパスとまったく同じ場合、ルータは引き続き既存のベストパスを使

用できます（ルータ IDが同じ場合）。CiscoNX-OSでは引き続き既存のベストパスを使用するこ
とによって、ネットワークにおけるルート変更を回避できます。

抑制機能をオフにするには、ルータ IDを比較するようにベストパスアルゴリズムを設定します。
詳細については、「ベストパスアルゴリズムの調整」（11-10ページ）を参照してください。こ
の機能を設定すると、新しいベストパスが常にに既存のベストパスよりも優先されます。
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次の条件が発生した場合に、ベストパス変更を抑制できません。

•既存のベストパスが無効になった。

•既存または新しいベストパスを内部（または連合）ピアから受信したか、またはローカルに
発生した（再配布などによって）。

•同じピアからパスを受信した（パスのルータ IDが同じ）。

•パス間で重み値、ローカルプリファレンス、オリジン、またはネクストホップアドレスに
対する IGPメトリックが異なっている。

•パス間でMEDが異なっている。

BGP およびユニキャスト RIB
BGPはユニキャスト RIB（ルーティング情報ベース）と通信して、ユニキャストルーティング
テーブルに IPv4ルートを格納します。ベストパスの選択後、ベストパスの変更をルーティング
テーブルに反映させる必要があるとBGPが判別した場合、BGPはユニキャストRIBにルートアッ
プデートを送信します。

BGPはユニキャスト RIBにおける BGPルートの変更に関して、ルート通知を受け取ります。さ
らに、再配布をサポートする他のプロトコルルートに関するルート通知を受け取ります。

BGPはネクストホップの変更に関する通知も、ユニキャストRIBから受け取ります。BGPはこれ
らの通知を使用して、ネクストホップアドレスへの到達可能性および IGPメトリックを追跡しま
す。

ユニキャスト RIBでネクストホップ到達可能性または IGPメトリックが変更されるたびに、BGP
は影響を受けるルートについて、ベストパス再計算を開始させます。

BGPは IPv6ユニキャスト RIBと通信し、IPv6ルートについて、これらの動作を実行します。

BGP プレフィックス独立コンバージェンス
BGP Prefix Independent Convergence（PIC）機能は、BGPネクストホップネットワークの到達可能
性に関する障害がある場合に、BGP IPおよびレイヤ 3 VPNルートのフォワーディングプレーン
におけるサブセカンドコンバージェンスを実現します。

BGP PICには 2つのカテゴリがあります。

• PICコア

• PICエッジ

PICコアは、リモートBGPネクストホップアドレスへの IGPの到達可能性の変化をもたらすコア
内のリンクまたはノードの障害がある場合に、BGPルートの高速コンバージェンスを保証します。

PICエッジは、外部（eBGP）エッジリンクまたは外部ネイバーノードに障害が発生した場合に、
BGPバックアップパスへの高速コンバージェンスを保証します。
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BGP PIC の機能サポートマトリクス

BGP PIC機能サポートマトリックスを次の表に示します。

VPNv6（VRF
単位）

VPNv4（VRF
単位）

VPNv6（プ
レフィック

ス単位）

VPNv4（プ
レフィック

ス単位）

IPv6 ユニ
キャスト

IPv4 ユニ
キャスト

BGP PIC

NoYesNoNoYesYesコアユニキャス

ト

NoNoNoNoYesYesエッジユニキャ

スト

NoYesNoNoYesYesマルチパス同等

のコア

NoNoNoNoYesYesエッジマルチパ

ス同等（マルチ

アクティブ

ECMP、バック
アップ 1つの
み）

BGP PIC コア

BGP PICコア機能は Cisco NX-OS Release 5.2以降でサポートされています。この機能を使用する
と、ネットワークのコア部分で障害が発生した場合に、同じリモートネクストホップを共有する

BGPプレフィクス宛てのトラフィックの高速コンバージェンスが可能になります。MPLSと純粋
な IPトラフィックの両方がこの機能の利点を活用できます。デフォルトでイネーブルであり、
ディセーブルにすることはできません。

IPv4、VPNv4、6PEおよびVPNv6（6VPE）は、次の制約がある PICコアをサポートしています。

• IPコアとMPLSコアの両方について、インターネットルートの収束は BGPネクストホップ
の順序に対してプレフィクスに依存しません。

• VRF単位のラベル割り当てを行うと、VPNルートの収束も BGPネクストホップの順序に対
してプレフィクスに依存しません。つまり、リモート PEへのパスが変更されると、その PE
の VRFの数によりコンバージェンスが決まります。

•プレフィクス単位のラベル割り当てを行うと、ルートの収束はプレフィクスに依存します。
コンバージェンスは、PEへの到達可能性に障害や変更が発生すると、そのリモート PEに
よってアドバタイズされる VPNルートの順序に移動します。

BGP PICコアをMPLSネットワークで使用する際のその他の考慮事項については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』を参照してください。
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BGP PIC エッジ

エッジ向けBGPPIC機能により、ネットワーク障害後のBGPコンバージェンスが向上します。こ
のコンバージェンスは、IPネットワークのエッジ障害に適用されます。BGP PICエッジ機能は、
ルーティング情報ベース（RIB）と転送情報ベース（FIB）にバックアップパスを作成して保存し
ます。これによって、SPへの eBGPリンクで障害が発生した場合に（プライマリパスの障害）、
ただちにバックアップパスが引き継ぐことができ、フォワーディングプレーンの迅速なフェール

オーバーが可能になります。

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降、BGP PICエッジ機能は、IPv4と IPv6の両方のアドレス
ファミリをサポートします。

（注）

BGP PICエッジが設定されている場合、BGPは、プライマリベストパスに加えて、追加の 2番目
のベストパス（バックアップパス）も計算します。BGPは、PICサポートを持つプレフィクスの
ベストパスとバックアップパスの両方を BGP RIBにインストールします。また BGPは、APIを
介して RNHとともにバックアップパスを URIBにダウンロードし、その後バックアップとして
マークされたネクストホップでFIBを更新します。バックアップパスにより、単一のネットワー
ク障害に対処する高速再ルーティング機能が提供されます。

この機能は、ローカルインターフェイスとリモートインターフェイス/リンクの両方の障害を検
出して、バックアップパスが使用されるようにします。
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BGP PIC エッジユニパス

BGP PICエッジユニパストポロジを次の図に示します。

図 32：BGP PIC エッジユニパス

上記の図で、

• eBGPセッションは S2-S4と S3-S5です。

• iBGPセッションは S2-S3です。

• S1からのトラフィックは S2を使用し、また e1インターフェイスを使用して Z1..Znに到達
します。

• S2には Z1…Znに到達するための 2つのパスがあります。

• S4を経由するプライマリパス

• S5を経由するバックアップ/代替

この例では、S3が S2にアドバタイズし、プレフィクス Z1…Znがネクストホップとしてそれ自
身に到達します。S2上のBGPはBGP PIC機能がイネーブルの場合、AS6500へのベストバス（S4
経由）とバックアップバス（S3/S5経由）の両方を RIBにインストールし、次に RIBが両方の
ルートを FIBにダウンロートします。

S2-S4のリンクがダウンすると、S2上の FIBがリンク障害を検出します。自動的にプライマリパ
スからバックアップ/代替パスに切り替えて、新しいネクストホップ S3をポイントします。トラ
フィックは、FIB内のローカルの高速再コンバージェンスにより迅速に再ルーティングされます。
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リンク障害イベントを学習した後、S2上の BGPはベストパス（以前のバックアップパス）を再
計算し、RIBからネクストホップ S4を削除し、S3をプライマリネクストホップとしてRIBに再
インストールします。また、新しいバックアップ/代替パスがあればそれも計算し、RIBに通知し
ます。BGPPIC機能のサポートにより、FIBはプライマリルートでのリンク障害の検出時に、BGP
が新しいベストパスを選択してコンバージェンスするまで待機することなく、使用可能なバック

アップルートに瞬時に切り替え高速再ルーティングを実現できます。

マルチパスを持つ BGP PIC エッジ

等コストマルチパス（ECMP）の存在下で、BGP PICエッジのサポートがイネーブルになってい
る場合、バックアップパスとしてマルチパスを選択することはできません。

図 33：マルチパスを持つ BGP PIC エッジ

上記のトポロジでは、次のように所定のプレフィックスに 6つのパスがあります。

• eBGPパス：e1、e2、e3

• iBGPパス：i1、i2、i3

優先順位は、e1 > e2 > e3 > i1 > i2 > i3です。

考えられるマルチパスの状況は次のとおりです。

設定されたマルチパスなし

•ベストパス = e1
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• multipath-set = []

•バックアップパス = e2

• PIC挙動：e1が失敗すると、e2がアクティブになります。

双方向の eBGPマルチパスが設定されている

•ベストパス = e1

• multipath-set = [e1, e2]

•バックアップパス = e3

• PIC挙動：アクティブなマルチパスが相互にバックアップされます。すべてのマルチパスが
失敗すると、e3がアクティブになります。

3方向の eBGPマルチパスが設定されている

•ベストパス = e1

• multipath-set = [e1, e2, e3]

•バックアップパス = i1

• PIC挙動：アクティブなマルチパスが相互にバックアップされます。すべてのマルチパスが
失敗すると、i1がアクティブになります。

4方向の eiBGPマルチパスが設定されている

•ベストパス = e1

• multipath-set = [e1, e2, e3, i1]

•バックアップパス = i2

• PIC挙動：アクティブなマルチパスが相互にバックアップされます。すべてのマルチパスが
失敗すると、i2がアクティブになります。

BGP の仮想化
BGPは、仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスをサポートします。VRFは仮想化デバイス
コンテキスト（VDC）内にあります。特に別のVDCやVRFを設定しない限り、デフォルトでは、
Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

ベーシック BGP のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品
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BGPには Enterprise Servicesライセンスが必要
です。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細と、
ライセンスの取得および適用の方法について

は、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照して
ください。

Cisco NX-OS

BGP の前提条件
BGPを使用するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•システムに有効なルータ IDを設定しておく必要があります。

• Regional Internet Registry（RIR）によって割り当てられたか、またはローカル管理の AS番号
を取得しておく必要があります。

•再帰ネクストホップ解決に対応できる IGPを 1つ以上設定する必要があります。

• BGPセッションを確立するネイバー環境で、アドレスファミリを設定する必要があります。

BGP に関する注意事項と制約事項
BGP設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•ダイナミック AS番号プレフィックスピア設定は、BGPテンプレートから継承した個々の
AS番号の設定よりも優先します。

• AS連合でプレフィックスピアにダイナミック AS番号を設定した場合、BGPはローカル連
合の AS番号のみでセッションを確立します。

•ダイナミックAS番号プレフィックスピアで作成されたBGPセッションは、設定済みのeBGP
マルチホップ存続可能時間（TTL）値や直接接続ピアに対するディセーブル済みのチェック
を無視します。

•ルータ IDの自動変更およびセッションフラップを避けるために、BGP用のルータ IDを設
定します。

•ピアごとに最大プレフィックス設定オプションを使用し、受信するルート数および使用する
システムリソース数を制限してください。

• update-sourceを設定し、BGP/eBGPマルチホップセッションでセッションを確立します。

•再配布を設定する場合は、BGPポリシーを指定します。

• VRF内で BGPルータ IDを定義します。

•キープアライブおよびホールドタイマーの値を小さくすると、BGPセッションフラップが
発生する可能性があります。
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•すべての iBGPおよび eBGPセッションの BGPの最小ルートアドバタイズメントインター
バル（MRAI）値はゼロであり、設定できません。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照）。

• VRFを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VRFを開
始する必要があります。

•リリース 7.3以降、BGP Prefix-Independent Convergence（PIC）エッジ機能は、IPv4と IPv6の
両方のアドレスファミリをサポートします。

• BGP PICエッジ機能でサポートされる修復パス（バックアップパス）は 1つだけです。

デフォルト設定

表 24：デフォルトの BGP パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

ディセーブルBGP機能

60秒キープアライブインターバル

180秒ホールドタイマー

イネーブルBGP PICコア

ディセーブルBGP PICエッジ

常に無効Auto-summary

常に無効同期

CLI コンフィギュレーションモード
以下の項では、BGPに対応する各CLIコンフィギュレーションモードの開始方法について説明し
ます。現行のモードで ?コマンドを入力すると、そのモードで使用可能なコマンドを表示できま
す。

グローバルコンフィギュレーションモード

グローバルコンフィギュレーションモードは、BGPプロセスを作成したり、AS連合、ルートダ
ンプニングなどの拡張機能を設定したりする場合に使用します。
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次に、ルータコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

switch# configuration
switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)#

BGPは仮想ルーティングおよび転送（VRF）をサポートします。ネットワークでVRFを使用する
場合は、適切な VRF内で BGPを設定できます。

次に、VRFコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。
switch(config)# router bgp 64497
switch(config-router)# vrf vrf_A
switch(config-router-vrf)#

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

任意で、BGPがサポートするアドレスファミリを設定できます。アドレスファミリ用に機能を設
定する場合は、ルータコンフィギュレーションモードで address-familyコマンドを使用します。
ネイバーに対して特定のアドレスファミリを設定する場合は、ネイバーコンフィギュレーション

モードで address-familyコマンドを使用します。

ルート再配布、アドレス集約、ロードバランシングなどの拡張機能を使用する場合は、アドレス

ファミリを設定する必要があります。

次に、ルータコンフィギュレーションモードからアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始する例を示します。

switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router-af)#

次に、VRFを使用している場合に、VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開
始する例を示します。

switch(config)# router bgp 64497
switch(config-router)# vrf vrf_A
switch(config-router-vrf)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router-vrf-af)#

ネイバーコンフィギュレーションモード

Cisco NX-OSには、BGPピアを設定するためのネイバーコンフィギュレーションモードがありま
す。ネイバーコンフィギュレーションモードを使用して、ピアのあらゆるパラメータを設定でき

ます。

次に、ネイバーコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.1
switch(config-router-neighbor)#

次に、VRFネイバーコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。
switch(config)# router bgp 64497
switch(config-router)# vrf vrf_A
switch(config-router-vrf)# neighbor 192.0.2.1
switch(config-router-vrf-neighbor)#
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ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモード

アドレスファミリ固有のネイバー設定を入力し、ネイバーのアドレスファミリをイネーブルにす

るには、ネイバーコンフィギュレーションサブモード内のアドレスファミリコンフィギュレー

ションサブモードを使用できます。このモードは、所定のネイバーに認められるプレフィックス

数の制限、eBGPのプライベート AS番号の削除といった拡張機能に使用します。

次に、ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router # neighbor 192.0.2.1
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)#

次に、VRFネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。
switch(config)# router bgp 64497
switch(config-router)# vrf vrf_A
switch(config-router-vrf)# neighbor 209.165.201.1
switch(config-router-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-vrf-neighbor-af)#

ベーシック BGP の設定
ベーシックBGPを設定するには、BGPを有効にして、BGPピアを設定する必要があります。ベー
シックBGPネットワークの設定は、いくつかの必須作業と多数の任意の作業からなります。BGP
ルーティングプロセスおよび BGPピアの設定は必須です。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）

BGP のイネーブル化
BGPを設定する前に、BGPをイネーブルにする必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

BGPをイネーブルにします。switch(config)# feature bgpステップ 2   

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
315

ベーシック BGP の設定



目的コマンドまたはアクション

BGPをディセーブルにして、関連するすべての設
定を削除するには、no feature bgpコマンドを使用
します。

（任意）

（任意）イネーブルおよびディセーブルにされた

機能を表示します。

switch(config)# show feature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   

BGP インスタンスの作成
BGPインスタンスを作成し、BGPインスタンスにルータ IDを割り当てることができます。Cisco
NX-OSは、プレーンテキストまたは ASドット表記による 2バイトまたは 4バイトの自律システ
ム（AS）番号をサポートしています。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

• BGPはルータ ID（設定済みループバックアドレスなど）を取得できなければなりません。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

BGPをイネーブルにして、ローカル BGPスピーカ
に AS番号を割り当てます。AS番号は 16ビット整

switch(config)# router
bgpautonomous-system-number

ステップ 2   

数または 32ビット整数にできます。上位 16ビット
10進数と下位 16ビット 10進数による xx.xxという
形式です。

この機能をディセーブルにするには、このコマンド

の no形式を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）BGPルータ IDを設定します。この IPアド
レスによって、この BGPスピーカを特定します。

switch(config-router)#
router-idip-address

ステップ 3   

IPまたは VPNアドレスファミリに対応するグロー
バルアドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config-router)#
address-family{ipv4 | ipv6 |
vpnv4 | vpnv6}{unicast |
multicast}

ステップ 4   

（任意）この自律システムにローカルとしてネット

ワークを指定し、BGPルーティングテーブルに追加
します。

switch(config-router-af)#
network
ip-prefix[route-mapmap-name]

ステップ 5   

エクステリアプロトコルの場合、networkコマンド
でアドバタイズするネットワークを制御します。内

部プロトコルは networkコマンドを使用して、アッ
プデートの送信先を決定します。

（任意）すべての BGPアドレスファミリに関する
情報を表示します。

switch(config-router-af)# show
bgp all

ステップ 6   

（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 7   

次に、IPv4ユニキャストアドレスファミリを指定して BGPをイネーブルに設定し、アドバタイ
ズするネットワークを 1つ追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# network 192.0.2.0
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

BGP インスタンスの再起動
BGPインスタンスを再起動し、そのインスタンスのすべてのピアセッションをクリアできます。

BGPインスタンスを再起動し、関連付けられたすべてのピアを削除するには、次のコマンドを使
用します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

BGPインスタンスを再起動し、すべてのピア
リングセッションをリセットまたは再確立し

ます。

switch(config)# restart
bgpinstance-tag

ステップ 1   

BGP のシャットダウン
BGPプロトコルをシャットダウンして BGPを正常にディセーブルし、設定を保持できます。

BGPをシャットダウンするには、ルータコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用し
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

BGPを正常にシャットダウンしま
す。

switch(config-router)# shutdownステップ 1   

BGP ピアの設定
BGPプロセス内で BGPピアを設定できます。BGPピアごとに、関連付けられたキープアライブ
タイマーとホールドタイマーがあります。これらのタイマーは、グローバルに設定することも、

BGPピアごとに設定することもできます。ピア設定はグローバル設定を上書きします。

ピアごとに、ネイバーコンフィギュレーションモードでアドレスファミリを設定する必要が

あります。

（注）

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

BGPをイネーブルにして、ローカル BGPスピーカに
AS番号を割り当てます。AS番号は 16ビット整数ま

switch(config)# router
bgpautonomous-system-number

ステップ 2   

たは 32ビット整数にできます。上位 16ビット 10進
数と下位 16ビット 10進数による xx.xxという形式で
す。

リモート BGPピアの IPv4アドレスまたは IPv6アド
レスおよび AS番号を設定します。ip-addressの形式
は x.x.x.xです。ipv6-addressの形式はA:B::C:Dです。

switch(config-router)#
neighbor{ip-address |
ipv6-address}
remote-asas-number

ステップ 3   

（任意）ネイバーの説明を追加します。最大 80文字
の英数字ストリングを使用できます。

switch(config-router-neighbor)#
descriptiontext

ステップ 4   

（任意）ネイバーのキープアライブおよびホールド

タイムを表す BGPタイマー値を追加します。指定で
switch(config-router-neighbor)#
timerskeepalive-time hold-time

ステップ 5   

きる範囲は 0～ 3600秒です。デフォルトは、キープ
アライブタイムで 60秒、ホールドタイムで 180秒で
す。

（任意）。この BGPネイバーを管理目的でシャット
ダウンします。このコマンドによって、BGPネイバー

switch(config-router-neighbor)#
shutdown

ステップ 6   

セッションの自動通知およびセッションリセットが

開始されます。

ユニキャスト IPv4アドレスファミリに対応するネイ
バーアドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config-router-neighbor)#
address-family {ipv4 | ipv6 |
vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast}

ステップ 7   

（任意）このネイバーからのルートのデフォルトの重

みを設定します。範囲は 0～ 65535です。
switch(config-router-neighbor)#
weightvalue

ステップ 8   

このネイバーから学習したすべてのルートに、まず重

みが割り当てられます。特定のネットワークへのルー

トが複数ある場合、最大の重みを持つルートが優先

ルートとして選ばれます。 set weight route-mapコマ
ンドで割り当てられた重みは、このコマンドで割り当

てられた重みを上書きします。

BGPピアポリシーテンプレートを指定した場合、テ
ンプレートのメンバーすべてが、このコマンドで設定

された特性を継承します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

（任意）BGPピアの情報を表示します。
switch(config-router-neighbor)#
show
bgp{ipv4|ipv6|vpnv4|vpnv6}
{unicast|multicast} neighbors

ステップ 9   

（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 10   

次に、BGPピアの設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.1 remote-as 64497
switch(config-router-neighbor)# description Peer Router B
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor)# weight 100
switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config startup-config

AS-4 ドット表記の設定
asdot表記で 4バイトの自律システム（AS）番号を設定できます。デフォルト値は asplainです。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

ASN表記を asdotに設定します。switch(config)# as-format asdotステップ 2   

（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 3   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次の例は、asdot表記で AS番号を設定します。

switch # configure terminal
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switch (config) # as-format asdot
switch (config) # copy running-config startup-config

プレフィックスピアのダイナミック AS 番号の設定
BGPプロセス内で複数の BGPピアを設定できます。BGPセッションの確立をルートマップの単
一の AS番号または複数の AS番号に制限できます。

プレフィックスピアのダイナミック AS番号を使用して設定された BGPセッションでは、
ebgp-multihopコマンドと disable-connected-checkコマンドは無視されます。

ルートマップの AS番号のリストは変更できますが、ルートマップ名を変更するには no neighbor
コマンドを使用する必要があります。設定されたルートマップの AS番号に変更を加えた場合、
新しいセッションのみに影響します。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

BGPをイネーブルにして、ローカル BGPスピーカ
にAS番号を割り当てます。AS番号は 16ビット整

switch(config)# router
bgpautonomous-system-number

ステップ 2   

数または 32ビット整数にできます。上位 16ビット
10進数と下位 16ビット 10進数による xx.xxという
形式です。

IPv4プレフィックスまたは IPv6プレフィックス、
およびリモート BGPピアの受け付けられた AS番

switch(config-router)#
neighborprefixremote-as
route-mapmap-name

ステップ 3   

号のリストのルートマップを設定します。IPv4の
場合、prefixの形式は「x.x.x.x/長さ」です。長さの
範囲は 1～ 32です。IPv6の場合、prefixの形式は
「A:B::C:D/長さ」です。長さの範囲は 1～ 128で
す。

map-nameには最大63文字の英数字文字列を指定し
ます。大文字と小文字は区別されます。

（任意）BGPピアの情報を表示します。switch(config-router-neighbor-af)#
show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 |

ステップ 4   

vpnv6} {unicast |multicast}
neighbors
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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)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次に、プレフィックスピアのダイナミック AS番号を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# route-map BGPPeers
switch(config-route-map)# match as-number 64496, 64501-64510
switch(config-route-map)# match as-number as-path-list List1, List2
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.0/8 remote-as route-map BGPPeers
switch(config-router-neighbor)# description Peer Router B
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config startup-config

BGP PIC エッジの設定

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードに入ります。
switch#configure terminal

ステップ 2 BGPをイネーブルにして、ローカル BGPスピーカに自律システム番号を割り当てます。
switch(config)# router bgpautonomous-system-number

ステップ 3 ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config-router)# address-family {ipv4 | ipv6} unicast

ステップ 4 BGPをイネーブルして、バックアップパスがルーティングテーブルにインストールされるように
します。
switch(config-router-af)# additional-paths install backup

ステップ 5 ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモードを終了します。
switch(config-router-af)# exit
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次の例は、IPv4ネットワークで BGP PICエッジをサポートするように、デバイスを設定する方法
を示しています。
interface Ethernet2/2
ip address 1.1.1.5/24
no shutdown

interface Ethernet2/3
ip address 2.2.2.5/24
no shutdown

router bgp 100
address-family ipv4 unicast

additional-paths install backup
neighbor 1.1.1.6 remote-as 200
address-family ipv4 unicast

neighbor 2.2.2.6 remote-as 100
address-family ipv4 unicast

BGPが 2つのネイバー（1.1.1.6と 2.2.2.6）から同じプレフィックス（99.0.0.0/24など）を受信し
た場合、両方のパスが URIBにインストールされます。一方はプライマリパスになり、もう一方
はバックアップパスになります。

BGP出力：
switch(config)# show ip bgp 99.0.0.0/24
BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast
BGP routing table entry for 99.0.0.0/24, version 4
Paths: (2 available, best #2)
Flags: (0x00001a) on xmit-list, is in urib, is best urib route

Path type: internal, path is valid, not best reason: Internal path, backup path
AS-Path: 200 , path sourced external to AS
2.2.2.6 (metric 0) from 2.2.2.6 (2.2.2.6)
Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 0

Advertised path-id 1
Path type: external, path is valid, is best path
AS-Path: 200 , path sourced external to AS
1.1.1.6 (metric 0) from 1.1.1.6 (99.0.0.1)
Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 0

Path-id 1 advertised to peers:
2.2.2.6

URIB出力：
URIB output:
switch(config)# show ip route 99.0.0.0/24
IP Route Table for VRF "default"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

99.0.0.0/24, ubest/mbest: 1/0
*via 1.1.1.6, [20/0], 14:34:51, bgp-100, external, tag 200
via 2.2.2.6, [200/0], 14:34:51, bgp-100, internal, tag 200 (backup)

UFIB出力：
switch# show forwarding route 123.1.1.0 detail module 8

Prefix 123.1.1.0/24, No of paths: 1, Update time: Fri Feb 7 19:00:12 2014
Vobj id: 141 orig_as: 65002 peer_as: 65100 rnh: 10.3.0.2
10.4.0.2 Ethernet8/4 DMAC: 0018.bad8.4dfd
packets: 2 bytes: 3484 Repair path 10.3.0.2 Ethernet8/3
DMAC: 0018.bad8.4dfd
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packets: 0 bytes: 1

次の例は、IPv6ネットワークで BGP PICエッジをサポートするように、デバイスを設定する方法
を示しています。

interface Ethernet10/7/3.1
ipv6 address 20::3/64
no shutdown

interface Ethernet10/7/2
ipv6 address 21::3/64
no shutdown

interface Ethernet10/7/3.2
ipv6 address 22::3/64
no shutdown

router bgp 300
address-family ipv6 unicast
network 33::33/128
redistribute direct route-map allow
additional-paths install backup

neighbor 20::1 remote-as 100
address-family ipv6 unicast
send-community extended

neighbor 21::1 remote-as 100
address-family ipv6 unicast
send-community extended

neighbor 22::1 remote-as 100
address-family ipv6 unicast
send-community extended

BGPがネイバー 20::1と 22::1から同じプレフィックス（10::/64など）を受信した場合、両方のパ
スが U6RIBにインストールされます。一方はプライマリパスになり、もう一方はバックアップ
パスになります。

BGPの出力：
switch-f3# sh ipv6 bgp 10::/64
BGP routing table information for VRF default, address family IPv6 Unicast
BGP routing table entry for 10::/64, version 15
Paths: (3 available, best #3)
Flags: (0x08001a) on xmit-list, is in u6rib, is best u6rib route

Path type: external, path is valid, not best reason: newer EBGP path, backup path
AS-Path: 100 , path sourced external to AS
20::1 (metric 0) from 20::1 (1.1.1.1)
Origin incomplete, MED not set, localpref 100, weight 0

Path type: external, path is valid, not best reason: Neighbor Address
AS-Path: 100 , path sourced external to AS
21::1 (metric 0) from 21::1 (1.1.1.1)
Origin incomplete, MED not set, localpref 100, weight 0

Advertised path-id 1
Path type: external, path is valid, is best path
AS-Path: 100 , path sourced external to AS
22::1 (metric 0) from 22::1 (1.1.1.1)
Origin incomplete, MED not set, localpref 100, weight 0

U6RIBの出力：
switch-f3# sh ipv6 route 10::/64
IPv6 Routing Table for VRF "default"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
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10::/64, ubest/mbest: 1/0
*via 22::1/128, [20/0], 01:13:59, bgp-300, external, tag 100
via 20::1/128, [20/0], 01:13:59, bgp-300, external, tag 100 (backup)

UFIBの出力：
switch-f3# sh forwarding ipv6 route 10::/64 detail module 10

IPv6 routes for table default/base

Prefix 10::/64, Update time: Wed May 6 14:38:38 2015
Vobj id: 7 22::1, Ethernet10/7/3.2

DMAC: 0018.bad7.d815
packets: 0 bytes: 0

Repair path:
20::1, Ethernet10/7/3.1

DMAC: 0018.bad7.d815
packets: 0 bytes: 0

BGP 情報の消去
BGP情報を消去するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

すべてのアドレスファミリから1つ以上のネイ
バーをクリアします。*を指定すると、すべて
のアドレスファミリのすべてのネイバーが消去

されます。引数は次のとおりです。

• neighbor：ネイバーの IPv4または IPv6ア
ドレス。

• as-number：自律システム番号。AS番号は
16ビット整数または 32ビット整数にでき
ます。上位16ビット10進数と下位16ビッ
ト 10進数による xx.xxという形式です。

• name：ピアテンプレート名。名称は 64文
字以内の英数字のストリング（大文字と小

文字を区別）で指定します。

• prefix：IPv4または IPv6プレフィックス。
そのプレフィックス内のすべてのネイバー

がクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear bgp all {neighbor | * | as-number |
peer-template name | prefix} [vrf vrf-name]
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目的コマンド

すべてのアドレスファミリのルートフラップ

ダンプニングネットワークをクリアします。

vrf-nameには最大64文字の英数字文字列を指定
します。大文字と小文字は区別されます。

clear bgp all dampening [vrf vrf-name]

すべてのアドレスファミリのルートフラップ

統計情報をクリアします。vrf-nameには最大64
文字の英数字文字列を指定します。大文字と小

文字は区別されます。

clear bgp all flap-statistics [vrf vrf-name]

選択したアドレスファミリのルートフラップ

ダンプニングネットワークをクリアします。

vrf-nameには最大64文字の英数字文字列を指定
します。大文字と小文字は区別されます。

clear bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} dampening [vrf vrf-name]

選択したアドレスファミリのルートフラップ

統計情報をクリアします。vrf-nameには最大64
文字の英数字文字列を指定します。大文字と小

文字は区別されます。

clear bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} flap-statistics [vrf vrf-name]

選択したアドレスファミリから1つ以上のネイ
バーをクリアします。*を指定すると、そのア
ドレスファミリのすべてのネイバーが消去され

ます。引数は次のとおりです。

• neighbor：ネイバーの IPv4または IPv6ア
ドレス。

• as-number：自律システム番号。AS番号は
16ビット整数または 32ビット整数にでき
ます。上位16ビット10進数と下位16ビッ
ト 10進数による xx.xxという形式です。

• name：ピアテンプレート名。名称は 64文
字以内の英数字のストリング（大文字と小

文字を区別）で指定します。

• prefix：IPv4または IPv6プレフィックス。
そのプレフィックス内のすべてのネイバー

がクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {neighbor
|* | as-number | peer-template name | prefix} [vrf
vrf-name]

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
326

ベーシック BGP の設定



目的コマンド

1つ以上のネイバーをクリアします。*を指定
すると、そのアドレスファミリのすべてのネイ

バーが消去されます。引数は次のとおりです。

• neighbor：ネイバーの IPv4または IPv6ア
ドレス。

• as-number：AS番号。AS番号は 16ビット
整数または 32ビット整数にできます。上
位 16ビット 10進数と下位 16ビット 10進
数による xx.xxという形式です。

• name：ピアテンプレート名。名称は 64文
字以内の英数字のストリング（大文字と小

文字を区別）で指定します。

• prefix：IPv4または IPv6プレフィックス。
そのプレフィックス内のすべてのネイバー

がクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear bgp {ip {unicast |multicast}} {neighbor |*
|as-number | peer-template name | prefix} [vrf
vrf-name]

1つ以上のネットワークのルートフラップダン
プニングをクリアします。引数は次のとおりで

す。

• ip-neighbor：ネイバーの IPv4アドレス。

• ip-prefix：IPv4。そのプレフィックス内の
すべてのネイバーがクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear bgp dampening [ip-neighbor |ip-prefix] [vrf
vrf-name]
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目的コマンド

1つ以上のネットワークのルートフラップ統計
情報をクリアします。引数は次のとおりです。

• ip-neighbor：ネイバーの IPv4アドレス。

• ip-prefix：IPv4。そのプレフィックス内の
すべてのネイバーがクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear bgp flap-statistics [ip-neighbor |ip-prefix] [vrf
vrf-name]

• neighbor：ネイバーの IPv4または IPv6ア
ドレス。

• as-number：自律システム番号。AS番号は
16ビット整数または 32ビット整数にでき
ます。上位16ビット10進数と下位16ビッ
ト 10進数による xx.xxという形式です。

• name：ピアテンプレート名。名称は 64文
字以内の英数字のストリング（大文字と小

文字を区別）で指定します。

• prefix：IPv4または IPv6プレフィックス。
そのプレフィックス内のすべてのネイバー

がクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear ipmbgp {ip {unicast |multicast}} {neighbor
|* |as-number | peer-template name | prefix} [vrf
vrf-name]

1つ以上のネットワークのルートフラップダン
プニングをクリアします。引数は次のとおりで

す。

• ip-neighbor：ネイバーの IPv4アドレス。

• ip-prefix：IPv4。そのプレフィックス内の
すべてのネイバーがクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear ip mbgp dampening [ip-neighbor |ip-prefix]
[vrf vrf-name]
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目的コマンド

1つ以上のネットワークのルートフラップ統計
情報をクリアします。引数は次のとおりです。

• ip-neighbor：ネイバーの IPv4アドレス。

• ip-prefix：IPv4。そのプレフィックス内の
すべてのネイバーがクリアされます。

• vrf-name：VRF名。その VRF内のすべて
のネイバーがクリアされます。名称は 64
文字以内の英数字のストリング（大文字と

小文字を区別）で指定します。

clear ip mbgp flap-statistics [ip-neighbor |ip-prefix]
[vrf vrf-name]

ベーシック BGP の設定の確認
BGPの設定を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

すべてのアドレスファミリについて、BGP情
報を表示します。

show bgp all [summary] [vrf vrf-name]

すべてのアドレスファミリについて、BGP情
報を表示します。

show bgp convergence [vrf vrf-name]

BGPコミュニティと一致する BGPルートを表
示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix community
[regexp expression | [community] [no-advertise]
[no-export] [no-export-subconfed]} [vrf vrf-name]

BGPコミュニティリストと一致する BGPルー
トを表示します。

show bgp [vrf vrf-name] {ipv4 | ipv6 | vpnv4 |
vpnv6} {unicast |multicast} [ip-address |
ipv6-prefix] community-list list-name [vrf vrf-name]

BGP拡張コミュニティと一致する BGPルート
を表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix extcommunity
[regexp expression | [generic [non-transitive |
transitive] aa4:nn [exact-match]} [vrf vrf-name]

BGP拡張コミュニティリストと一致する BGP
ルートを表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix
extcommunity-list list-name [exact-match]} [vrf
vrf-name]
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目的コマンド

BGPルートダンプニングの情報を表示します。
ルートフラップダンプニング情報を消去する

には、clear bgpdampeningコマンドを使用しま
す。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix {dampening
dampened-paths [regexp expression]} [vrf
vrf-name]

BGPルートヒストリパスを表示します。show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix history-paths
[regexp expression] [vrf vrf-name]

BGPフィルタリストの情報を表示します。show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix filter-list
list-name [vrf vrf-name]

BGPピアの情報を表示します。これらのネイ
バーを消去するには、clear bgp neighborsコマ
ンドを使用します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] neighbors
[ip-address | ipv6-prefix] [vrf vrf-name]

BGPルートネクストホップの情報を表示しま
す。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] neighbors
[ip-address | ipv6-prefix] {nexthop |
nexthop-database} [vrf vrf-name]

BGPパス情報を表示します。show bgp paths

BGPポリシー情報を表示します。ポリシー情報
を消去するには、clear bgp policyコマンドを使
用します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] policy name
[vrf vrf-name]

プレフィックスリストと一致する BGPルート
を表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] prefix-list
list-name [vrf vrf-name]

ソフト再構成用に保管されている BGPパスを
表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] received-paths
[vrf vrf-name]

AS_path正規表現と一致するBGPルートを表示
します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] regexp
expression [vrf vrf-name]

ルートマップと一致する BGPルートを表示し
ます。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] route-map
map-name [vrf vrf-name]

BGPピアポリシー情報を表示します。show bgp peer-policy name [vrf vrf-name]

BGPピアセッション情報を表示します。show bgp peer-session name [vrf vrf-name]
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目的コマンド

BGPピアテンプレート情報を表示します。ピ
アテンプレートのすべてのネイバーを消去する

には、clear bgp peer-templateコマンドを使用
します。

show bgp peer-template name [vrf vrf-name]

BGPプロセス情報を表示します。show bgp process

BGPのステータスと構成情報を表示します。こ
のコマンドには複数のオプションがあります。

詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OSUnicast Routing Command Reference』を参
照してください。

show {ipv | ipv6} bgp options

BGPのステータスと構成情報を表示します。こ
のコマンドには複数のオプションがあります。

詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OSUnicast Routing Command Reference』を参
照してください。

show {ipv | ipv6}mbgp options

現在実行中の BGPコンフィギュレーションを
表示します。

show running-configuration bgp

BGP 統計情報のモニタリング
BGPの統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

BGPルートフラップの統計情報を表示します。
これらの統計情報を消去するには、clear bgp
flap-statisticsコマンドを使用します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] flap-statistics
[vrf vrf-name]

すべてのピアのBGPセッションを表示します。
これらの統計情報を消去するには、clear bgp
sessionsコマンドを使用します。

show bgp sessions [vrf vrf-name]

BGP統計情報を表示します。show bgp statistics
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ベーシック BGP の設定例
次に、ベーシック BGP設定の例を示します。

switch (config) # feature bgp
switch (config) # router bgp 64496
switch (config-router) # neighbor 2001:ODB8:0:1::55 remote-as 64496
switch (config-router) # address-family ipv6 unicast
switch (config-router-af) # next-hop-self

次に、ベーシック BGP設定の例を示します。

switch (config) # address-family
switch (config) # router bgp 64496
switch (config-router) # address-family ipv4 unicast
switch (config-router) # network 1.1.10 mask 255.255.255.0
switch (config-router) # neighbor 10.1.1.1 remote-as 64496
switch (config-router) # address-family ipv4 unicast

ベーシック BGP の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

BGP CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS
Configuration Guide』

MPLSの設定

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide, Release 5.x』

VDCおよび VRF

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

BGP4-MIB

CISCO-BGP4-MIB

CISCO-BGP-MIBv2

BGP の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。
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表 25：BGP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。

IPv6アドレスファミリのサ
ポートが追加されました。

6.2(8)

7.3(0)D1(1)
BGP PICエッジ

CISCO-BGP-MIBv2のサポート
が追加されました。

6.2(8)BGP

asdot表記で 4バイトのAS番号
を設定する機能が追加されまし

た。

6.2(2)4バイトの AS番号

追加の BGPパスのサポートが
追加されました。

6.1(1)BGP

ネイバーアドレスファミリコ

ンフィギュレーションモード

で weightコマンドを使用し、
ネイバーからのルートにデフォ

ルトのウェイトを設定する機能

が追加されました。

6.1(1)BGP

BGPPICのコア機能のサポート
が追加されました。

5.2(1)BGP

VPNアドレスファミリのサ
ポートが追加されました。

5.2(1)VPNアドレスファミリ

BFDのサポートが追加されま
した。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Configuration Guide,
Release 6.x』を参照してくださ
い。

5.0(2)BFD

BGPの最小ホールドタイム
チェックが8秒に短縮されまし
た。

4.2(3)ISSU

IPv6のサポートが追加されまし
た。

4.2(1)IPv6

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
333

BGP の機能の履歴



機能情報リリース機能名

プレーンテキスト表記による 4
バイトのAS番号のサポートが
追加されました。

4.2(1)4バイトの AS番号

他のルートが BGPテーブルに
存在するかどうかに基づいて

BGPルートを条件付きでアド
バタイズするサポートが追加さ

れました。

4.2(1)条件付きアドバタイズメント

BGPプレフィックスピア設定
のAS番号の範囲のサポートが
追加されました。

4.1(2)プレフィックスピアのダイナ

ミック AS番号

この機能が導入されました。4.0(1)BGP
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第 12 章

拡張 BGP の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 335 ページ

• 拡張 BGPについて, 336 ページ

• 拡張 BGPのライセンス要件, 349 ページ

• 拡張 BGPの前提条件, 349 ページ

• 拡張 BGPに関する注意事項と制約事項, 350 ページ

• デフォルト設定, 351 ページ

• 拡張 BGPの設定, 352 ページ

• 拡張 BGPの設定の確認, 392 ページ

• 拡張 BGP統計情報の表示, 395 ページ

• 関連資料, 395 ページ

• RFC, 396 ページ

• MIB, 396 ページ

• 拡張 BGPの機能の履歴 , 396 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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拡張 BGP について
BGPは、組織または自律システム間のループフリールーティングを実現する、ドメイン間ルー
ティングプロトコルです。Cisco NX-OSは BGPバージョン 4をサポートします。BGP v4に組み
込まれているマルチプロトコル拡張機能を使用すると、IPマルチキャストルートおよび複数のレ
イヤ 3プロトコルアドレスファミリに関するルーティング情報を BGPに伝送させることができ
ます。BGPでは、他の BGP対応デバイス（BGPピア）との間で TCPセッションを確立するため
に、信頼できるトランスポートプロトコルとしてTCPを使用します。外部組織に接続するときに
は、ルータが外部 BGP（eBGP）ピアリングセッションを作成します。同じ組織内の BGPピア
は、内部 BGP（iBGP）ピアリングセッションを通じて、ルーティング情報を交換します。

ピアテンプレート

BGPピアテンプレートを使用すると、類似した BGPピア間で再利用できる共通のコンフィギュ
レーションブロックを作成できます。各ブロックでは、ピアに継承させる一連の属性を定義でき

ます。継承した属性の一部を上書きすることもできるので、非常に柔軟性のある方法で、繰り返

しの多い BGPの設定を簡素化できます。

Cisco NX-OSは、3種類のピアテンプレートを実装します。

• peer-sessionテンプレートでは、トランスポートの詳細、ピアのリモート自律システム番号、
セッションタイマーなど、BGPセッション属性を定義します。peer-sessionテンプレートは、
別の peer-sessionテンプレートから属性を継承することもできます（ローカル定義の属性に
よって、継承した peer-session属性は上書きされます）。

• peer-policyテンプレートでは、着信ポリシー、発信ポリシー、フィルタリスト、プレフィッ
クスリストを含め、アドレスファミリに依存する、ピアのポリシー要素を定義します。

peer-policyテンプレートは、一連の peer-policyテンプレートからの継承が可能です。Cisco
NX-OSは、継承設定のプリファレンス値で指定された順序で、これらの peer-policyテンプ
レートを評価します。最小値が大きい値よりも優先されます。

• peerテンプレートは、peer-sessionおよび peer-policyテンプレートからの継承が可能であり、
ピアの定義を簡素化できます。peerテンプレートの使用は必須ではありませんが、peerテン
プレートによって再利用可能なコンフィギュレーションブロックが得られるので、BGPの設
定を簡素化できます。

認証

BGPネイバーセッションに認証を設定できます。この認証方式によって、ネイバーに送られる各
TCPセグメントにMD5認証ダイジェストが追加され、不正なメッセージや TCPセキュリティア
タックから BGPが保護されます。

MD5パスワードは、BGPピア間で一致させる必要があります。（注）
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ルートポリシーおよび BGP セッションのリセット
BGPピアにルートポリシーを関連付けることができます。ルートポリシーではルートマップを
使用して、BGPが認識するルートを制御または変更します。着信または発信ルートアップデート
に関するルートポリシーを設定できます。ルートポリシーはプレフィックス、AS_path属性な
ど、さまざまな条件で一致が必要であり、ルートを選択して受け付けるかまたは拒否します。ルー

トポリシーでパス属性を変更することもできます。

BGPピアに適用するルートポリシーを変更する場合は、そのピアの BGPセッションをリセット
する必要があります。Cisco NX-OSは、BGPピアリングセッションのリセット方法として、次の
3種類をサポートします。

•ハードリセット：ハードリセットでは、指定されたピアリングセッションが TCP接続を含
めて切断され、指定のピアからのルートが削除されます。このオプションを使用すると、BGP
ネットワーク上のパケットフローが中断します。ハードリセットは、デフォルトでディセー

ブルです。

•ソフト再構成着信：ソフト再構成着信によって、セッションをリセットすることなく、指定
されたピアのルーティングアップデートが開始されます。このオプションを使用できるの

は、着信ルートポリシーを変更する場合です。ソフト再構成着信の場合、ピアから受け取っ

たすべてのルートのコピーを保存した後で、着信ルートポリシーを介してルートが処理され

ます。着信ルートポリシーを変更する場合、CiscoNX-OSは変更された着信ルートポリシー
を介して保存ルートを渡し、既存のピアリングセッションを切断することなく、ルートテー

ブルをアップデートします。ソフト再構成着信の場合、まだフィルタリングされていない

BGPルートの保存に、大量のメモリリソースを使用する可能性があります。ソフト再構成着
信は、デフォルトでディセーブルです。

•ルートリフレッシュ：ルートリフレッシュでは、着信ルートポリシーの変更時に、サポー
トするピアにルートリフレッシュ要求を送信することによって、着信ルーティングテーブ

ルがダイナミックにアップデートされます。リモート BGPピアは新しいルートコピーで応
答し、ローカルBGPスピーカが変更されたルートポリシーでそれを処理します。CiscoNX-OS
は、プレフィックスの発信ルートリフレッシュをピアに自動的に送信します。

• BGPピアは、BGPピアセッションの確立時に、BGP機能ネゴシエーションの一部として、
ルートリフレッシュ機能をアドバタイズします。ルートリフレッシュは優先オプションで

あり、デフォルトでイネーブルです。

BGPはさらに、ルート再配布、ルート集約、ルートダンプニングなどの機能にルートマップを使
用します。

eBGP
eBGPを使用すると、異なる ASからの BGPピアを接続し、ルーティングアップデートを交換で
きます。外部ネットワークへの接続によって、自分のネットワークから他のネットワークへ、ま

たインターネットを介して、トラフィックを転送できます。

eBGPピアリングセッションの確立には、ループバックインターフェイスを使用します。ループ
バックインターフェイスは、インターフェイスフラップが発生する可能性が小さいからです。イ
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ンターフェイスフラップが発生するのは、障害またはメンテナンスが原因で、インターフェイス

が管理上アップまたはダウンになったときです。

BGP ネクストホップ非変更

eBGPセッションでは、ルータはルートの送信時に、デフォルトで、BGPルートのネクストホッ
プ属性を自身のアドレスに変更します。BGPネクストホップ非変更機能を使用すると、ネクスト
ホップ属性を変更することなく、BGPによって eBGPマルチホップピアにアップデートを送信で
きます。

デフォルトでは、BGPは、eBGPピアにアナウンスする際に自身をネクストホップにします。eBGP
ピア用に設定されている発信ルートマップに対して set ip next-hop unchangedコマンドを入力す
ると、ルートマップは受信したネクストホップを eBGPピアに伝搬します。

iBGP
iBGPを使用すると、同じ自律システム内のBGPピアを接続できます。iBGPはマルチホームBGP
ネットワーク（同じ外部自律システムに対して複数の接続があるネットワーク）に使用できます。

次の図は、大規模な BGPネットワーク内の iBGPネットワークを示しています。

図 34：iBGP ネットワーク

iBGPネットワークはフルメッシュです。各 iBGPピアは、ネットワークループを防止するため
に、他のすべての iBGPピアに対して直接接続されています。

ネイバーコンフィギュレーションモードで update-sourceが設定された単一ホップ iBGPピアで
は、ピアは高速外部フェールオーバーをサポートします。

iBGPネットワークでは別個のインテリアゲートウェイプロトコルを設定する必要がありま
す。

（注）
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AS 連合

フルメッシュの iBGPネットワークは、iBGPピア数が増えるにしたがって複雑になります。自律
システムを複数のサブ自律システムに分割し、それを 1つの連合としてまとめることによって、
iBGPメッシュを緩和できます。連合は、同じ自律システム番号を使用して外部ネットワークと通
信する、iBGPピアからなるグループです。各サブ ASはその中ではフルメッシュであり、同じ連
合内の他のサブ ASに対する少数の接続があります。

次の図では、BGPネットワークを 2つのサブ自律システムに分割して 1つの連合を形成していま
す。

図 35：AS 連合

この例では、AS10が 2つの AS（AS1および AS2）に分割されています。各サブ ASはフルメッ
シュですが、サブ AS間のリンクは 1つだけです。AS連合を使用することによって、フルメッ
シュ自律システムよりもリンク数を削減できます。

ルートリフレクタ

ルートリフレクタ構成を使用することで、iBGPメッシュを削減できます。ルートリフレクタ構
成では、ルートリフレクタが学習したルートがネイバーに渡されるので、すべての iBGPピアを
フルメッシュ化する必要がありません。

次の図は、4つのメッシュ iBGPスピーカがある単純な iBGP構成を示しています。ルートリフレ
クタが設定されていない場合、ルータAは、外部ネイバーからルートを受け取ると、3つの iBGP
ネイバーすべてにルートをアドバタイズします。

ある iBGPピアをルートリフレクタとして設定すると、そのピアは iBGPで学習したルートを一連
の iBGPネイバーに渡す役割を担います。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
339

拡張 BGP について



図では、ルータBがルートリフレクタです。ルータAからアドバタイズされたルートを受信した
ルートリフレクタは、そのルートをルータ Cおよび Dにアドバタイズ（リフレクション）しま
す。ルータ Aは、ルータ Cと Dの両方にアドバタイズする必要はなくなります。

図 36：ルートリフレクタ

ルートリフレクタおよびクライアントピアは、クラスタを形成します。ルートリフレクタのク

ライアントピアとして動作するように、すべての iBGPピアを設定する必要はありません。ただ
し、完全なBGPアップデートがすべてのピアに届くように、非クライアントピアはフルメッシュ
として設定する必要があります。

機能ネゴシエーション

BGPスピーカは機能ネゴシエーション機能を使用することによって、ピアでサポートされている
BGP拡張機能を学習できます。機能ネゴシエーションによって、リンクの両側の BGPピアがサ
ポートする機能セットだけを BGPに使用させることができます。

BGPピアが機能ネゴシエーションをサポートしない場合で、なおかつアドレスファミリが IPv4
として設定されている場合、CiscoNX-OSは機能ネゴシエーションを行わずに、ピアとの新規セッ
ションを試みます。他のマルチプロトコル設定（IPv6など）の場合は、機能ネゴシエーションが
不可欠です。

ルートダンプニング

ルートダンプニングは、インターネットワーク上でのフラッピングルートの伝搬を最小限に抑え

るBGP機能です。ルートフラップが発生するのは、使用可能ステートと使用不能ステートが短時
間で次々切り替わる場合です。

AS1、AS2、および AS3という 3つの BGP自律システムからなるネットワークの場合について考
えてみます。AS1のルートがフラップした（使用不能になった）とします。ルートダンプニング
を使用しない場合、AS1はAS2に回収メッセージを送信します。AS2はAS3にその回収メッセー
ジを伝達します。フラッピングルートが再び発生すると、AS1から AS2にアドバタイズメント
メッセージを送信し、AS2はAS3にそのアドバタイズメントを送信します。ルートの使用不能と
使用可能が繰り返されると、AS1は多数の回収メッセージおよびアドバタイズメントメッセージ
を送信することになり、それが他の自律システムに伝播します。
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ルートダンプニングによって、フラッピングを最小限に抑えることができます。ルートフラップ

が発生したとします。（ルートダンプニングがイネーブルの）AS2がルートにペナルティとして
1000を割り当てます。AS2は引き続き、ネイバーにルートの状態をアドバタイズします。ルート
フラップが発生するたびに、AS2がペナルティ値を追加します。ルートフラップが頻繁に発生し
て、ペナルティが設定可能な抑制限度を超えると、AS2はフラップ回数に関係なく、ルートのア
ドバタイズを中止します。その結果、ルートが減衰（ダンプニング）します。

ルートに与えられたペナルティは、再使用限度に達するまで減衰します。その時点で、AS2は再
びルートをアドバタイズします。再使用限度が 50%になると、AS2はそのルートのダンプニング
情報を削除します。

ルートダンプニングがイネーブルの場合は、ピアのリセットによってルートが回収されても、

リセット中の BGPにはペナルティは適用されません。
（注）

ロードシェアリングおよびマルチパス

BGPはルーティングテーブルに、同じ宛先プレフィックスに到達する複数の等コスト eBGPまた
は iBGPパスを組み込むことができます。その場合、宛先プレフィックスへのトラフィックは、
組み込まれたすべてのパス間で共有されます。

BGPベストパスアルゴリズムでは、次の属性が同じ場合に、等コストパスと見なされます。

•ウェイト

•ローカルプリファレンス

• AS_path

•オリジンコード

• Multi-Exit Discriminator（MED）

• BGPネクストホップまでの IGPコスト

6.1より前の Cisco NX-OSリリースでは、BGPはこれらのマルチパスのうち 1つだけを最適パス
として選択し、そのパスを BGPピアにアドバタイズします。Cisco NX-OS Release 6.1以降では、
BGPはプレフィクスごとの複数パスの送受信と、このパスのアドバタイジングをサポートします。

異なる AS連合から受け取ったパスは、外部 AS_path値およびその他の属性が同じ場合に、等
コストパスと見なされます。

（注）

iBGPマルチパスに関してルートリフレクタを設定すると、ルートリフレクタが、選択された
ベストパスをピアにアドバタイズします。そのパスのネクストホップは変更されません。

（注）
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BGP の追加パス
6.1より前の Cisco NX-OSリリースでは、1つの BGP最適パスだけがアドバタイズされ、BGPス
ピーカは特定ピアからの特定プレフィックスの 1パスだけを受け入れます。BGPスピーカが同じ
セッション内で同じプレフィックスの複数のパスを受信した場合、最新のアドバタイズメントを

使用します。

Cisco NX-OS Release 6.1以降では、BGPは以前のパスに代わる新しいパスなしで、BGPスピーカ
が同じプレフィックスに対して複数のパスを伝播し受け入れることを可能にする追加のパス機能

をサポートします。この機能は、BGPスピーカのピアが、プレフィックスごとの複数パスのアド
バタイズおよび受信をサポートし、また、そのパスのアドバタイズをサポートするかどうかネゴ

シエートすることを可能にします。特別な 4バイトのパス IDは、ピアセッションを介して送信
される同じプレフィックスに対して複数のパスを区別するため、ネットワーク層到達可能性情報

（NLRI）に追加されます。次の図に、追加の BGPパス機能を示します。

図 37：追加パスの機能を持つ BGP ルートアドバタイズメント

ルート集約

集約アドレスを設定できます。ルート集約を使用すると、固有性の強い一連のアドレスをすべて

の固有アドレスを代表する 1つのアドレスに置き換えることによって、ルートテーブルを簡素化
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できます。たとえば、10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、および 10.1.3.0/24という固有性の強い 3つのアド
レスを 1つの集約アドレス 10.1.0.0/16に置き換えることができます。

アドバタイズされるルートが少なくなるように、BGPルートテーブル内には集約プレフィックス
が存在します。

Cisco NX-OSは、自動ルート集約をサポートしていません。（注）

ルート集約はフォワーディングループにつながる可能性があります。この問題を回避するため

に、集約アドレスのアドバタイズメントを生成するときに、BGPはローカルルーティングテーブ
ルに、その集約アドレスに対応するサマリー廃棄ルートを自動的に組み込みます。BGPはサマリー
廃棄のアドミニストレーティブディスタンスを 220に設定し、ルートタイプを廃棄に設定しま
す。BGPはネクストホップ解決に廃棄ルートを使用しません。

BGP 条件付きアドバタイズメント
BGP条件付きアドバタイズメントを使用すると、プレフィックスがBGPテーブルに存在するかど
うかに基づいてルートをアドバタイズまたは撤回するようにBGPを設定できます。この機能は、
たとえば、BGPでいずれかのプロバイダーにプレフィックスをアドバタイズするようなマルチホー
ムネットワーク（他のプロバイダーからの情報が存在しない場合のみ）で便利です。

AS1、AS2、および AS3という 3つの BGP自律システムからなるネットワークの例について考え
てみます。この例で、AS1とAS3はインターネットとAS2に接続しています。条件付きアドバタ
イズメントを使用しない場合、AS2はすべてのルートを AS1と AS3の両方にプロパゲートしま
す。条件付きアドバタイズメントを使用すれば、AS1からのルートが存在しない場合のみ（たと
えば AS1へのリンクがダウンした場合）、特定のルートを AS3にアドバタイズするように AS2
を設定できます。

BGP条件付きアドバタイズメントでは、設定されたルートマップに一致する各ルートに、存在テ
ストまたは非存在テストが追加されます。

BGP ネクストホップアドレストラッキング
BGPは、インストールされているルートのネクストホップアドレスをモニタして、ネクストホッ
プの到達可能性の確認、および BGPベストパスの選択、インストール、検証を行います。BGP
ネクストホップアドレスのトラッキングを行うと、ネクストホップの到達可能性に影響を及ぼす

可能性のあるルート変更がルーティング情報ベース（RIB）で行われたときに確認プロセスをトリ
ガーすることで、このようなネクストホップ到達可能性テストの速度が向上します。

ネクストホップ情報が変更されると、BGPは RIBから通知を受信します（イベント駆動型の通
知）。BGPは、次のいずれかのイベントが発生したときに通知を受けます。

•ネクストホップが到達不能になった。

•ネクストホップが到達可能になった。

•ネクストホップへの完全再帰のインテリアゲートウェイプロトコル（IGP）メトリックが変
更された。
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•ファーストホップの IPアドレスまたはファーストホップのインターフェイスが変更される。

•ネクストホップが接続された。

•ネクストホップが接続解除された。

•ネクストホップがローカルアドレスになった。

•ネクストホップが非ローカルアドレスになった。

到達可能性および再帰メトリックイベントは、最適パスの再計算をトリガーします。（注）

RIBからのイベント通知は、クリティカルおよび非クリティカルとして分類されます。クリティ
カルおよび非クリティカルイベントの通知は、別々のバッチで送信されます。ただし、非クリ

ティカルイベントが保留中であり、クリティカルイベントを読み込む要求がある場合は、非クリ

ティカルイベントがクリティカルイベントとともに送信されます。

•クリティカルなイベントとは、異なるパスに対してスイッチオーバーの原因となるネクスト
ホップの消失など、ネクストホップの到達可能性に関連しています。異なるパスに対してス

イッチオーバーの原因となるネクストホップの IGPメトリックの変更は、クリティカルなイ
ベントと見なすことができます。

•非クリティカルなイベントとは、最適パスに影響を与えたり、単一のネクストホップに IGP
メトリックを変更したりせずに追加されるネクストホップに関連しています。

クリティカルおよび非クリティカルなイベントは、アドレスファミリごとに個別に設定でき

ます。アドレスファミリの詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSMPLSConfiguration
Guide』の「Configuring MPLS Layer 3 VPNs」の章を参照してください。

（注）

ルートの再配布

スタティックルートまたは他のプロトコルからのルートを再配布するように、BGPを設定できま
す。再配布を指定したルートマップを設定して、どのルートがBGPに渡されるかを制御する必要
があります。ルートマップを使用すると、宛先、送信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタ

グなどの属性に基づいて、ルートをフィルタリングできます。

NX-OS Release 5.2(1)より前では、BGPを IGPに再配布すると iBGPも再配布されます。この動作
を無効にするには、ルートマップに追加 deny文を挿入します。Cisco NX-OS Release 5.2(1)以降で
は、再配布が次のように変わります。

•非MPLS VPNシナリオでは、iBGPはデフォルトでは IGPに再配布されません。

• MPLS VPNシナリオ（VRF下に設定されたルート識別子）では、iBGPはデフォルトで IGP
に再配布されます。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
344

拡張 BGP について



ルートマップを使用して両シナリオのデフォルト動作を無効にできますが、ルートマップの正し

くない使用によってネットワークループが発生することがあるため、そうする場合は注意が必要

です。次に、デフォルトの動作の変更にルートマップを使用する例を示します。

ルートマップの変更によって、シナリオ 1のデフォルトの動作を次のように変更できます。
route-map foo permit 10

match route-type internal
router ospf 1

redistribute bgp 100 route-map foo

同様に、ルートマップを次のように変更することによって、シナリオ 2のデフォルト動作を変更
できます。

route-map foo deny 10
match route-type internal

router ospf 1
vrf bar
redistribute bgp 100 route-map foo

default-information originateコマンドをサポートしているアドレスファミリにこのコマンドが設
定されている場合は、デフォルトルートをBGPに再配布するか、ピアにのみアドバタイズする必
要があります。

デフォルトルートがすでにアドバタイズされている場合、BGPは default-information originateを削
除することによって、デフォルトルートを取り消す必要があります。また、デフォルトルートに

再配布されたパスも削除する必要があります。

次のコマンドを使用して、デフォルトルートに再配布されたパスを削除できます。

no default-information originate

デフォルト VRF からのルートのインポートに対する BGP サポート
インポートポリシーを使用して、グローバルルーティングテーブル（デフォルト VRF）から他
のVRFに IPプレフィックスをインポートできます。VRFインポートポリシーはルートマップを
使用して、VRFにインポートされるプレフィックスを指定します。ポリシーは、IPv4と IPv6ユ
ニキャストプレフィックスをインポートできます。

デフォルトの VRFからインポート可能なプレフィックスの最大数を設定できます。

BGPのデフォルトVRFのルートを直接インポートできます。グローバルルーティングテーブ
ルの他のルートは最初に BGPに再配布される必要があります。

（注）

デフォルト VRF へのルートのエクスポートに対する BGP サポート
エクスポートポリシーを使用して、他の VRFからデフォルトの VRF（グローバルルーティング
テーブル）に IPプレフィックスをエクスポートできます。VRFエクスポートポリシーは、VRF
BGPテーブルにVRFルートをリークします。その後、VRFルートは IPv4/IPv6ルーティングテー
ブルにインストールされます。VRFエクスポートポリシーはルートマップを使用して、デフォル
トの VRFにエクスポートするプレフィックスを指定します。ポリシーは、IPv4と IPv6ユニキャ
ストプレフィックスをエクスポートできます。
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ルーティングテーブルが過負荷状態になることを防ぐために、デフォルトのVRFにエクスポート
可能なプレフィックスの最大数を設定できます。

BFD
この機能は、IPv4に対してのみBidirectional ForwardingDetection（BFD）をサポートします。BFD
は、転送パスの障害を高速で検出することを目的にした検出プロトコルです。BFDは 2台の隣接
デバイス間のサブセカンド障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上の
データプレーンに分散できるため、プロトコル helloメッセージよりも CPUを使いません。

BGPのBFDは eBGPピアおよび iBGPシングルホップピアでサポートされます。BFDを使用して
いる iBGPシングルホップピアのネイバーコンフィギュレーションモードでアップデート送信
元オプションを設定します。

BFDは他の iBGPピアまたはマルチホップ eBGPピアではサポートされていません。（注）

詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

BGP の調整
BGPタイマーによって、さらにベストパスアルゴリズムの調整によって、BGPのデフォルト動作
を変更できます。

BGP タイマー

BGPでは、ネイバーセッションおよびグローバルプロトコルイベントにさまざまなタイプのタ
イマーを使用します。確立されたセッションごとに、最低限 2つのタイマーがあります。定期的
にキープアライブメッセージを送信するためのタイマー、さらに想定時間内にピアのキープアラ

イブが届かなかった場合に、セッションをタイムアウトさせるためのタイマーです。また、個々

の機能を処理するための、その他のタイマーがあります。これらのタイマーは通常、秒単位で設

定します。タイマーには、異なるBGPピアで同じタイマーが異なるタイミングでスタートするよ
うに、ランダムアジャストメントが組み込まれています。

ベストパスアルゴリズムの調整

オプションの設定パラメータによって、ベストパスアルゴリズムのデフォルト動作を変更できま

す。たとえば、アルゴリズムでのMulti-Exit Discriminator（MED）属性およびルータ IDの扱い方
を変更できます。

マルチプロトコル BGP
Cisco NX-OSの BGPは、複数のアドレスファミリをサポートします。マルチプロトコル BGP
（MP-BGP）は、アドレスファミリに応じて異なるルートセットを伝送します。BGPではたとえ
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ば、IPv4ユニキャストルーティング用のルートセットを 1つ、IPv4マルチキャストルーティン
グ用のルートセットを 1つ、さらに IPv6マルチキャストルーティング用のルートセットを 1つ
伝送できます。IPマルチキャストネットワークではリバースパスフォワーディング（RPF）の
チェックにMP-BGPを使用できます。

マルチキャスト BGPではマルチキャスト状態情報をプロパゲートしないため、プロトコル独
立マルチキャスト（PIM）などのマルチキャストプロトコルが必要です。

（注）

マルチプロトコル BGP設定をサポートするには、ルータアドレスファミリおよびネイバーアド
レスファミリの各コンフィギュレーションモードを使用します。MP-BGPでは、設定されたアド
レスファミリごとに別々の RIBが維持されます（ユニキャスト RIBと、BGPのマルチキャスト
RIBなど）。

マルチプロトコルBGPネットワークは下位互換性がありますが、マルチプロトコル拡張機能をサ
ポートしない BGPピアは、アドレスファミリ ID情報など、マルチプロトコル拡張機能が伝送す
るルーティング情報を転送できません。

Cisco NX-OS Release 6.2(8)以降では、BGPは IPv4プレフィクスを IPv6ネクストホップで伝送
できる RFC 5549をサポートしています。BGPがすべてのホップで動作し、すべてのルータが
IPv4および IPv6トラフィックを転送できるため、ルータ間の IPv6トンネルをサポートする必
要はありません。BGPは、IPv6ルートを介した IPv4をUnicast Route Information Base（URIB）
にインストールします。

（注）

グレースフルリスタートおよびハイアベイラビリティ

Cisco NX-OSは、BGPに対してノンストップフォワーディングとグレースフルリスタートをサ
ポートしています。

BGPルーティングプロトコル情報がフェールオーバー後に復元されている間に、転送情報ベース
（FIB）内の既知のルートでデータパケットを転送するように、BGPの無停止フォワーディング
（NSF）を使用できます。NSFでは、BGPピアはルーティングフラップと無縁です。フェール
オーバー時に、データトラフィックはインテリジェントモジュール経由で転送され、スタンバイ

スーパーバイザがアクティブになります。

Cisco NX-OSルータでコールドリブートが発生した場合、ネットワークはルータへのトラフィッ
ク転送を中止し、ネットワークトポロジからルータを削除します。この状況では、BGPは非グ
レースフルリスタートになり、すべてのルートが削除されます。Cisco NX-OSがスタートアップ
コンフィギュレーションを適用すると、BGPはピアリングセッションを再び確立して、ルートを
再学習します。

CiscoNX-OSデュアルスーパーバイザ構成のルータでは、ステートフルスーパーバイザスイッチ
オーバーが実行されます。スイッチオーバーの間、BGPは無停止フォワーディングを使用し、FIB
の情報に基づいてトラフィックを転送します。システムがネットワークトポロジから取り除かれ

ることはありません。ネイバーが再起動しているルータは、「ヘルパー」と呼ばれます。スイッ
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チオーバーの後に、グレースフルリスタート処理が開始されます。この処理が進行中の際、2つ
のルータはネイバー関係を再確立し、これらのBGPルートを交換します。それらネイバー関係が
再起動したとしても、ヘルパーは再起動中のピアを指すプレフィックスを転送し続け、再起動中

のルータはピアへトラフィックを転送し続けます。再起動中のルータがグレースフルリスタート

可能なすべての BGPピアを持つ場合、グレースフルリスタートが完了し、BGPは再び動作可能
なネイバーを通知します。

グレースフルリスタート動作中であることがルータで検出されると、両方のルータがそれぞれの

トポロジテーブルを交換します。すべての BGPピアからルートアップデートを受信したルータ
は、古いルートをすべて削除し、アップデートされたルートでベストパスアルゴリズムを実行し

ます。

スイッチオーバーが完了すると、Cisco NX-OSは実行コンフィギュレーションを適用し、BGPは
自身が再度使用可能になったことをネイバーに通知します。

ネイバーコンフィギュレーションモードで update-sourceが設定された単一ホップ iBGPピアで
は、ピアは高速外部フェールオーバーをサポートします。

追加BGPパス機能により、特定のプレフィックスにアドバタイズされるパス数が再起動の前後で
同じ場合、パス IDの選択は古いパスの最終状態および削除を保証します。いくつかのパスが指定
されたプレフィックスにアドバタイズされる場合、古いパスがグレースフルリスタートヘルパー

ピアに発生する可能性があります。

メモリ不足の処理

BGPは、次の条件でメモリ不足に対処します。

•マイナーアラート：BGPは新しい eBGPピアを確立しません。BGPは新しい iBGPピアおよ
び連合ピアの確立は続行します。確立されたピアは存続しますが、リセットされたピアは再

確立されません。

•重大アラート：BGPは、メモリアラートがマイナーになるまで、選択した確立済み eBGPピ
アを 2分おきにシャットダウンします。eBGPピアごとに、受信したパスの合計数とベスト
パスとして選択されたパスの数の比率が計算されます。比率が最高のピアが、メモリ使用状

況を削減するためのシャットダウン対象として選択されます。オシレーションを回避するた

めに、シャットダウンされた eBGPピアを復帰する前にその eBGPピアをクリアする必要が
あります。

重要な eBGPピアをこの選択プロセスから除外できます。（注）

•クリティカルアラート：BGPは確立されたすべてのピアを正常にシャットダウンします。
シャットダウンされた eBGPピアを復帰する前にその eBGPピアをクリアする必要がありま
す。
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ISSU
CiscoNX-OSでは、インサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）をサポートします。ISSU
を使用すると、転送に影響を与えることなく、ソフトウェアをアップグレードできます。

次の条件が ISSUをサポートするために必要です。

•グレースフルリスタートをイネーブルにする（デフォルト）

•キープアライブおよびホールドタイマーがデフォルト値以上

これらの条件のいずれかが満たされていないと、CiscoNX-OSは警告を発行します。アップグレー
ドまたはダウングレードに進むことができるが、サービスが中断する可能性があります。

CiscoNX-OSは、BGPピア間のネゴシエートされたホールドタイムがシステムのスイッチオー
バータイムよりも短い場合、デフォルト以外のタイマー値の ISSUを保証できません。

（注）

仮想化のサポート

Cisco NX-OSは、同一システム上で動作する複数の BGPインスタンスをサポートしています。
BGPは、仮想デバイスコンテキスト（VDC）内に存在する仮想ルーティングおよび転送（VRF）
インスタンスをサポートしています。VDCで設定できる BGPインスタンスは 1つですが、シス
テム上では複数の VDCを使用できます。

特に別のVDCやVRFを設定しない限り、デフォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトのVDCお
よびデフォルトの VRFが使用されます。

拡張 BGP のライセンス要件
OSPFv3には Enterprise Servicesライセンスが必要です。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細およ
びライセンスの取得方法と適用方法については、『License andCopyright Information forCiscoNX-OS
Software』を参照してください。

拡張 BGP の前提条件
拡張 BGPの前提条件は次のとおりです。

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•システムに有効なルータ IDを設定しておく必要があります。

• Regional Internet Registry（RIR）によって割り当てられたか、またはローカル管理の AS番号
を取得しておく必要があります。
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•ネイバー関係を作成しようとするピアに到達可能でなければなりません（Interior Gateway
Protocol（IGP）、スタティックルート、直接接続など）。

• BGPセッションを確立するネイバー環境で、アドレスファミリを明示的に設定する必要があ
ります。

拡張 BGP に関する注意事項と制約事項
拡張 BGP設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•ダイナミック AS番号プレフィックスピア設定は、BGPテンプレートから継承した個々の
AS番号の設定よりも優先します。

• AS連合でプレフィックスピアにダイナミック AS番号を設定した場合、BGPはローカル連
合の AS番号のみでセッションを確立します。

•ダイナミックAS番号プレフィックスピアで作成されたBGPセッションは、設定済みのeBGP
マルチホップ存続可能時間（TTL）値や直接接続ピアに対するディセーブル済みのチェック
を無視します。

•ルータ IDの自動変更およびセッションフラップを避けるために、BGP用のルータ IDを設
定します。

•ピアごとに最大プレフィックス設定オプションを使用し、受信するルート数および使用する
システムリソース数を制限してください。

• update-sourceを設定し、eBGPマルチホップセッションでセッションを確立します。

•再配布を設定する場合は、BGPルートマップを指定します。

• VRF内で BGPルータ IDを設定します。

•キープアライブおよびホールドタイマーの値を小さくすると、ネットワークでセッション
フラップが発生する可能性があります。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release
5.x』を参照）。

• BGPをIGPに再配布するとき、iBGPも再配布されます。この動作を無効にするには、ルー
トマップに追加 deny文を挿入します。

• Cisco NX-OSは、マルチホップ BFDをサポートしません。BGP用 BFDに関する制約事項
は、次のとおりです。

◦ BFDは、BGP IPv4でのみサポートされます。

◦ BFDは、eBGPピアおよび iBGPシングルホップピアでのみサポートされます。

◦ iBGPの単一ホップピアに対してBFDをイネーブルにするには、物理インターフェイス
の update-sourceオプションを設定します。
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◦ BFDは、マルチホップ iBGPピアおよびマルチホップ eBGPピアではサポートされま
せん。

•ネイバーコンフィギュレーションモードで update-sourceが設定された単一ホップ iBGPピア
では、ピアは高速外部フェールオーバーをサポートします。

• remove-private-asコマンドには、次のガイドラインと制限事項が適用されます。

◦これは、eBGPピアにだけ適用されます。

◦ネイバーコンフィギュレーションモードだけで設定可能となり、ネイバーアドレス
ファミリモードでは設定できません。

◦ ASパスにプライベートとパブリックAS番号を含める場合、プライベートAS番号は削
除されません。

◦ ASパスに eBGPネイバーの AS番号が含まれている場合、プライベート AS番号は削除
されません。

◦その ASパス内のすべての AS番号がプライベート AS番号範囲に属する場合のみ、プ
ライベート AS番号は削除されます。ピアの AS番号または非プライベート AS番号が
ASパスセグメントに存在する場合、プライベート AS番号は削除されません。

• BGP条件付きルート注入は、すべての VRFインスタンスで IPv4および IPv6ユニキャスト
アドレスファミリに対してのみ使用できます。

デフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

ディセーブルBGP機能

ディセーブルBGPの追加パス

180秒ホールドタイマー

60秒キープアライブインターバル

イネーブルダイナミック機能
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拡張 BGP の設定

BGP セッションテンプレートの設定
BGPセッションテンプレートを使用すると、類似した設定が必要な複数の BGPピアで、BGPの
設定を簡素化できます。BGPテンプレートによって、共通のコンフィギュレーションブロックを
再利用できます。先に BGPテンプレートを設定し、BGPピアにテンプレートを適用します。

BGPセッションテンプレートでは、継承、パスワード、タイマー、セキュリティなどのセッショ
ン属性を設定できます。

peer-sessionテンプレートは、別の peer-sessionテンプレートからの継承が可能です。第 3のテンプ
レートから継承するように第 2テンプレートを設定できます。さらに最初のテンプレートもこの
第3のテンプレートから継承させることができます。この間接継承を続けることができるpeer-session
テンプレートの数は、最大 7つです。

ネイバーに設定した属性は、ネイバーが BGPテンプレートから継承した属性よりも優先されま
す。

適用されたテンプレートを確認するには、show bgp neighborコマンドを使用します。テンプ
レートで使用できる全コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast
Routing Command Reference』を参照してください。

（注）

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

テンプレートを編集するときには、ピアまたはテンプレートのレベルで no形式のコマンドを
使用すると、テンプレートの設定を明示的に上書きできます。属性をデフォルトの状態にリ

セットするには、default形式のコマンドを使用する必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

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

BGPをイネーブルにして、ローカル BGP
スピーカに自律システム番号を割り当てま

す。

switch(config)# router
bgpautonomous-system-number

ステップ 2   

peer-sessionテンプレートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config-router)# template
peer-sessiontemplate-name

ステップ 3   

（任意）ネイバーにクリアテキストのパス

ワード「test」を追加します。パスワード
switch(config-router-stmp)#
passwordnumber password

ステップ 4   

は 3DES（タイプ 3暗号形式）で保存およ
び表示されます。

（任意）peer-sessionテンプレートに BGP
キープアライブおよびホールドタイマー値

を追加します。

switch(config-router-stmp)#
timerskeepalive hold

ステップ 5   

デフォルトのキープアライブインターバル

は 60です。デフォルトのホールドタイム
は 180です。

peer-sessionテンプレートコンフィギュレー
ションモードを終了します。

switch(config-router-stmp)# exitステップ 6   

BGPルーティング用のネイバーコンフィ
ギュレーションモードを開始し、ネイバー

IPアドレスを設定します。

switch(config-router)#
neighborip-addressremote-asas-number

ステップ 7   

ピアに peer-sessionテンプレートを適用し
ます。

switch(config-router-neighbor)# inherit
peer-sessiontemplate-name

ステップ 8   

（任意）ネイバーの説明を追加します。switch(config-router-neighbor)#
descriptiontext

ステップ 9   

（任意）peer-policyテンプレートを表示し
ます。

switch(config-router-neighbor)# show
bgp peer-sessiontemplate-name

ステップ 10   

（任意）この設定の変更を保存します。switch(config-router-neighbor)# copy
running-config startup-config

ステップ 11   

BGP peer-sessionテンプレートを設定して、BGPピアに適用する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# template peer-session BaseSession
switch(config-router-stmp)# timers 30 90
switch(config-router-stmp)# exit
switch(config-router)# neighbor 192.168.1.2 remote-as 65535
switch(config-router-neighbor)# inherit peer-session BaseSession
switch(config-router-neighbor)# description Peer Router A
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switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor)# copy running-config startup-config

BGP peer-policy テンプレートの設定
peer-policyテンプレートを設定すると、特定のアドレスファミリに対応する属性を定義できます。
各 peer-policyテンプレートにプリファレンスを割り当て、指定した順序でテンプレートが継承さ
れるようにします。ネイバーアドレスファミリでは最大 5つの peer-policyテンプレートを使用で
きます。

Cisco NX-OSは、プリファレンス値を使用して、アドレスファミリの複数のピアポリシーを評価
します。プリファレンス値が最小のものが最初に評価されます。ネイバーに設定した属性は、ネ

イバーが BGPテンプレートから継承した属性よりも優先されます。

peer-policyテンプレートでは、AS-pathフィルタリスト、プレフィックスリスト、ルートリフレ
クション、ソフト再構成など、アドレスファミリ固有の属性を設定できます。

適用されたテンプレートを確認するには、show bgp neighborコマンドを使用します。テンプ
レートで使用できる全コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast
Routing Command Reference』を参照してください。

（注）

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

テンプレートを編集するときには、ピアまたはテンプレートのレベルで no形式のコマンドを
使用すると、テンプレートの設定を明示的に上書きできます。属性をデフォルトの状態にリ

セットするには、default形式のコマンドを使用する必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

BGPをイネーブルにして、ローカル BGP
スピーカに自律システム番号を割り当て

ます。

switch(config)# router
bgpautonomous-system-number

ステップ 2   

peer-policyテンプレートを作成します。switch(config-router)# template
peer-policytemplate-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）アクティブルートだけをピアに

アドバタイズします。

switch(config-router-ptmp)#
advertise-active-only

ステップ 4   

（任意）このピアに認めるプレフィック

スの最大数を設定します。

switch(config-router-ptmp)#
maximum-prefixnumber

ステップ 5   

peer-policyテンプレートコンフィギュレー
ションモードを終了します。

switch(config-router-ptmp)# exitステップ 6   

BGPルーティング用のネイバーコンフィ
ギュレーションモードを開始し、ネイバー

IPアドレスを設定します。

switch(config-router)#
neighborip-addressremote-asas-number

ステップ 7   

グローバルアドレスファミリコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config-router-neighbor)#
address-family{ipv4 | ipv6 |vpnv4 |
vpnv6} {multicast | unicast}

ステップ 8   

ピアアドレスファミリ設定に peer-policy
テンプレートを適用し、このピアポリシー

のプリファレンス値を割り当てます。

switch(config-router-neighbor-af)#
inherit peer-policytemplate-name
preference

ステップ 9   

（任意）peer-policyテンプレートを表示し
ます。

switch(config-router-neighbor-af)# show
bgp peer-policytemplate-name

ステップ 10   

（任意）この設定の変更を保存します。switch(config-router-neighbor-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 11   

BGP peer-policyテンプレートを設定して、BGPピアに適用する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# template peer-session BasePolicy
switch(config-router-ptmp)# maximum-prefix 20
switch(config-router-ptmp)# exit
switch(config-router)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 65535
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# inherit peer-policy BasePolicy
switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config startup-config

BGP peer テンプレートの設定
BGP peerテンプレートを設定すると、1つの再利用可能なコンフィギュレーションブロックで、
セッション属性とポリシー属性を結合することができます。peerテンプレートも、peer-sessionま
たは peer-policyテンプレートを継承できます。ネイバーに設定した属性は、ネイバーがBGPテン
プレートから継承した属性よりも優先されます。ネイバーに設定できる peerテンプレートは 1つ
だけですが、peerテンプレートは peer-sessionおよび peer-policyテンプレートを継承できます。

peerテンプレートは、eBGPマルチホップTTL、最大プレフィックス数、ネクストホップセルフ、
タイマーなど、セッション属性およびアドレスファミリ属性をサポートします。
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適用されたテンプレートを確認するには、show bgp neighborコマンドを使用します。テンプ
レートで使用できる全コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast
Routing Command Reference』を参照してください。

（注）

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

テンプレートを編集するときには、ピアまたはテンプレートのレベルで no形式のコマンドを
使用すると、テンプレートの設定を明示的に上書きできます。属性をデフォルトの状態にリ

セットするには、default形式のコマンドを使用する必要があります。

（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   

BGPをイネーブルにして、ローカル BGP
スピーカに自律システム番号を割り当てま

す。

switch(config)# router
bgpautonomous-system-number

ステップ 2   

ピアテンプレートコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config-router)# template
peertemplate-name

ステップ 3   

（任意）peerテンプレートで peer-session
テンプレートを継承します。

switch(config-router-neighbor)# inherit
peer-sessiontemplate-name

ステップ 4   

（任意）グローバルアドレスファミリコ

ンフィギュレーションモードを設定しま

す。

switch(config-router-neighbor)#
address-family {ipv4 | ipv6 | vpnv4 |
vpnv6} {multicast | unicast}

ステップ 5   

（任意）ネイバーアドレスファミリ設定

に peerテンプレートを適用します。
switch(config-router-neighbor-af)#
inherit peertemplate-name

ステップ 6   

BGPネイバーアドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードを終了します。

switch(config-router-neighbor-af)# exitステップ 7   

（任意）ピアに BGPタイマー値を追加し
ます。

switch(config-router-neighbor)#
timerskeepalive hold

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

これらの値によって、peer-sessionテンプ
レート、BaseSessionのタイマー値が上書
きされます。

BGP peerテンプレートコンフィギュレー
ションモードを終了します。

switch(config-router-neighbor)# exitステップ 9   

BGPルーティング用のネイバーコンフィ
ギュレーションモードを開始し、ネイバー

IPアドレスを設定します。

switch(config-router)#
neighborip-addressremote-asas-number

ステップ 10   

peerテンプレートを継承します。switch(config-router-neighbor)# inherit
peertemplate-name

ステップ 11   

（任意）このネイバーに BGPタイマー値
を追加します。

switch(config-router-neighbor)#
timerskeepalive hold

ステップ 12   

これらの値によって、peerテンプレートお
よび peer-sessionテンプレートのタイマー
値が上書きされます。

（任意）peerテンプレートを表示します。switch(config-router-neighbor-af)# show
bgp peer-templatetemplate-name

ステップ 13   

（任意）この設定の変更を保存します。switch(config-router-neighbor-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 14   

BGP peerテンプレートを設定して、BGPピアに適用する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# template peer BasePeer
switch(config-router-neighbor)# inherit peer-session BaseSession
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# inherit peer-policy BasePolicy 1
switch(config-router-neighbor-af)# exit
switch(config-router-neighbor)# exit
switch(config-router)# neighbor 192.168.1.2 remote-as 65535
switch(config-router-neighbor)# inherit peer BasePeer
switch(config-router-neighbor)# copy running-config startup-config

プレフィックスピアリングの設定

BGPでは、IPv4と IPv6の両方のプレフィックスを使用してピアセットを定義できます。この機
能を使用すると、各ネイバーを設定に追加する必要がありません。

プレフィックスピアリングを定義する場合は、プレフィックスとともにリモート AS番号を指定
する必要があります。プレフィックスピアリングが設定されている許容最大ピア数を超えない場

合、BGPはプレフィックスおよび自律システムから接続するピアを受け付けます。
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所定のプレフィックスピアリングの設定の詳細とともに、現在受け付けられているインスタ

ンスのリスト、アクティブピア数、最大同時ピア数、および受け付けたピアの合計数を表示

するには、show ip bgp neighborコマンドを使用します。

プレフィックスピアの待機タイマーの詳細を表示するには、show bgp convergence privateコ
マンドを使用します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

BGPプレフィックスピアリングのタイムアウト値を設定
します。プレフィックスピアリングの一部である BGP

switch(config-router-neighbor)#
timers
prefix-peer-timeoutinterval

ステッ

プ 1   

ピアが切断されると、定義済みのプレフィックスピアタ

イムアウト値までピア構造は維持されます。これにより、

ブロックされる危険なしに、ピアをリセットして再接続

できます。timeoutの範囲は 0～ 1200秒です。デフォル
ト値は 30です。

（任意）

VRFごとにまたはデフォルト VRFに BGPプレフィック
スピアリングの待機タイマーを設定します。timers

switch(config-router-neighbor)#
timers prefix-peer-waitinterval

ステッ

プ 2   

prefix-peer-waitコマンドを使用して、BGPプレフィクス
がルーティング情報ベース（RIB）に挿入される前に遅
延がないように、ピアプレフィクスの待機時間をディ

セーブルにできます。intervalの範囲は0～1200秒です。
デフォルトは 90です。

タイマーは、BGPダイナミックネイバーにの
み適用されます。これは、BGPが再起動され
る場合やダイナミック BGPネイバーに初めて
達した場合にのみ設定されます。

（注）

（任意）

ネイバーコンフィギュレーションモードで、このプレ

フィックスピアリングの最大ピア数を設定します。範囲

は 1～ 1000です。

switch(config-router-neighbor)#
maximum-peersvalue

ステッ

プ 3   

最大 10のピアを受け付けるプレフィックスピアリングの設定例を示します。
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# timers prefix-peer-timeout 120
switch(config-router)# neighbor 10.100.200.0/24 remote-as 65535
switch(config-router-neighbor)# maximum-peers 10
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)#
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BGP 認証の設定
MD5ダイジェストを使用してピアからのルート更新を認証するように、BGPを設定できます。

MD5認証を使用するように BGPを設定するには、ネイバーコンフィギュレーションモードで次
の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

ネイバーコンフィギュレーションモードで、

BGPネイバーセッションのMD5認証パス
ワードを設定します。

switch(config-router-neighbor)#
password {0 | 3 | 7} string

ステップ 1   

BGP セッションのリセット
BGPのルートポリシーを変更した場合は、関連付けられた BGPピアセッションをリセットする
必要があります。BGPピアがルートリフレッシュをサポートしない場合は、着信ポリシー変更に
関するソフト再構成を設定できます。Cisco NX-OSは自動的に、セッションのソフトリセットを
試みます。

ソフト再構成着信を設定するには、ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモード

で次の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

ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーション

モードでこのコマンドを使用すると、ソフト再構成

switch(config-router-neighbor-af)#
soft-reconfiguration inbound

ステップ 1   

をイネーブルにして、着信 BGPルートアップデー
トを格納できるようになります。このコマンドによっ

て、BGPネイバーセッションの自動ソフトクリア
またはリフレッシュが開始されます。

このコマンドを任意のモードで使用すると、TCP
セッションを中断することなく、BGPセッションを
リセットできます。

switch# clear bgp {ipv4 | ipv6 |
vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast ip-address soft {in | out}

ステップ 2   
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ネクストホップアドレスの変更

次の方法で、ルートアドバタイズメントで使用するネクストホップアドレスを変更できます。

•ネクストホップ計算をディセーブルにして、ローカルBGPスピーカアドレスをネクストホッ
プアドレスとして使用します。

•ネクストホップアドレスをサードパーティアドレスとして設定します。この機能は、元の
ネクストホップアドレスがルートの送り先のピアと同じサブネット上にある場合に使用しま

す。この機能を使用すると、フォワーディング時に余分なホップを節約できます。

ネクストホップアドレストラッキングを変更するには、アドレスファミリコンフィギュレーショ

ンモードで次の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

ルートアップデートのネクストホップアドレスと

して、ローカル BGPスピーカアドレスを使用しま
switch(config-router-neighbor-af)#
next-hop-self

ステップ 1   

す。このコマンドによって、BGPネイバーセッショ
ンの自動ソフトクリアまたはリフレッシュが開始さ

れます。

ネクストホップアドレスをサードパーティアドレ

スとして設定します。このコマンドは、next-hop-self
switch(config-router-neighbor-af)#
next-hop-third-party

ステップ 2   

が設定されていないシングルホップEBGPピアに対
して使用します。

BGP ネクストホップアドレストラッキングの設定
BGPネクストホップアドレストラッキングはデフォルトでイネーブルであり、ディセーブルにす
ることができません。

BGPネクストホップトラッキングのパフォーマンスを向上するために、RIBチェック間の遅延イ
ンターバルを変更できます。

BGPネクストホップアドレストラッキングを変更するには、アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードで次の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

クリティカルなネクストホップの到達可能性ルートお

よび非クリティカルなルートについて、ネクストホッ

switch(config-router-af)#
nexthop trigger-delay {critical
| non-critical} milliseconds

ステップ 1   

プアドレストラッキングの遅延タイマーを指定しま

す。指定できる範囲は 1～ 4294967295ミリ秒です。ク
リティカルタイマーのデフォルトは 3000です。非ク
リティカルタイマーのデフォルトは 10000です。

BGPネクストホップアドレスが一致するルートマッ
プを指定します。63文字以内の英数字のストリング
（大文字と小文字を区別）で指定します。

switch(config-router-af)#
nexthop route-map name

ステップ 2   

ネクストホップフィルタリングの設定

BGPネクストホップフィルタリングを使用すると、RIBでネクストホップアドレスがチェックさ
れるときにそのネクストホップアドレスの基盤となるルートがルートマップを経由します。ルー

トマップでそのルートが拒否されると、ネクストホップアドレスは到達不能として扱われます。

BGPは、ルートポリシーによって拒否されたすべてのネクストホップを無効であるとマークし、
無効なネクストホップアドレスを使用するルートについてベストパスを計算しません。

BGPネクストホップフィルタリングを設定するには、アドレスファミリコンフィギュレーショ
ンモードで次の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

BGPネクストホップルートが一致するルート
マップを指定します。63文字以内の英数字のス

switch(config-router-af)# nexthop
route-map name

ステップ 1   

トリング（大文字と小文字を区別）で指定しま

す。

機能ネゴシエーションのディセーブル化

機能ネゴシエーションをディセーブルにすると、機能ネゴシエーションをサポートしない古い

BGPピアとの相互運用が可能です。

機能ネゴシエーションをディセーブルにするには、ネイバーコンフィギュレーションモードで次

の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

機能ネゴシエーションをディセーブルにしま

す。このコマンドの設定後、BGPセッションを
手動でリセットする必要があります。

switch(config-router-neighbor)#
dont-capability-negotiate

ステップ 1   

BGP 追加パスの設定
Cisco NX-OS Release 6.1以降では、BGPはプレフィクスごとの複数パスの送受信と、このパスの
アドバタイジングをサポートします。

追加パスの送受信機能のアドバタイズ

BGPピア間の追加パスの送受信機能をアドバタイズするように BGPを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

BGPピアに追加パスを送信する機能をアドバタイ
ズします。disableオプションは、追加パス送信機能
のアドバタイズをディセーブルにします。

switch(config-router-neighbor-af)#
[no]capability additional paths
send [disable]

ステップ 1   

このコマンドの no形式を使用すると、追加パスの
送信機能がディセーブルになります。

BGPピアに追加パスを送信する機能をアドバタイ
ズします。disableオプションは、追加パス送信機能
のアドバタイズをディセーブルにします。

switch (config-router-neighbor-af)#
[no]capability additional paths
receive [disable]

ステップ 2   

このコマンドの no形式を使用すると、追加パスの
送信機能がディセーブルになります。

ローカルピアがリモートピアへの追加パス送受信

機能をアドバタイズしたかを表示します。

switch(config-router-neighbor-af)#
show bgp neighbor

ステップ 3   

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-router-neighbor-af)#
copy running-config
startup-config

ステップ 4   
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BGPピアに追加のパスを送受信する機能をアドバタイズする BGPの設定例を示します。

switch(config)# router bgp 100
switch(config-router)# neighbor 10.131.31.2 remote-as 100
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# capability additional-paths send
switch(config-router-neighbor-af)#capability additional-paths receive
switch(config-router-neighbor-af)# show bgp neighbor
switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config startup-config

追加パスの送受信の設定

BGPピア間の追加パスの送受信機能を設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

機能がディセーブルになっていないこのアドレス

ファミリで、すべてのネイバーの追加パスの送信機

能をイネーブルにします。

switch(config-router-neighbor-af)#
[no]additional-paths send

ステップ 1   

このコマンドの no形式を使用すると、送信機能が
ディセーブルになります。

機能がディセーブルになっていないこのアドレス

ファミリで、すべてのネイバーの追加パスの受信機

能をイネーブルにします。

switch (config-router-neighbor-af)#
[no]additional-paths receive
[disable]

ステップ 2   

このコマンドの no形式を使用すると、追加パスの
送信機能がディセーブルになります。

ローカルピアがリモートピアへの追加パス送受信

機能をアドバタイズしたかを表示します。

switch(config-router-neighbor-af)#
show bgp neighbor

ステップ 3   

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-router-neighbor-af)#
copy running-config
startup-config

ステップ 4   

次の例は、追加パス送受信機能がディセーブルになっていない特定のアドレスファミリで、ネイ

バーの追加パス送受信機能をイネーブルにする方法を示しています。

switch(config)# router bgp 100
switch(config-router)# neighbor 10.131.31.2 remote-as 100
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# additional-paths send
switch(config-router-neighbor-af)#additional-paths receive
switch(config-router-neighbor-af)# show bgp neighbor
switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config startup-config
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アドバタイズされるパスの設定

BGPにアドバタイズされたパスを指定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

すべてのパスが指定されたプレフィックスにア

ドバタイズされるように指定します。

switch(config-route-map)# [no]set
path-selection all advertise

ステップ 1   

このコマンドのno形式は、最適パスだけがアド
バタイズされるように指定します。

ローカルピアがリモートピアへの追加パス送受

信機能をアドバタイズしたかを表示します。

switch(config-route-map)# show bgp
neighbor{ipv4 | ipv6}
unicastip-address | ipv6-prefix [
vrfvrf-name]

ステップ 2   

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-route-map)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

すべてのパスが指定されたプレフィックスにアドバタイズされるように指定する例を示します。

switch(config)# route-map PATH_SELECTION_RMAP
switch(config-route-map)#match ip address prefeix-list pl
switch(config-route-map)# show bgp ip4 unicast
switch(config-route-map)# copy running-config startup-config

追加パス選択の設定

プレフィックスに追加のパスを選択する機能を設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

すべてのパスが指定されたプレフィックスにア

ドバタイズされるように指定します。

switch(config-router-af)#
[no]additional-paths selection
route-mapmap-name

ステップ 1   

このコマンドのno形式は、最適パスだけがアド
バタイズされるように指定します。

ローカルピアがリモートピアへの追加パス送受

信機能をアドバタイズしたかを表示します。

switch(config-router-af)# show bgp
{ipv4 | ipv6} unicastip-address |
ipv6-prefix [ vrfvrf-name]

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）

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-router-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

すべてのパスが指定されたプレフィックスにアドバタイズされるように指定する例を示します。

switch(config)# router bgp 100
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)#additional-paths selection route-map PATH_SELECTION_RMAP
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

eBGP の設定

eBGP シングルホップチェックのディセーブル化

シングルホップeBGPピアがローカルルータに直接接続されているかどうかのチェック機能をディ
セーブルにするように、eBGPを設定できます。このオプションは、直接接続されたスイッチ間の
シングルホップループバック eBGPセッションの設定に使用します。

シングルホップeBGPピアが直接接続されているかどうかのチェックをディセーブルにするには、
ネイバーコンフィギュレーションモードで次の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

シングルホップeBGPピアが直接接続されているか
どうかのチェックをディセーブルにします。この

switch(config-router-neighbor)#
disable-connected-check

ステップ 1   

コマンドの使用後、BGPセッションを手動でリセッ
トする必要があります。

eBGP マルチホップの設定

eBGPマルチホップをサポートする eBGP存続可能時間（TTL）値を設定できます。eBGPピアは
状況によって、別の eBGPピアに直接接続されず、リモート eBGPピアに到達するために複数の
ホップを必要とします。ネイバーセッションに eBGP TTL値を設定すると、このようなマルチ
ホップセッションが可能になります。

eBGPマルチホップを設定するには、ネイバーコンフィギュレーションモードで次のコマンドを
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

eBGPマルチホップの eBGP TTLを設定します。
指定できる範囲は 2～ 255です。このコマンドの

switch(config-router-neighbor)#
ebgp-multihop ttl-value

ステップ 1   

使用後、BGPセッションを手動でリセットする必
要があります。

高速外部フォールオーバーのディセーブル化

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスは、すべての VRFのネイバーおよびアドレスファミリ（IPv4
または IPv6）の高速外部フォールオーバーをデフォルトでサポートします。

通常、BGPルータと直接接続 eBGPピア間の接続が失われると、ピアとの eBGPセッションをリ
セットすることによって、BGPが高速外部フォールオーバーを開始します。この高速外部フォー
ルオーバーをディセーブルにすると、リンクフラップが原因の不安定さを制限できます。

高速外部フォールオーバーをディセーブルにするには、ルータコンフィギュレーションモードで

次の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

eBGPピアの高速外部フォールオーバーをディ
セーブルにします。このコマンドは、デフォル

トでイネーブルになっています。

switch(config-router)# no
fast-external-fallover

ステップ 1   

AS パス属性の制限

ASパス属性で自律システム番号が高いルートを廃棄するように eBGPを設定できます。

ASパス属性で AS番号の多いルートを廃棄するには、ルータコンフィギュレーションモードで
次の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

ASパスセグメントの番号が指定された上限を
超えている eBGPルートを廃棄します。指定で
きる範囲は 1～ 2000です。

switch(config-router)#maxas-limit
number

ステップ 1   

ローカル AS サポートの設定

ローカルAS機能では、ルータが実際のASに加えて、2番めの自律システム（AS）のメンバであ
るように見せることができます。ローカル ASを使用すると、ピアリングの調整を変更せずに 2
つの ISPをマージできます。マージされた ISP内のルータは、新しい自律システムのメンバにな
りますが、使用者に対しては古い自律システム番号を使用し続けます。

この機能は、正しい eBGPピアにしか使用できません。別のコンフェデレーションのサブ自律シ
ステムのメンバである 2ピアに対しては、この機能は使用できません。

eBGPローカル ASのサポートを設定するには、ネイバーコンフィギュレーションモードで次の
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

AS_PATH属性にローカル AS番号を付加するよう
eBGPを設定します。AS番号は16ビット整数また

switch(config-router-neighbor)#
local-asnumber [no-prepend
[replace-as [dual-as]]]

ステップ 1   

は 32ビット整数にできます。上位 16ビット 10進
数と下位 16ビット 10進数による xx.xxという形
式です。

VRFコンフィギュレーションモードでは、ローカル AS機能は EBGPと IBGPの両方のネイバー
関係に対してサポートされます。

次の例は、IBGPネイバー 10.1.2.1に対して機能を設定する方法を示しています。
router bgp 65001
vrf BGP1
local-as 65002
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.1.2.1 remote-as 65002

eBGPの場合、local-asコマンドはネイバーコンフィギュレーションモードで設定する必要があり
ます。そのようにしないと、ローカルASをリモートASと同じにすることはできないことを示す
警告メッセージが表示されます。次の例は、eGBPに対してローカルAS機能を設定する方法を示
しています。

router bgp 65001
vrf BGP1
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neighbor 20.1.2.1 remote-as 65003
local-as 65001

AS 連合の設定
AS連合を設定するには、連合識別情報を指定する必要があります。AS連合内の自律システムグ
ループは、自律システム番号として連合 IDを持つ、1つの自律システムとして外部で認識されま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルータコンフィギュレーションモードでこのコマンド

を使用し、BGP連合 IDを設定します。
switch(config-router)#
confederation identifier
as-number

ステップ 1   

このコマンドによって、BGPネイバーセッションの自
動通知およびセッションリセットが開始されます。

ルータコンフィギュレーションモードでこのコマンド

を使用し、AS連合に属する自律システムを設定します。
switch(config-router)# bgp
confederation peers as-number
[as-number2...]

ステップ 2   

このコマンドを使用して、連合に属する自律システムの

リストを指定します。また、このコマンドによって、

BGPネイバーセッションの自動通知およびセッション
リセットが開始されます。

ルートリフレクタの設定

ルートリフレクタとして動作するローカル BGPスピーカに対するルートリフレクタクライアン
トとして、iBGPピアを設定できます。ルートリフレクタとそのクライアントがともにクラスタ
を形成します。クライアントからなるクラスタには通常、ルートリフレクタが 1つ存在します。
このような状況では、ルートリフレクタのルータ IDでクラスタを識別します。ネットワークの
冗長性を高め、シングルポイント障害を回避するために、複数のルートリフレクタからなるクラ

スタを設定できます。クラスタ内のすべてのルートリフレクタは、同じ 4バイトクラスタ IDで
設定する必要があります。これは、ルートリフレクタが同じクラスタ内のルートリフレクタから

のアップデートを認識できるようにするためです。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

BGPモードを開始し、ローカル BGPスピー
カに自律システム番号を割り当てます。

switch(config)# router bgpas-numberステップ 2   

クラスタに対応するルートリフレクタの 1
つとして、ローカルルータを設定します。

switch(config-router)#
cluster-idcluster-id

ステップ 3   

クラスタを識別するクラスタ IDを指定しま
す。このコマンドによって、BGPネイバー
セッションの自動ソフトクリアまたはリフ

レッシュが開始されます。

指定のアドレスファミリに対応するグロー

バルアドレスファミリコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config-router)# address-family
{ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast}

ステップ 4   

（任意）クライアント間のルートリフレク

ションを設定します。この機能は、デフォル

switch(config-router-af)# client-to-client
reflection

ステップ 5   

トでイネーブルにされています。このコマン

ドによって、BGPネイバーセッションの自
動ソフトクリアまたはリフレッシュが開始

されます。

ルータアドレスコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-router-neighbor)# exitステップ 6   

リモート BGPピアの IPアドレスおよび AS
番号を設定します。

switch(config-router)#
neighborip-addressremote-asas-number

ステップ 7   

ユニキャスト IPv4アドレスファミリに対応
するネイバーアドレスファミリコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config-router-neighbor)#
address-family {ipv4 | ipv6 | vpnv4 |
vpnv6} {unicast |multicast}

ステップ 8   

BGPルートリフレクタとしてデバイスを設
定し、そのクライアントとしてネイバーを設

switch(config-router-neighbor-af)#
route-reflector-client

ステップ 9   

定します。このコマンドによって、BGPネ
イバーセッションの自動通知およびセッショ

ンリセットが開始されます。

（任意）

BGPピアを表示します。
switch(config-router-neighbor-af)# show
bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6}
{unicast |multicast} neighbors

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config-router-neighbor-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 11   

次に、ルートリフレクタとしてルータを設定し、クライアントとしてネイバーを 1つ追加する例
を示します。

switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.10 remote-as 65535
switch(config-router-neighbor)# address-family ip unicast
switch(config-router-neighbor-af)# route-reflector-client
switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config startup-config

アウトバウンドルートマップを使用した、反映されたルートのネクストホップの

設定

アウトバウンドルートマップを使用して、BGPルートリフレクタの反映されたルートのネクス
トホップを変更できます。ネクストホップアドレスとしてピアのローカルアドレスを指定する

ため、アウトバウンドルートマップを設定できます。

next-hop-selfコマンドは、ルートリフレクタによってクライアントに反映されるルートに対し
てこの機能をイネーブルにしません。この機能は、アウトバウンドルートマップを使用した

場合にだけイネーブルにできます。

（注）

はじめる前に

BGPをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

アドレスファミリ固有のネクストホップアドレスを設定するには、set next-hopコマンドを入力
する必要があります。たとえば、IPv6アドレスファミリには、set ipv6 next-hop peer-addressコマ
ンドを入力します。

•ルートマップを使用して IPv4ネクストホップを設定する場合：set ip next-hop peer-address
がルートマップに一致する場合、ネクストホップはピアのローカルアドレスに設定されま

す。ネクストホップがルートマップで設定されていない場合、ネクストホップはパスに保

存されているネクストホップに設定されます。

•ルートマップを使用して IPv6ネクストホップを設定する場合：set ipv6 next-hoppeer-address
がルートマップに一致する場合、ネクストホップは次のとおり設定されます。

◦ IPv6ピアでは、ネクストホップはピアのローカル IPv6アドレスに設定されます。

◦ IPv4ピアでは、update-sourceが設定されている場合、ネクストホップは、もしあれば、
発信元インターフェイスの IPv6アドレスに設定されます。IPv6アドレスが設定されて
いない場合、ネクストホップは設定されません。
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◦ IPv4ピアでは、update-sourceが設定されていない場合、ネクストホップは、もしあれ
ば、発信インターフェイスの IPv6アドレスに設定されます。IPv6アドレスが設定され
ていない場合、ネクストホップは設定されません。

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   

BGPモードを開始し、ローカルBGPスピー
カに自律システム番号を割り当てます。

switch(config)# router bgp as-numberステップ 2   

リモートBGPピアの IPアドレスおよびAS
番号を設定します。

switch(config-router)# neighbor
ip-address remote-as as-number

ステップ 3   

（任意）BGPセッションの送信元を指定
し、更新します。

switch(config-router-neighbor)#
update-source interface number

ステップ 4   

指定のアドレスファミリに対応するグロー

バルアドレスファミリコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config-router-neighbor)#
address-family {ipv4 | ipv6 | vpnv4 |
vpnv6} {unicast |multicast}

ステップ 5   

BGPルートリフレクタとしてデバイスを
設定し、そのクライアントとしてネイバー

switch(config-router-neighbor-af)#
route-reflector-client

ステップ 6   

を設定します。このコマンドによって、

BGPネイバーセッションの自動通知およ
びセッションリセットが開始されます。

発信ルートに設定された BGPポリシーを
適用します。

switch(config-router-neighbor-af)#
route-map map-name out

ステップ 7   

（任意）

ルートマップと一致する BGPルートを表
示します。

switch(config-router-neighbor-af)# show
bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6}
{unicast |multicast} [ip-address |
ipv6-prefix] route-map map-name [vrf
vrf-name]

ステップ 8   

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config-router-neighbor-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

アウトバウンドルートマップを使用して、BGPルートリフレクタの反映されたルートのネクス
トホップを設定する例を示します。

switch(config)# interface loopback 300
switch(config-if)# ip address 192.0.2.11/32
switch(config-if)# ipv6 address 2001::a0c:1a65/64
switch(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
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switch(config-if)# exit
switch(config)# route-map setrrnh permit 10
switch(config-route-map)# set ip next-hop peer-address
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map setrrnhv6 permit 10
switch(config-route-map)# set ipv6 next-hop peer-address
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# router bgp 200
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.12 remote-as 200
switch(config-router-neighbor)# update-source loopback 300
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# route-reflector-client
switch(config-router-neighbor-af)# route-map setrrnh out
switch(config-router-neighbor-af)# exit
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv6 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# route-reflector-client
switch(config-router-neighbor-af)# route-map setrrnhv6 out

ルートダンプニングの設定

iBGPネットワーク上でのルートフラップの伝播を最小限に抑えるために、ルートダンプニング
を設定できます。

ルートダンプニングを設定するには、アドレスファミリまたは VRFアドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードで次の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

機能ネゴシエーションをディセーブルにします。パ

ラメータ値は次のとおりです。

switch (config-router-af)# dampening
[half-life reuse-limit suppress-limit
max-suppress-time | route-map
map-name}]

ステッ

プ 1   

• half-life：指定できる範囲は 1～ 45です。

• reuse-limit：指定できる範囲は1～20000です。

• suppress-limit：指定できる範囲は 1～ 20000で
す。

• max-suppress-time：指定できる範囲は 1～ 255
です。

ロードシェアリングおよび ECMP の設定
等コストマルチパスロードバランシング用に BGPがルートテーブルに追加するパスの最大数を
設定できます。

パスの最大数を設定するには、ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモードで次の

コマンドを使用します。

目的コマンド
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ロードシェアリング用の等コストパスの最大

数を設定します。指定できる範囲は 1～ 16で
す。デフォルトは 1です。

switch(config-router-af)#maximum-paths [ibgp]
maxpaths

最大プレフィックス数の設定

BGPがBGPピアから受け取ることのできるプレフィックスの最大数を設定できます。任意で、プ
レフィックス数がこの値を超えた場合に、BGPに警告メッセージを生成させる、またはピアとの
BGPセッションを切断させることを設定できます。

BPGピアに認めるプレフィックスの最大数を設定するには、ネイバーアドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードで次の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

ピアからのプレフィックスの最大数を設定します。パ

ラメータの範囲は次のとおりです。

switch(config-router-neighbor-af)#
maximum-prefix maximum
[threshold] [restarttime |
warning-only]

ステッ

プ 1   

• maximum：指定できる範囲は 1～ 300000です。

• threshold：指定できる範囲は 1～ 100 %です。デ
フォルトは 75%です。

• time：指定できる範囲は 1～ 65535分です。

このコマンドによって、プレフィックス限度を超えた

場合に、BGPネイバーセッションの自動通知および
セッションリセットが開始されます。

ダイナミック機能の設定

BGPピアのダイナミック機能を設定できます。

ダイナミック機能を設定するには、ネイバーコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使

用します。

目的コマンド

ダイナミック機能をイネーブルにします。この

コマンドによって、BGPネイバーセッション
の自動通知およびセッションリセットが開始さ

れます。

switch(config-router-neighbor)# dynamic-capability
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集約アドレスの設定

BGPルートテーブルの集約アドレスエントリを設定できます。

集約アドレスを設定するには、ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモードで次の

コマンドを使用します。

目的コマンド

集約アドレスを作成します。このルートに関し

てアドバタイズされるパスは、集約されている

すべてのパスに含まれるすべての要素からな

る、自律システムセットです。

• as-setキーワードで、自律システムセット
パス情報および関係するパスに基づくコ

ミュニティ情報が生成されます。

• summary-onlyキーワードを使用すると、
アップデートからすべての詳細なルートが

フィルタリングされます。

• advertise-mapmap-nameキーワードと引数
を使用して、特定のルートから属性情報を

選択するためのルートマップを指定しま

す。

• attribute-mapmap-nameキーワードと引数
を使用して、集約から属性情報を選択する

ためのルートマップを指定します。

• suppress-map map-nameキーワードと引数
を使用して、詳細なルートを条件付きで

フィルタリングします。

aggregate-address ip-prefix/length [as-set]
[summary-only] [advertise-map map-name]
[attribute-map map-name] [suppress-map
map-name]

集約ルートのアドバタイズメントの抑制解除

aggregate-addressコマンドによって抑制されたルートをアドバタイズするようにBGPを設定でき
ます。

集約ルートのアドバタイズの抑制を解除するには、ルータネイバーアドレスファミリコンフィ

ギュレーションモードで次の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

aggregate-addressコマンドによって抑制
された選択的ルートをアドバタイズしま

す。

switch(config-route-neighbor-af)#
unsuppress-map map-name

ステップ 1   

BGP 条件付きルート注入の設定
管理ポリシーまたはトラフィックエンジニアリング情報に基づいて特定のルートを注入し、設定

された条件が満たされた場合にだけBGPルーティングテーブルに注入されるこれらの特定のルー
トに転送されるようにパケットを制御するように、BGP条件付きルート注入を設定できます。こ
の機能により、条件付きで、あまり具体的ではないプレフィクスに具体的なプレフィクスを注入

したりまたは置き換えることにより、共通のルート集約の精度を高めることができます。元のプ

レフィックスと同じ、またはより具体的なプレフィクスだけが注入されます。

注入されたプレフィクスは、集約ルートの属性を継承します。（注）

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

BGPコンフィギュレーションモードを開始し、
ローカル BGPスピーカに自律システム番号を
割り当てます。

switch(config)# router bgp
as-number

ステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config-router)#
address-family {ipv4 | ipv6}
unicast

ステップ 3   

条件付きルート注入のための inject-mapルート
とexist-mapルートを指定します。これらのマッ

switch(config-router-af)#
inject-map inject-map-name
exist-map exist-map-name
[copy-attributes]

ステップ 4   

プは、BGPルーティングテーブルに 1つ以上
のプレフィックスをインストールします。
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目的コマンドまたはアクション

exist-mapルートマップは BGPが追跡するプレ
フィックスを指定し、inject-mapルートマップ
は、作成されてローカル BGPテーブルにイン
ストールされるプレフィックスを定義します。

注入したルートが集約ルートの属性を継承する

ことを指定するには、copy-attributesキーワー
ドを使用します。

アドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

switch(config-router-af)# exitステップ 5   

BGPコンフィギュレーションモードを終了し
ます。

switch(config-router)# exitステップ 6   

プレフィックスリストを設定します。作成され

る各プレフィクスリストについて、この手順を

繰り返します。

switch(config)# ip prefix-list
list-name seq sequence-number
permitnetwork-length

ステップ 7   

ルートマップを設定し、ルートマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# route-map
map-name permit sequence-number

ステップ 8   

より具体的なルートの挿入先となる集約ルート

を指定します。

switch(config-route-map)#match
ip address prefix-list
prefix-list-name

ステップ 9   

ルートの送信元の一致条件を指定します。switch(config-route-map)#match
ip route-source prefix-list
prefix-list-name

ステップ 10   

ルートマップコンフィギュレーションモード

を終了します。

switch(config-route-map)# exitステップ 11   

プレフィックスリストを設定します。作成され

る各プレフィクスリストについて、この手順を

繰り返します。

switch(config)# ip prefix-list
list-name seq sequence-number
permit network-length

ステップ 12   

ルートマップを設定し、ルートマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# route-map
map-name permit sequence-number

ステップ 13   

挿入されるルートを指定します。switch(config-route-map)# set ip
address prefix-list

ステップ 14   

（任意）

ルーティングテーブルに挿入されたルートを表

示します。

switch(config-route-map)# show
bgp {ipv4 | ipv6} unicast
injected-routes

ステップ 15   
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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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 16   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

BGP 条件付きアドバタイズメントの設定
BGPがプロパゲートするルートを制限するようにBGP条件付きアドバタイズメントを設定できま
す。次の 2つのルートマップを定義します。

•アドバタイズマップ：BGPが条件付きアドバタイズメントを考慮する前にルートが一致する
必要のある条件を指定します。このルートマップには、適切なmatch文を含めることができ
ます。

•存在マップまたは非存在マップ：BGPがアドバタイズマップに一致するルートをプロパゲー
トする前にBGPテーブルに存在する必要のあるプレフィックスを定義します。非存在マップ
は、BGPがアドバタイズマップに一致するルートをプロパゲートする前に BGPテーブルに
存在してはならないプレフィックスを定義します。BGPは、これらのルートマップでプレ
フィックスリストの match文内にある permit文のみを処理します。

ルートが条件を渡さない場合、そのルートが BGPテーブルにあれば BGPによってルートが取り
消されます。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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

コンフィギュレーションモー

ドに入ります。

switch# configure terminalステッ

プ 1   

BGPモードを開始し、ローカル
BGPスピーカに自律システム番
号を割り当てます。

switch(config)# router bgpas-numberステッ

プ 2   

BGPルーティング用のネイバー
コンフィギュレーションモー

switch(config-router)#neighborip-addressremote-asas-numberステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ドを開始し、ネイバー IPアド
レスを設定します。

アドレスファミリコンフィ

ギュレーションモードを開始

します。

switch(config-router-neighbor)# address-family
{ipv4|ipv6|vpnv4|vpnv6} {unicast|multicast}

ステッ

プ 4   

2つの設定済みルートマップに
従い、ルートを条件付きでアド

switch(config-router-neighbor-af)# advertise-mapadv-map
{exist-mapexist-rmap|non-exist-mapnonexist-rmap}

ステッ

プ 5   
バタイズするように BGPを設
定します。

• adv-map：BGPがルートを
次のルートマップに渡す

前に、そのルートが渡す必

要のある match文を含む
ルートマップを指定しま

す。adv-mapには最大 63
文字の英数字を使用できま

す。大文字と小文字は区別

されます。

• exist-rmap：プレフィック
スリスト用の match文を
含むルートマップを指定

します。BGPテーブル内
のプレフィックスは、BGP
がルートをアドバタイズす

る前に、プレフィックス

リスト内のプレフィックス

と一致する必要がありま

す。exist-rmapには最大 63
文字の英数字を使用できま

す。大文字と小文字は区別

されます。

• nonexist-rmap：プレ
フィックスリスト用の

match文を含むルートマッ
プを指定します。BGP
テーブル内のプレフィック

スは、BGPがルートをア
ドバタイズする前に、プレ

フィックスリスト内のプ

レフィックスと一致しては

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
378

拡張 BGP の設定



目的コマンドまたはアクション

いけません。nonexist-rmap
には最大 63文字の英数字
を使用できます。大文字と

小文字は区別されます。

（任意）

BGPに関する情報、および設定
されている条件付きアドバタイ

switch(config-router-neighbor-af)# show ip bgp neighborステッ

プ 6   

ズメントのルートマップに関

する情報を表示します。

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 7   

次に、BGP条件付きアドバタイズメントを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.2 remote-as 65537
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# advertise-map advertise exist-map exist
switch(config-router-neighbor-af)# exit
switch(config-router-neighbor)# exit
switch(config-router)# exit
switch(config)# route-map advertise
switch(config-route-map)# match as-path pathList
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map exit
switch(config-route-map)# match ip address prefix-list plist
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# ip prefix-list plist permit 209.165.201.0/27

ルートの再配布の設定

別のルーティングプロトコルからのルーティング情報を受け入れて、BGPネットワークを通じて
その情報を再配布するように、BGPを設定できます。（任意）再配布ルートにデフォルトのメト
リックを割り当てることができます。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

BGPモードを開始し、ローカルBGPス
ピーカに自律システム番号を割り当て

ます。

switch(config)# router bgpas-numberステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config-router)# address-family
{ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast}

ステップ 3   

他のプロトコルからのルートを BGPに
再配布します。

switch(config-router-af)# redistribute
{direct | {eigrp | isis | ospf | ospfv3 | rip}
instance-tag | static} route-mapmap-name

ステップ 4   

（任意）

BGPにデフォルトメトリックを生成し
ます。

switch(config-router-af)#
default-metricvalue

ステップ 5   

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config-router-neighbor-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、EIGRPを BGPに再配布する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# redistribute eigrp 201 route-map Eigrpmap
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

デフォルトルートのアドバタイズ

デフォルトのルート（ネットワーク 0.0.0.0）をアドバタイズするように BGPを設定できます。

はじめる前に

BGPをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

ルータのマップコンフィギュレーション

モードを開始し、ルートを再配布する条件

を定義します。

switch(config)# route-map allow
permit

ステップ 2   

ルータのマップコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-route-map)# exitステップ 3   

IPアドレスを設定します。switch(config)# ip route ip-address
network-mask null
null-interface-number

ステップ 4   

BGPモードを開始し、AS番号をローカル
の BGPスピーカに割り当てます。

switch(config)# router bgp as-numberステップ 5   

アドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config-router)# address-family
{ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} unicast

ステップ 6   

デフォルトのルートをアドバタイズします。switch(config-router-af)#
default-information originate

ステップ 7   

デフォルトのルートを再配布します。switch(config-router-af)# redistribute
static route-map allow

ステップ 8   

（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

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 9   

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。

デフォルト VRF から他の VRF へのルートのインポートの設定
デフォルトの VRFから非デフォルトの VRFにルートをインポートするには、次の手順を実行し
ます。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにします。

•正しい VDCを使用していることを確認します。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
381

拡張 BGP の設定



手順

ステップ 1 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 2 BGPをイネーブルにします。
switch(config)#feature bgp

ステップ 3 新しい VRFを作成し、VRFコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config)#vrf contextvrf-name

ステップ 4 IPv4/IPv6ユニキャストアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config-vrf)# address-family {ipv4 | ipv6} unicast

ステップ 5 VRFのインポートポリシーを次のように設定し、デフォルトVRFからプレフィックスをインポー
トします。
switch(config-vrf-af)# import vrf default [prefix-limit] maproute-map

prefix-limit：インポートできるルートの数を制限します。デフォルト値は 1000です。

route-map：インポートするルートマップを指定します。大文字と小文字の区別があり、最大 63
文字の英数字文字列を指定できます。

BGP VRF からデフォルト VRF へのルートのエクスポートの設定
非デフォルトの VRFからデフォルトの VRFにルートをエクスポートするには、次の手順を実行
します。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにします。

•正しい VDCを使用していることを確認します。

手順

ステップ 1 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 2 BGPをイネーブルにします。
switch(config)#feature bgp

ステップ 3 新しい VRFを作成し、VRFコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config)#vrf contextvrf-name

ステップ 4 IPv4/IPv6ユニキャストアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config-vrf)# address-family {ipv4 | ipv6} unicast
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ステップ 5 route-mapでフィルタリングして、非デフォルトのVRFからデフォルトのVRFに IPv4または IPv6
プレフィックスをエクスポートします。
switch(config-vrf-af)# export vrf default [prefix-limit] maproute-map

prefix-limit：グローバルテーブルの過負荷を回避するために、エクスポートできるルートの数を
制限します。デフォルト値は 1000です。

route-map：最大63文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。これによ
りルートマップを指定します。

ルートマップが存在しない場合、このコマンドは許可されますが、後でルートマップが作成され

てから処理されます。

次の例は、ルートマップBgpMapをデフォルトのVRFにエクスポートし、設定を確認する方法を
示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# feature bgp
switch(config)#vrf context vpn1
switch(config-vrf)# address-family ipv4 unicast
switch(config-vrf-af)# export vrf default 3 map BgpMap
switch(config-vrf-af)# exit
switch(config)#show bgp process vrf vpn1

Information regarding configured VRFs:

BGP Information for VRF vpn1
VRF Id : 3
VRF state : UP
Router-ID : 20.0.0.1
Configured Router-ID : 0.0.0.0
Confed-ID : 0
Cluster-ID : 0.0.0.0
No. of configured peers : 2
No. of pending config peers : 0
No. of established peers : 2
VRF RD : 100:1

Information for address family IPv4 Unicast in VRF vpn1
Table Id : 3
Table state : UP
Peers Active-peers Routes Paths Networks Aggregates
1 1 6 6 0 0

Redistribution
static, route-map allow

Export RT list:
100:1
1000:1

Import RT list:
100:1

Label mode: per-prefix
Aggregate label: 492287
Import default limit : 1000
Import default prefix count : 2
Import default map : allow
Export default limit : 1000
Export default prefix count : 3
Export default map : allow
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マルチプロトコル BGP の設定
複数のアドレスファミリ（IPv4および IPv6のユニキャストおよびマルチキャストルートを含む）
をサポートするようにMP-BGPを設定できます。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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

コンフィギュレーション

モードに入ります。

switch# configure terminalステッ

プ 1   

BGPモードを開始し、ロー
カルBGPスピーカに自律シ

switch(config)# router bgpas-numberステッ

プ 2   
ステム番号を割り当てま

す。

BGPルーティング用のネイ
バーコンフィギュレーショ

switch(config-router)#neighborip-addressremote-asas-numberステッ

プ 3   
ンモードを開始し、ネイ

バー IPアドレスを設定しま
す。

アドレスファミリコンフィ

ギュレーションモードを開

始します。

switch(config-router-neighbor)# address-family
{ipv4|ipv6|vpnv4|vpnv6} {unicast|multicast}

ステッ

プ 4   

（任意）

この設定変更を保存しま

す。

switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 5   

次に、ネイバーのマルチキャスト RPFに対して IPv4および IPv6ルートのアドバタイズおよび受
信をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8::1
switch(config-if)# router bgp 65535
switch(config-router)# neighbor 192.168.1.2 remote-as 35537
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 multicast
switch(config-router-neighbor-af)# exit
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv6 multicast
switch(config-router-neighbor-af)# copy running-config startup-config
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ポリシーベースのアドミニストレーティブディスタンスの設定

設定されたルートマップで説明されているポリシーに一致する外部 BGP（eBGP）と内部 BGP
（iBGP）の距離を設定できます。ルートマップで設定された距離は、一致するルートとともにユ
ニキャストRIBにダウンロードされます。BGPは最適パスを使用して、ユニキャストRIBテーブ
ルのネクストホップをダウンロードするときのアドミニストレーティブディスタンスを決定しま

す。ポリシーにmatch句または deny句がない場合、BGPは distanceコマンドで設定された距離ま
たはルートのデフォルトの距離を使用します。

ポリシーベースのアドミニストレーティブディスタンス機能は、2つの異なるルーティングプロ
トコルから同じ宛先に 2つ以上のルートが存在する場合に役立ちます。

はじめる前に

BGPをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

permitキーワードを使用して、IPパケッ
トまたはルートを照合するためのプレ

フィックスリストを作成します。

switch(config)# ip
prefix-listnameseqnumberpermitprefix-length

ステップ 2   

permitキーワードを使用してルートマッ
プを作成し、ルートマップコンフィギュ

switch(config)#
route-mapmap-tagpermitsequence-number

ステップ 3   

レーションモードを開始します。ルート

の一致基準がポリシー内で満たされると、

パケットはポリシーでルーティングされ

ます。

プレフィクスリストに基づいて IPv4ネッ
トワークルートを照合します。プレフィ

switch(config-route-map)#match ip address
prefix-listprefix-list-name

ステップ 4   

クスリスト名には最大 63文字の英数字
を使用できます。

ローカル自律システムから発信される内

部 BGP（iBGP）または外部 BGP
switch(config-route-map)# set distancevalueステップ 5   

（eBGP）ルートおよび BGPルートのア
ドミニストレーティブディスタンスを指

定します。範囲は 1～ 255です。
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目的コマンドまたはアクション

ルートマップコンフィギュレーション

モードを終了します。

switch(config-route-map)# exitステップ 6   

BGPモードを開始し、AS番号をローカ
ルの BGPスピーカに割り当てます。

switch(config)# router bgpas-numberステップ 7   

アドレスファミリコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config-router)# address-family {ipv4
| ipv6 | vpnv4 | vpnv6} unicast

ステップ 8   

BGPルートを RIBテーブルに転送する前
にそのルートのルートマップの選択的ア

switch(config-router-af)# table-mapmap-nameステップ 9   

ドミニストレーティブディスタンスを設

定します。テーブルマップ名には最大63
文字の英数字を使用できます。

VRFアドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードで

table-mapコマンドを設定する
こともできます。

（注）

（任意）

転送情報の配布を表示します。

switch(config-router-af)# show forwarding
distribution

ステップ 10   

（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)# copy running-config
startup-config

ステップ 11   

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。

BGP の調整
一連のオプションパラメータを使用することによって、BGP特性を調整できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ベストパスアルゴリズムを変更します。

オプションパラメータは次のとおりで

す。

switch(config-router)# bestpath
[always-compare-med | as-pathmultipath-relax
| compare-routerid | cost-community ignore |
med {confed |missing-as-worst |
non-deterministic}]

ステッ

プ 1   

• always-compare-med：異なる自律シ
ステムからのパスのMEDを比較し
ます。
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• as-pathmultipath-relax：異なる（た
だし長さが等しい）ASパスを持つプ
ロバイダー間でのロードシェアリン

グを許可します。このオプションを

指定しないと、ASパスはロードシェ
アリングの場合に同一である必要が

あります。

• compare-routerid：同一の eBGPパス
のルータ IDを比較します。

• cost-community ignore：BGP最良パ
スを計算する場合に、コストコミュ

ニティを無視します。BGPコストコ
ミュニティの詳細については、

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
MPLS Configuration Guide』の
「ConfiguringMPLSLayer 3VPNLoad
Balancing」の章を参照してくださ
い。

• med confed：コンフェデレーション
内を起点とするパス間でのみMED
比較を実行するよう bestpathを強制
します。

• med missing-as-worst：脱落MEDを
最上位MEDとして扱います。

• med non-deterministic：同じ自律シ
ステムからのパス間で、必ずしも最

適なMEDパスを選択しません。

ネイバー自律システムを eBGPのAS_path
属性で指定する最初のAS番号にします。

switch(config-router)# enforce-first-asステッ

プ 2   

ネイバーでステートが変化したときに、

システムメッセージを生成します。

switch(config-router)# log-neighbor-changesステッ

プ 3   

この BGPスピーカのルータ IDを手動で
設定します。

switch(config-router)# router-ididステッ

プ 4   

BGPタイマー値を設定します。オプショ
ンパラメータは次のとおりです。

switch(config-router)# timers
[bestpath-delaydelay | bgpkeepalive holdtime |
prefix-peer-timeouttimeout]

ステッ

プ 5   

• delay：再起動後の初期ベストパス
タイムアウト値。指定できる範囲は
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0～ 3600秒です。デフォルト値は
300です。

• keepalive：BGPセッションキープア
ライブタイム。指定できる範囲は 0
～ 3600秒です。デフォルト値は 60
です。

• holdtime：BGPセッションホールド
タイム。指定できる範囲は 0～ 3600
秒です。デフォルト値は 180です。

• timeout：プレフィックスピアタイ
ムアウト値。指定できる範囲は 0～
1200秒です。デフォルト値は 30で
す。

BGPのアドミニストレーティブディスタ
ンスを設定します。範囲は1～255です。
デフォルトの設定は次のとおりです。

switch(config-router-af)#
distanceebgp-distanceibgp-distancelocal-distance

ステッ

プ 6   

• ebgp-distance：20。

• ibgp-distance：200。

• local-distance：220。ローカルディ
スタンスは、集約廃棄ルートが RIB
に組み込まれている場合に、集約廃

棄ルートに使用するアドミニスト

レーティブディスタンスです。

このBGPピアを説明するストリングを設
定します。ストリングには最大80の英数
字を使用できます。

switch(config-router-neighbor)# descriptionstringステッ

プ 7   

メモリ不足状態によるシャットダウンか

らこの BGPネイバーを除外します。
switch(config-router-neighbor)# low-memory
exempt

ステッ

プ 8   

受動接続の確立だけが可能です。この

BGPスピーカは BGPピアへの TCP接続
switch(config-router-neighbor)# transport
connection-mode passive

ステッ

プ 9   
を開始しません。このコマンドの設定後、

BGPセッションを手動でリセットする必
要があります。

eBGPピアへの発信ルートアップデート
からプライベートAS番号を削除します。

remove-private-asステッ

プ 10   
このコマンドによって、BGPネイバー
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セッションの自動ソフトクリアまたはリ

フレッシュが開始されます。

このコマンドの詳細について

は、「拡張 BGPに関する注意
事項と制約事項」の項を参照し

てください。

（注）

ピアとのBGPセッション用に設定された
インターフェイスの送信元 IPアドレスを

switch(config-router-neighbor)#
update-sourceinterface-typenumber

ステッ

プ 11   
使用するように、BGPスピーカを設定し
ます。このコマンドによって、BGPネイ
バーセッションの自動通知およびセッ

ションリセットが開始されます。単一

ホップ iBGPピアでは、update-sourceが
設定されている場合に、高速外部フェー

ルオーバーをサポートします。

ベスト（アクティブ）ルートだけを BGP
ピアにアドバタイズします。このコマン

switch(config-router-neighbor)# suppress-inactiveステッ

プ 12   
ドによって、BGPネイバーセッションの
自動ソフトクリアまたはリフレッシュが

開始されます。

BGPピアへのデフォルトルートを作成し
ます。

switch(config-router-neighbor)# default-originate
[route-mapmap-name]

ステッ

プ 13   

着信または発信ルートアップデートに対

して、この BGPピアにASパスフィルタ
switch(config-router-neighbor)# filter-listlist-name
{in|out}

ステッ

プ 14   
リストを適用します。このコマンドによっ

て、BGPネイバーセッションの自動ソフ
トクリアまたはリフレッシュが開始され

ます。

着信または発信ルートアップデートに関

して、このBGPピアにプレフィックスリ
switch(config-router-neighbor)#
prefix-listlist-name {in|out}

ステッ

プ 15   
ストを適用します。このコマンドによっ

て、BGPネイバーセッションの自動ソフ
トクリアまたはリフレッシュが開始され

ます。

このBGPピアにコミュニティ属性を送信
します。このコマンドによって、BGPネ

switch(config-router-neighbor)# send-communityステッ

プ 16   
イバーセッションの自動ソフトクリアま

たはリフレッシュが開始されます。
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このBGPピアに拡張コミュニティ属性を
送信します。このコマンドによって、BGP

switch(config-router-neighbor)# send-community
extended

ステッ

プ 17   
ネイバーセッションの自動ソフトクリア

またはリフレッシュが開始されます。

グレースフルリスタートの設定

グレースフルリスタートを設定し、BGPに対してグレースフルリスタートヘルパー機能をイネー
ブルにできます。

はじめる前に

BGPをイネーブルにする必要があります。

VDCおよび VRFを作成します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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

コンフィギュレーションモードに入ります。switch# configure terminalステップ 1   

自律システム番号を設定して、新しいBGPプロ
セスを作成します。

switch(config)# router bgpas-numberステップ 2   

グレースフルリスタートおよびグレースフルリ

スタートヘルパー機能をイネーブルにします。

switch(config-router)# graceful-restartステップ 3   

このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっ

ています。

このコマンドによって、BGPネイバーセッショ
ンの自動通知およびセッションリセットが開始

されます。

グレースフルリスタートタイマーを設定しま

す。

switch(config-router)# graceful-restart
{restart-timetime|stalepath-timetime}

ステップ 4   

オプションパラメータは次のとおりです。

• restart-time：BGPピアに送信されたリス
タートの最大時間。指定できる範囲は 1～
3600秒です。デフォルトは 120です。
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• stalepath-time：BGPが再起動中の BGPピ
アからの古いルートを維持する最大時間。

指定できる範囲は1～3600秒です。デフォ
ルトは 300です。

このコマンドによって、BGPネイバーセッショ
ンの自動通知およびセッションリセットが開始

されます。

グレースフルリスタートヘルパー機能をイネー

ブルにします。このコマンドは、グレースフル

switch(config-router)#
graceful-restart-helper

ステップ 5   

リスタートをディセーブルにしていながら、グ

レースフルリスタートヘルパー機能はイネーブ

ルにする必要がある場合に使用します。このコ

マンドによって、BGPネイバーセッションの自
動通知およびセッションリセットが開始されま

す。

（任意）

BGPの設定を表示します。
switch(config-router)# show
running-config bgp

ステップ 6   

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config-router)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

次に、グレースフルリスタートをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# graceful-restart
switch(config-router)# copy running-config startup-config

仮想化の設定

VDCごとに 1つの BGPプロセスを設定できます。各 VDC内で複数の VRFを作成できます。ま
た、各 VRFで同じ BGPプロセスを使用できます。

はじめる前に

• BGPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

新しいVRFを作成し、VRFコンフィギュ
レーションモードを開始します。

switch(config)# vrf contextvrf-nameステップ 2   

VRFコンフィギュレーションモードを終
了します。

switch(config-vrf)# exitステップ 3   

自律システム番号を設定して、新しい

BGPプロセスを作成します。
switch(config)# router bgpas-numberステップ 4   

ルータVRFコンフィギュレーションモー
ドを開始し、この BGPインスタンスと
VRFを関連付けます。

switch(config-router)# vrfvrf-nameステップ 5   

リモート BGPピアの IPアドレスおよび
AS番号を設定します。

switch(config-router-vrf)#
neighborip-addressremote-asas-number

ステップ 6   

（任意）

この設定変更を保存します。

switch(config-router-neighbor-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

次に、VRFを作成し、VRFでルータ IDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context NewVRF
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# router bgp 65535
switch(config-router)# vrf NewVRF
switch(config-router-vrf)# neighbor 209.165.201.1 remote-as 65535
switch(config-router-vrf-neighbor)# copy running-config startup-config

拡張 BGP の設定の確認
BGPの設定を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

すべてのアドレスファミリに

ついて、BGP情報を表示しま
す。

show bgp all [summary] [vrf vrf-name]
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すべてのアドレスファミリに

ついて、BGP情報を表示しま
す。

show bgp convergence vrf vrf-name

BGPコミュニティと一致する
BGPルートを表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] community {regexp expression | [community]
[no-advertise] [no-export] [no-export-subconfed]} [vrf vrf-name]

BGPコミュニティリストと一
致する BGPルートを表示しま
す。

show bgp [vrf vrf-name] {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] community-list list-name [vrf
vrf-name]

BGP拡張コミュニティと一致
する BGPルートを表示しま
す。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] extcommunity {regexp expression | generic
[non-transitive | transitive] aa4:nn [exact-match]} [vrf vrf-name]

BGP拡張コミュニティリスト
と一致する BGPルートを表示
します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] extcommunity-list list-name [exact-match]}
[vrf vrf-name]

BGPルートダンプニングの情
報を表示します。ルートフラッ

プダンプニング情報を消去す

るには、clear bgp dampening
コマンドを使用します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] {dampening dampened-paths [regexp
expression]} [vrf vrf-name]

BGPルートヒストリパスを表
示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] history-paths [regexp expression] [vrf
vrf-name]

BGPフィルタリストの情報を
表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] filter-list list-name [vrf vrf-name]

BGPピアの情報を表示します。
これらのネイバーを消去するに

は、clear bgp neighborsコマン
ドを使用します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] neighbors [ip-address | ipv6-prefix] [vrf
vrf-name]

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 |
vpnv6} {unicast | multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] {nexthop
| nexthop-database} [vrf vrf-name]

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] {nexthop | nexthop-database} [vrf vrf-name]

BGPパス情報を表示します。show bgp paths

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
393

拡張 BGP の設定の確認



BGPポリシー情報を表示しま
す。ポリシー情報を消去するに

は、clear bgp policyコマンドを
使用します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] policy name [vrf vrf-name]

プレフィックスリストと一致

する BGPルートを表示しま
す。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] prefix-list list-name [vrf vrf-name]

ソフト再構成用に保管されてい

る BGPパスを表示します。
show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] received-paths [vrf vrf-name]

AS_path正規表現と一致する
BGPルートを表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] regexp expression [vrf vrf-name]

ルートマップと一致する BGP
ルートを表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |multicast}
[ip-address | ipv6-prefix] route-map map-name [vrf vrf-name]

BGPピアポリシー情報を表示
します。

show bgp peer-policy name [vrf vrf-name]

BGPピアセッション情報を表
示します。

show bgp peer-session name [vrf vrf-name]

BGPピアテンプレート情報を
表示します。ピアテンプレー

トのすべてのネイバーを消去す

るには、clear bgppeer-template
コマンドを使用します。

show bgp peer-template name [vrf vrf-name]

BGPプロセス情報を表示しま
す。

show bgp process

BGPのステータスと構成情報
を表示します。このコマンドに

は複数のオプションがありま

す。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Unicast
Routing Command Reference』を
参照してください。

show {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} bgp options
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BGPのステータスと構成情報
を表示します。このコマンドに

は複数のオプションがありま

す。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Unicast
Routing Command Reference』を
参照してください。

show {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6}mbgp options

現在実行中の BGPコンフィ
ギュレーションを表示します。

show running-configuration bgp

拡張 BGP 統計情報の表示
拡張 BGP統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

BGPルートフラップの統計情報を表示します。
これらの統計情報を消去するには、clear bgp
flap-statisticsコマンドを使用します。

show bgp {ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6} {unicast |
multicast} [ip-address | ipv6-prefix] flap-statistics
[vrf vrf-name]

すべてのピアのBGPセッションを表示します。
これらの統計情報を消去するには、clear bgp
sessionsコマンドを使用します。

show bgp sessions [vrf vrf-name]

BGP統計情報を表示します。show bgp statistics

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSUnicast Routing
Command Reference』

BGP CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDCおよび VRF
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RFC
TitleRFC

『Route Refresh Capability for BGP-4』 http://
www.faqs.org/rfcs/rfc2918.html

RFC 2918

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

BGP4-MIB

CISCO-BGP4-MIB

CISCO-BGP-MIBv2

拡張 BGP の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 26：拡張 BGP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

デフォルトVRFへのルートのエクスポー
トに対するサポートが追加されました。

7.3(0)D1(1)BGP

CISCO-BGP-MIBv2のサポートが追加さ
れました。

6.2(8)BGP

RFC5549のサポートが追加されました。6.2(8)BGP

この機能が導入されました。6.2(8)BGPネクストホップ非変
更

IPv6アドレスファミリの BFDサポート
が追加されました。

6.2(2)BGP
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機能情報リリース機能名

デフォルトのルートをアドバタイズする

ようにBGPを設定する機能が追加され、
default-information originateコマンドが
導入されました。

6.2(2)BGP

aggregate-addressコマンドによって抑制
されたルートをアドバタイズする機能が

追加されました。

6.2(2)BGP

この機能が導入されました。6.2(2)ポリシーベースのアドミニ

ストレーティブディスタ

ンス

この機能が導入されました。6.2(2)BGP条件付きルート注入

as-path multipath-relaxオプションが
bestpathコマンドに追加されました。

6.0(1)BGPASパスマルチパス緩
和

アウトバウンドルートマップを使用し

て、反映されたルートのネクストホップ

を設定するサポートが追加されました。

6.0(1)BGPアウトバウンドルー
トマップ

cost-community ignoreオプションが
bestpathコマンドに追加されました。

5.2(1)BGPコストコミュニティ
の無視

VPNアドレスファミリのサポートが追
加されました。

5.2(1)VPNアドレスファミリ

Release 5.0以降、変更はありません。5.1(1)BGP

BFDのサポートが追加されました。詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Interfaces Configuration Guide』を
参照してください。

5.0(2)BFD

BGPの最小ホールドタイムチェックが
8秒に短縮されました。

4.2(3)ISSU

BGPネクストホップアドレストラッキ
ングおよびフィルタリングのサポートが

追加されました。

4.2(1)ネクストホップアドレッ

シング

プレーンテキスト表記による4バイトの
AS番号のサポートが追加されました。

4.2(1)4バイトの AS番号
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機能情報リリース機能名

他のルートが BGPテーブルに存在する
かどうかに基づいて BGPルートを条件
付きでアドバタイズするサポートが追加

されました。

4.2(1)条件付きアドバタイズメン

ト

BGPプレフィックスピア設定のAS番号
の範囲のサポートが追加されました。

4.1(2)プレフィックスピアのダ

イナミック AS番号

この機能が導入されました。4.0(1)BGP
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第 13 章

RIP の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 399 ページ

• RIP情報, 400 ページ

• RIPのライセンス要件, 403 ページ

• RIPの前提条件, 403 ページ

• RIPに関する注意事項と制約事項, 403 ページ

• RIPパラメータのデフォルト設定, 403 ページ

• RIPの設定, 404 ページ

• RIPの設定の確認, 416 ページ

• RIP統計情報の表示, 417 ページ

• RIPの設定例, 417 ページ

• RIPの関連資料, 418 ページ

• RIPの標準, 418 ページ

• RIPの機能の履歴, 418 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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RIP 情報
RIPはユーザデータグラムプロトコル（UDP）データパケットを使用して、小規模なインター
ネットワークでルーティング情報を交換します。RIPv2は IPv4をサポートしています。RIPv2は、
RIPv2プロトコルがサポートしているオプションの認証機能を使用します。

Cisco NX-OSは RIPに対して IPv6をサポートしません。（注）

RIPでは次の 2種類のメッセージを使用します。

•要求：他の RIP対応ルータからのルートアップデートを要求するためにマルチキャストア
ドレス 224.0.0.9に送信されます。

•応答：デフォルトでは 30秒間隔で送信されます。ルータは、要求メッセージの受信後にも
応答メッセージを送信します。応答メッセージには、RIPルートテーブル全体が含まれま
す。RIPルーティングテーブルが 1つの応答パケットに収まらない場合、RIPは 1つの要求
に対して複数の応答パケットを送信します。

RIPは、ルーティングメトリックとしてホップカウントを使用します。ホップカウントは、パ
ケットが宛先に到達するまでに、通過できるルータの数です。直接接続されたネットワークのメ

トリックは 1です。到達不能なネットワークのメトリックは 16です。RIPはこのようにメトリッ
クの範囲が小さいので、大規模なネットワークに適したルーティングプロトコルではありませ

ん。

RIPv2 の認証
RIPメッセージに認証を設定して、ネットワークでの不正な、または無効なルーティング更新を
防止できます。CiscoNX-OSは簡易パスワードまたはMD5認証ダイジェストをサポートしていま
す。

認証キーのキーチェーン管理を使用することによって、インターフェイスごとに RIP認証を設定
できます。キーチェーン管理によって、MD5認証ダイジェストまたは単純テキストパスワード認
証で使用される認証キーの変更を制御できます。キーチェーンの作成の詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照してください。

MD5認証ダイジェストを使用するには、ローカルルータとすべてのリモートRIPネイバーが共有
するパスワードを設定します。Cisco NX-OSは、そのメッセージ自体と暗号化されたパスワード
に基づいてMD5一方向メッセージダイジェストを作成し、このダイジェストを RIPメッセージ
（要求または応答）とともに送信します。受信側の RIPネイバーは、同じ暗号パスワードを使用
して、ダイジェストを検証します。メッセージが変更されていない場合は、計算が一致し、RIP
メッセージは有効と見なされます。

MD5認証ダイジェストの場合はさらに、ネットワークでメッセージが再送されないように、各
RIPメッセージにシーケンス番号が組み込まれます。
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Split Horizon
スプリットホライズンを使用すると、ルートを学習したインターフェイスから RIPがルートをア
ドバタイズしないようにできます。

スプリットホライズンは、RIPアップデートおよびクエリーパケットの送信を制御する方法で
す。インターフェイス上でスプリットホライズンがイネーブルの場合、Cisco NX-OSはそのイン
ターフェイスから学習した宛先にはアップデートパケットを送信しません。この方法でアップ

デートパケットを制御すると、ルーティングループの発生する可能性が小さくなります。

ポイズンリバースを指定してスプリットホライズンを使用すると、ルートを学習したインター

フェイス経由では到達不能であると RIPが学習したルートをアドバタイズするように、インター
フェイスを設定できます。

図 38：スプリットホライズンポイズンリバースがイネーブルになっている RIP ネットワークの例

RouterCはルートXについて学習し、そのルートをRouterBにアドバタイズします。次に、Router
Bは Router AにルートXをアドバタイズしますが、ルートX到達不能アップデートを Router Cに
返送します。

デフォルトでは、スプリットホライズンはすべてのインターフェイスでイネーブルになっていま

す。

ルートのフィルタリング

RIP対応インターフェイスにルートポリシーを設定すると、RIPアップデートをフィルタリング
できます。Cisco NX-OSは、ルートポリシーで許可されたルートだけを使用して、ルートテーブ
ルをアップデートします。

ルート集約

指定したインターフェイスに複数のサマリー集約アドレスを設定できます。ルート集約を使用す

ると、固有性の強い一連のアドレスをすべての固有アドレスを代表する 1つのアドレスに置き換
えることによって、ルートテーブルを簡素化できます。たとえば、10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、およ
び 10.1.3.0/24というアドレスを 1つの集約アドレス 10.1.0.0/16に置き換えることができます。

RIPはルーティングテーブルに含まれている固有性の強いルートが多いほど、固有性の強いルー
トの最大メトリックと同じメトリックのインターフェイスからのサマリーアドレスをアドバタイ

ズします。
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Cisco NX-OSは、自動ルート集約をサポートしていません。（注）

ルートの再配布

RIPを使用すると、スタティックルートや他のプロトコルからのルートを再配布できます。再配
布を指定したルートマップを設定して、どのルートが RIPに渡されるかを制御する必要がありま
す。ルートポリシーを使用すると、宛先、送信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタグなど

の属性に基づいて、ルートをフィルタリングできます。詳細については、Route Policy Managerの
設定, （475ページ）を参照してください。

RIPルーティングドメインにルートを再配布しても、デフォルトでは Cisco NX-OSがそのつど、
RIPルーティングドメインにデフォルトルートを再配布することはありません。RIPにデフォル
トルートを生成し、ルートポリシーでそのルートを制御できます。

RIPにインポートされたすべてのルートに使用する、デフォルトのメトリックも設定できます。

ロードバランシング

ロードバランシングを使用すると、ルータは、宛先アドレスから等距離内にあるすべてのルータ

のネットワークポートにトラフィックを分散できます。ロードバランシングは、ネットワーク

セグメントの使用率を向上させ、有効ネットワーク帯域幅を増加させます。

Cisco NX-OSは、等コストマルチパス（ECMP）機能をサポートします。RIPルートテーブルお
よびユニキャスト RIBの等コストパスは最大 16です。これらのパスの一部または全部でトラ
フィックのロードバランシングが行われるように、RIPを設定できます。

RIP のハイアベイラビリティ
CiscoNX-OSは、RIPのステートレスリスタートをサポートしています。リブートまたはスーパー
バイザスイッチオーバー後に、Cisco NX-OSが実行コンフィギュレーションを適用し、RIPがた
だちに要求パケットを送信して、ルーティングテーブルに再入力します。

仮想化のサポート

Cisco NX-OSは、同じシステム上で動作する複数の RIPプロトコルインスタンスをサポートして
います。RIPは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートします。VRFは
仮想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。

VDCで設定できる RIPインスタンスは、最大 4つです。デフォルトでは、Cisco NX-OSのデフォ
ルトの VDCとデフォルトの VRFが使用されます（別の VDCや VRFを特に設定しない限り）。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。
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RIP のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

RIP の前提条件
• RIPをイネーブルにする必要があります。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照）。

RIP に関する注意事項と制約事項
• CiscoNX-OSはRIPv1をサポートしていません。RIPv1を受信した場合、CiscoNX-OSはメッ
セージを記録してパケットをドロップします。

• Cisco NX-OSは、RIPv1ルータとの隣接関係を確立しません。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

RIP パラメータのデフォルト設定

デフォルトの RIP パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

8ロードバランシングを行う最大パス数

ディセーブルRIP機能

イネーブルスプリットホライズン
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RIP の設定

RIP のイネーブル化

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

RIP機能をイネーブルにします。switch(config)# [no] feature ripステップ 2   

この機能をディセーブルにするには、このコマン

ドの no形式を使用します。

（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 3   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

（任意）

イネーブル化された機能とディセーブル化された

機能を表示します。

switch(config)# show featureステップ 4   

次の例では、RIPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# feature rip
switch(config)# copy running-config startup-config

RIP インスタンスの作成
RIPインスタンスを作成し、そのインスタンスのアドレスファミリを設定できます。

はじめる前に

RIPをイネーブルにする必要があります。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

インスタンスタグを設定して、新しい RIPインス
タンスを作成します。

switch(config)# [no] router rip
instance-tag

ステップ 2   

この機能をディセーブルにするには、このコマンド

の no形式を使用します。

インターフェイスモードで設定した RIP
コマンドを削除することも必要です。

（注）

この RIPインスタンスのアドレスファミリを設定
し、アドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config-router)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3   

（任意）

すべてのRIPインスタンスのRIP要約情報を表示し
ます。

switch(config-router-af)# show
ip rip [instance instance-tag]
[vrf vrf-name]

ステップ 4   

（任意）

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

で、RIPのアドミニストレーティブディスタンスを
設定します。範囲は 1～ 255です。

switch(config-router-af)#
distance value

ステップ 5   

（任意）

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

で、RIPがルートテーブルに維持する等コストパ

switch(config-router-af)#
maximum-paths number

ステップ 6   

スの最大数を設定します。指定できる範囲は 1～
16です。

（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-router-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

次の例は、IPv4に対応するRIPインスタンスを作成し、ロードバランシング用の等コストパスの
数を設定する方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# router rip Enterprise
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# max-paths 10
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config
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RIP インスタンスの再起動
RIPインスタンスを再起動し、そのインスタンスに関連するすべてのネイバーを削除できます。

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   

RIPインスタンスを再起動し、すべてのネイバー
を削除します。

switch(config)# restart rip
instance-tag

ステップ 2   

（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 3   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次の例は、RIPインスタンスを再起動します。
switch # configure terminal
switch(config)# restart rip Enterprise
switch(config)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの RIP の設定

はじめる前に

• RIPをイネーブルにする必要があります。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

このインターフェイスを RIPインスタンス
に関連付けます。

switch(config-if)# ip router rip
instance-tag

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

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

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。

（任意）

インターフェイスのRIP情報を表示します。
switch(config-if)# show ip rip
[instance instance-tag] interface
[interface-type slot/port] [vrf vrf-name]
[detail]

ステップ 5   

次の例は、イーサネットインターフェイスに RIPを設定します。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip router rip Enterprise
switch(config-if)# show ip rip Enterprise ethernet 1/2
switch(config-if)# copy running-config startup-config

RIP 認証の設定
インターフェイスに RIPパケットの認証を設定できます。

はじめる前に

• RIPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

•認証をイネーブルにする前に、必要に応じてキーチェーンを設定します。キーチェーンの実
装の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照し
てください。

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

クリアテキストまたはMD5認証ダイジェスト
として、このインターフェイスにおけるRIP認
証タイプを設定します。

switch(config-if)# ip rip
authentication mode {text |md5}

ステップ 3   

このインターフェイス上でRIPに使用する認証
キーを設定します。

switch(config-if)# ip rip
authentication keychain key

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-if)# 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。

次の例は、キーチェーンを作成して、RIPインターフェイスにMD5認証を設定します。
switch# configure terminal
switch(config)# key chain RIPKey
switch(config)# key-string myrip
switch(config)# accept-lifetime 00:00:00 Jan 01 2000 infinite
switch(config)# send-lifetime 00:00:00 Jan 01 2000 infinite
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip rip authentication mode md5
switch(config-if)# ip rip authentication keychain RIPKey
switch(config-if)# copy running-config startup-config

パッシブインターフェイスの設定

RIPインターフェイスをパッシブモードに設定することによって、ルートは受信するが、ルート
更新の送信は行わないように RIPインターフェイスを設定できます。インターフェイスコンフィ
ギュレーションモードで、RIPインターフェイスをパッシブモードに設定できます。

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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

インターフェイスを受動モードに設定します。switch(config-if)# ip rip
passive-interface

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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

レーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

次の例は、RIPインターフェイスをパッシブモードに設定します。

switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip rip passive-interface
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ポイズンリバースを指定したスプリットホライズンの設定

インターフェイスの設定でポイズンリバースをイネーブルにすると、RIPが学習したルートにつ
いて、ルートを学習したインターフェイス経由では到達不能であることをアドバタイズできます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを使用して、ポイズンリバースによるスプリッ

トホライズンをインターフェイスに設定できます。

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

ポイズンリバースを指定してスプリットホライズ

ンをイネーブルにします。ポイズンリバースを指

switch(config-if)# ip rip
poison-reverse

ステップ 3   

定したスプリットホライズンは、デフォルトで

ディセーブルです。

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

次の例は、RIPインスタンスを再起動します。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip rip poison-reverse
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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ルート集約の設定

ルーティングテーブルでサマリーアドレスによって表される集約アドレスを作成できます。Cisco
NX-OSは、固有性の強いすべてのルートの中でメトリックが最小のサマリーアドレスメトリッ
クをアドバタイズします。インターフェイスにサマリーアドレスを設定するには、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードを使用します。

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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

IPv4アドレスに対応する RIP用のサマリーア
ドレスを設定します。

switch(config-if)# ip rip
summary-address
ip-prefix/mask-len

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-if)# 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。

次の例は、RIPインスタンスを再起動します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip router rip summary-address 192.0.2.0/24
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ルートの再配布の設定

別のルーティングプロトコルからのルーティング情報を受け入れて、RIPネットワークを通じて
その情報を再配布するように、RIPを設定できます。再配布されたルートを任意で、デフォルト
ルートとして割り当てることができます。

はじめる前に

• RIPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

•再配布を設定する前に、ルートマップを設定します。
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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   

インスタンスタグを設定して、新しい RIP
インスタンスを作成します。

switch(config)# router rip instance-tagステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config-router)# address-family
ipv4 unicast

ステップ 3   

他のプロトコルからのルートを RIPに再配
布します。

switch(config-router-af)# redistribute
{bgp as | direct | eigrp | isis | ospf |
ospfv3 | rip} instance-tag | static}
route-map map-name

ステップ 4   

（任意）

RIPにデフォルトルートを生成し、必要に
応じてルートマップにより制御します。

switch(config-router-af)#
default-information originate [always]
[route-map map-name]

ステップ 5   

（任意）

再配布されたすべてのルートにデフォルト

メトリックを設定します。指定できる範囲

は 1～ 15です。デフォルトは 1です。

switch(config-router-af)# default-metric
value

ステップ 6   

（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

switch(config-router-af)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

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。

（任意）

RIPのルートを表示します。
switch(config-router-af)# show ip rip
route [ip-prefix [longer-prefixes |
shorter-prefixes]] [vrf vrf-name]
[summary]

ステップ 8   

EIGRPを RIPに再配布する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router rip Enterprise
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-af)# redistribute eigrp 201 route-map RIPmap
switch(config-router-af)# copy running-config startup-config

Cisco IOS RIP との互換性のための Cisco NX-OS RIP の設定
Cisco NX-OS Release 6.1以降では、ルートがアドバタイズされ処理される方法で Cisco IOS RIPの
ように動作するように Cisco NX-OS RIPを設定できます。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
411

RIP の設定



直接接続されたルートが、Cisco NX-OS RIPではコスト 1として処理され、Cisco IOS RIPではコ
スト 0として処理されます。ルートが Cisco NX-OS RIPでアドバタイズされる場合、受信デバイ
スはすべての受信ルートに +1の最小のコストを増加し、ルーティングテーブルにルートをイン
ストールします。Cisco IOS RIPにおいて、このコストの増加は送信側ルータで実行され、受信側
ルータは変更なしでルートをインストールします。Cisco NX-OSおよびCisco IOSデバイスの両方
が連携しているときに、この動作の違いにより問題が発生する可能性があります。Cisco IOS RIP
と同じ方法でルートをアドバタイズして処理するようにCiscoNX-OSRIPを設定することにより、
これらの互換性の問題を回避できます。

はじめる前に

• RIPをイネーブルにする必要があります。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

インスタンスタグを設定して、新しいRIPインスタン
スを作成します。インスタンスタグには 100、201、
または 20文字までの英数字を入力できます。

switch(config)# router rip
instance-tag

ステップ 2   

ルートがアドバタイズされ、処理される方法で Cisco
IOS RIPと Cisco NX-OS RIPが互換性を持つようにす

switch(config-router)# [no]
metric direct 0

ステップ 3   

るため、直接接続するルータすべてをデフォルトであ

るコスト 1の代わりにコスト 0で設定します。

このコマンドは、Cisco IOSデバイスを含む
RIPネットワークに存在するすべての Cisco
NX-OSデバイスで設定する必要があります。

（注）

（任意）

現在実行中のRIPコンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-router)# show
running-config rip

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することにより、リブー

switch(config-router)# copy
running-config startup
config

ステップ 5   

トやリスタート後も変更が永続的に保存されるように

します。
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次の例は、コスト 0からコスト 1にすべての直接ルートを返すことによって、Cisco IOS RIPと
Cisco NX-OS RIPとの互換性をディセーブルにする方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# router rip 100
switch(config-router)# no metric direct 0
switch(config-router)# show running-config rip
switch(config-router)# copy running-config startup-config

仮想化の設定

VDCごとに複数の RIPインスタンスを設定できます。また、複数のVRFを各VDC内に作成し、
各 VRFで同じまたは複数の RIPインスタンスを使用することもできます。VRFに RIPインター
フェイスを割り当てます。

インターフェイスの VRFを設定した後に、インターフェイスの他のすべてのパラメータを設
定します。インターフェイスの VRFを設定すると、インターフェイスのすべての設定が削除
されます。

（注）

はじめる前に

• RIPをイネーブルにする必要があります。

• VDCを作成します。

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   

新しい VRFを作成します。switch(config)# vrf vrf-nameステップ 2   

VRFコンフィギュレーションモードを終了
します。

switch(config-vrf)# exitステップ 3   

instance tagを設定して、新しい RIPインスタ
ンスを作成します。

switch(config)# router rip
instance-tag

ステップ 4   

新しいVRFを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config-router)# vrf vrf-nameステップ 5   

（任意）

（任意）この RIPインスタンスの VRFアド
レスファミリを設定します。

switch(config-router-vrf)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

他のプロトコルからのルートをRIPに再配布
します。

switch(-router-vrf-af)# redistribute
{bgp as | direct | {eigrp | isis | ospf
| ospfv3 | rip} instance-tag | static}
route-map map-name

ステップ 7   

Route Policy Managerの設定, （475ページ）
を参照してください。

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config-router-vrf-af)#
interface ethernet slot/port

ステップ 8   

そのインターフェイスを、レイヤ 3ルーテッ
ドインターフェイスとして設定します。

switch(config-if)# no switchportステップ 9   

このインターフェイスをVRFに追加します。switch(config-if)# vrf member
vrf-name

ステップ 10   

このインターフェイスの IPアドレスを設定
します。このステップは、このインターフェ

switch(config-if)# ip-address
ip-prefix/length

ステップ 11   

イスを VRFに割り当てた後に実行してくだ
さい。

このインターフェイスをRIPインスタンスに
関連付けます。

switch(config-if)# ip router rip
instance-tag

ステップ 12   

（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

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 13   

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。

（任意）

VRFのインターフェイスに関するRIP情報を
表示します。

switch(config-if)# show ip rip
[instance instance-tag] interface
[interface-type slot/port] [vrf
vrf-name]

ステップ 14   

次に、VRFを作成して、その VRFにインターフェイスを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context RemoteOfficeVRF
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# router rip Enterprise
switch(config-router)# vrf RemoteOfficeVRF
switch(config-router-vrf)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-vrf-af)# redistribute eigrp 201 route-map RIPmap
switch(config-router-vrf-af)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# vrf member RemoteOfficeVRF
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/16
switch(config-if)# ip router rip Enterprise
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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RIP の調整
ネットワーク要件に適合するように RIPを調整できます。RIPでは複数のタイマーを使用して、
ルーティングアップデート間隔、ルートが無効になるまでの時間の長さ、およびその他のパラ

メータを決定します。これらのタイマーを調整すると、インターネットワークのニーズに適合す

るように、ルーティングプロトコルのパフォーマンスを調整できます。

ネットワーク上のすべてのRIP対応ルータで、RIPタイマーに同じ値を設定する必要がありま
す。

（注）

はじめる前に

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

これは、アドレスファミリコンフィギュレーショ

ンモードで設定されます。

（注）

RIPタイマーを秒数で設定します。パラメータは次のとお
りです。

switch(config-router-af)#
timers basic update
timeout holddown
garbage-collection

ステップ 1   

• update：指定できる範囲は 5～任意の正の整数。デ
フォルトは 30です。

• timeout：ルートが無効であることを宣言するまでに、
CiscoNX-OSが待機する時間。タイムアウトインター
バルが終了するまでに、このルートのアップデート情

報をCiscoNX-OSが受信しなかった場合、CiscoNX-OS
はルートの無効を宣言します。指定できる範囲は1～
任意の正の整数です。デフォルトは 180です。

• holddown：無効ルートに関するより有用なルート情報
を Cisco NX-OSが無視する時間。指定できる範囲は 0
～任意の正の整数です。デフォルトは 180です。

• garbage-collection：Cisco NX-OSによってルートが無
効であることが示されてから、CiscoNX-OSによって
そのルートがルーティングテーブルから削除される

までの時間。指定できる範囲は1～任意の正の整数で
す。デフォルトは 120です。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを終了

します。

switch(config-router-af)#
exit

ステップ 2   

ルータコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-router)# exitステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch(config)# interface
type number

ステップ 4   

（任意）

これは、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで設定されます。

（注）

このインターフェイスで受信する各ルータのメトリックに

値を追加します。指定できる範囲は 1～ 15です。デフォ
ルトは 1です。

switch(config-if)# ip rip
metric-offset value

ステップ 5   

（任意）

これは、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで設定されます。

（注）

着信または発信RIPアップデートをフィルタリングするた
めの、ルートマップを指定します。

switch(config-if)# ip rip
route-filter {prefix-list
list-name | route-map
map-name | [in | out]

ステップ 6   

次の例は、RIPの調整方法を示しています。
switch(config-router-af)# timers basic 40 120 120 100
switch(config-router-af)# exit
switch(config-router)# exit
switch(config)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip rip metric-offset 10
switch(config-if)# ip rip route-filter route-map InputMap in

RIP の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

RIPインスタンスの状態を表示します。show ip rip instance [instance-tag] [vrf vrf-name]

インターフェイスのRIPステータスを表示しま
す。

show ip rip [instance instance-tag] interface
slot/port detail [vrf vrf-name]

RIPネイバーテーブルを表示します。show ip rip [instance instance-tag] neighbor
[interface-type number] [vrf vrf-name]
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目的コマンド

RIPルートテーブルを表示します。show ip rip [instance instance-tag] route
[ip-prefix/length [longer-prefixes | shorter-prefixes]]
[summary] [vrf vrf-name]

現在実行中のRIPコンフィギュレーションを表
示します。

show running-configuration rip

RIP 統計情報の表示
RIP統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

RIPポリシーステータスを表示します。

ポリシーの統計情報を消去するには、clear ip
rip policyコマンドを使用します。

show ip rip [instance instance-tag] policy statistics
redistribute {bgp as | direct | {eigrp | isis | ospf |
ospfv3 | rip} instance-tag | static} [vrf vrf-name]

RIPの統計情報を表示します。

RIP統計情報を消去するには clear ip rip statistics
コマンドを使用します。

show ip rip [instance instance-tag] statistics
interface-type number] [vrf vrf-name]

ポリシーの統計情報を消去するには、clear ip rip policyコマンドを使用します。

RIP統計情報を消去するには clear ip rip statisticsコマンドを使用します。

RIP の設定例
次の例は、VRFで Enterprise RIPインスタンスを作成し、その RIPインスタンスにイーサネット
インターフェイス 1/2を追加します。さらに、enthernet interface 1/2の認証を設定し、この RIPド
メインに EIGRPを再配布します。
vrf context NewVRF
!
feature rip
router rip Enterprise
vrf NewVRF
address-family ip unicast
redistribute eigrp 201 route-map RIPmap
max-paths 10

!
interface ethernet 1/2
vrf NewVRF
ip address 192.0.2.1/16
ip router rip Enterprise
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication keychain RIPKey
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•

RIP の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

RIP CLI

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDCおよび VRF

RIP の標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

RIP の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

Cisco NX-OS RIPを、ルートがアドバタ
イズされ処理される方法でCisco IOSRIP
と互換性を持って動作するよう設定する

機能が追加されました。

6.1(1)RIP

この機能が導入されました。4.0(1)RIP
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第 14 章

スタティックルーティングの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 419 ページ

• スタティックルーティングについて, 420 ページ

• スタティックルーティングのライセンス要件, 423 ページ

• スタティックルーティングの前提条件, 423 ページ

• スタティックルーティングに関する注意事項と制約事項, 423 ページ

• スタティックルーティングパラメータのデフォルト設定, 423 ページ

• スタティックルーティングの設定, 424 ページ

• スタティックルーティングの設定確認, 430 ページ

• スタティックルーティングの関連資料, 431 ページ

• スタティックルーティングの機能の履歴, 431 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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スタティックルーティングについて

ルータは、ユーザが手動で設定したルートテーブルエントリのルート情報を使用するか、または

ダイナミックルーティングアルゴリズムで計算されたルート情報を使用して、パケットを転送し

ます。

スタティックルートは、2つのルータ間の明示パスを定義するものであり、自動的にはアップデー
トされません。ネットワークに変更があった場合は、ユーザが手動でスタティックルートを再設

定する必要があります。スタティックルートは、ダイナミックルートに比べて使用する帯域幅が

少なくなります。ルーティングアップデートの計算や分析に CPUサイクルを使用しません。

必要に応じて、スタティックルートでダイナミックルートを補うことができます。スタティック

ルートをダイナミックルーティングアルゴリズムに再配布できますが、ダイナミックルーティ

ングアルゴリズムで計算されたルーティング情報をスタティックルーティングテーブルに再配

布できません。

スタティックルートは、ネットワークトラフィックが予測可能で、ネットワーク設計が単純な環

境で使用します。スタティックルートはネットワークの変化に対応できないので、大規模でたえ

ず変化しているネットワークでは、スタティックルートを使用すべきではありません。大部分の

ネットワークは、ルータ間の通信にダイナミックルートを使用しますが、特殊な状況でスタティッ

クルートを 1つか 2つ設定する場合があります。スタティックルートは、最終手段としてのゲー
トウェイ（ルーティング不能なすべてのパケットの送信先となるデフォルトルータ）を指定する

場合にも便利です。

アドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスは、2つの異なるルーティングプロトコルから同じ宛先
に、2つ以上のルートが存在する場合に、最適なパスを選択するために、ルータが使用するメト
リックです。複数のプロトコルがユニキャストルーティングテーブルに同じルートを追加した場

合に、アドミニストレーティブディスタンスを手がかりに、他のルーティングプロトコル（また

はスタティックルート）ではなく、特定のルーティングプロトコル（またはスタティックルー

ト）が選択されます。各ルーティングプロトコルは、アドミニストレーティブディスタンス値を

使用して、信頼性の高い順にプライオリティが与えられます。

スタティックルートのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスは 1です。ルータは値
の小さいルートが最短であると見なすので、スタティックルートがダイナミックルートより優先

されます。ダイナミックルートでスタティックルートを上書きする場合は、スタティックルー

トにアドミニストレーティブディスタンスを指定します。たとえば、アドミニストレーティブ

ディスタンスが 120のダイナミックルートが 2つある場合に、ダイナミックルートでスタティッ
クルートを上書きするには、スタティックルートに120より大きいアドミニストレーティブディ
スタンスを指定します。

直接接続のスタティックルート

直接接続のスタティックルートでは、出力インターフェイス（あらゆるパケットを宛先ネット

ワークに送り出すインターフェイス）のみを指定する必要があります。ルータは宛先が出力イン
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ターフェイスに直接接続されているものと見なし、パケットの宛先をネクストホップアドレスと

して使用します。ネクストホップは、ポイントツーポイントインターフェイスの場合に限り、イ

ンターフェイスにできます。ブロードキャストインターフェイスの場合は、ネクストホップを

IPv4または IPv6アドレスにする必要があります。

完全指定のスタティックルート

完全指定のスタティックルートでは、出力インターフェイス（あらゆるパケットを宛先ネット

ワークに送り出すインターフェイス）またはネクストホップアドレスのどちらかを指定する必要

があります。完全指定のスタティックルートを使用できるのは、出力インターフェイスがマルチ

アクセスインターフェイスで、ネクストホップアドレスを特定する必要がある場合です。ネクス

トホップアドレスは、指定された出力インターフェイスに直接接続する必要があります。

フローティングスタティックルート

フローティングスタティックルートは、ダイナミックルートをバックアップするためにルータ

が使用するスタティックルートです。フローティングスタティックルートには、バックアップ

するダイナミックルートより大きいアドミニストレーティブディスタンスを設定する必要があり

ます。この場合、ルータはフローティングスタティックルートよりダイナミックルートを優先

させます。フローティングスタティックルートは、ダイナミックルートが失われた場合の代用

として使用できます。

デフォルトでは、ルータはダイナミックルートよりスタティックルートを優先させます。ス

タティックルートの方がダイナミックルートより、アドミニストレーティブディスタンスが

小さいからです。

（注）

スタティックルートのリモートネクストホップ

リモート（非直接接続）ネクストホップを指定したスタティックルートの場合、ルータに直接接

続されていないネイバールータのネクストホップアドレスを指定できます。データ転送時に、ス

タティックルートにリモートネクストホップがあると、そのネクストホップがユニキャストルー

ティングテーブルで繰り返し使用され、リモートネクストホップに到達可能な、対応する直接接

続のネクストホップ（複数可）が特定されます。

オブジェクトトラッキングを導入した信頼性が高いスタティックルーティングの

バックアップ

プライマリゲートウェイへの回路が中断された場合に、代替ポートからバックアップ接続を開始

するように、Cisco NX-OSを設定できます。インターネット回線の障害やピアデバイスの障害な
どの特定の致命的なイベント発生時に、信頼性の高い導入のバックアップを確保できます。
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オブジェクトトラッキングを使用した信頼性の高いスタティックルーティングバックアップに

より、ダイナミックルーティングプロトコルをイネーブルにする必要なくプライマリ接続の状態

を判定できます。また、バックアップ回路を自動的に実行させることなく、ダウンしてはならな

い重要な回路に使用できる信頼性の高いバックアップソリューションが提供されます。

一般的なシナリオでは、リモートルータのプライマリインターフェイスは、リモート LANから
本社にトラフィックを転送します。ルータが本社との接続を失うと、追跡対象オブジェクトのス

テータスはアップからダウンに変化します。この変化が発生すると、ルータはプライマリイン

ターフェイスのルーティングテーブルエントリを削除し、セカンダリインターフェイスに事前

構成済みのフローティングスタティックルートをインストールします。次に、ルータのセカンダ

リインターフェイスが事前設定された宛先にトラフィックを転送します。バックアップ回路はイ

ンターネットを使用するために設定できます。トラッキング対象オブジェクトのステータスがダ

ウンからアップに変化すると、ルータはプライマリインターフェイスのルーティングテーブル

エントリを再インストールし、セカンダリインターフェイスのフローティングスタティックルー

トを削除します。

IP サービスレベル契約

この機能は、ネットワークモニタリング機能セットである IPサービスレベル契約（IP SLA）を
使用し、プライマリゲートウェイへの接続状態をモニタするための ICMP pingを生成します。IP
SLAは、社内ネットワーク内の公的にルーティング可能な IPアドレスまたはターゲットなどの
ターゲットに pingするために設定されます。pingはプライマリインターフェイスからのみルー
ティングされます。トラックオブジェクトは、IPSLA設定のステータスをモニタするために作成
されます。トラックオブジェクトは、状態の変化が発生した場合に、スタティックルートである

クライアントに通知します。セカンダリインターフェイスの事前構成済みフローティングスタ

ティックルートは、状態がアップからダウンに変化したときにインストールされます。

ユーザデータグラムプロトコル（UDP）エコー、または IP SLAでサポートされる他のプロト
コルが ICMP pingの代わりに使用できます。

（注）

IP SLAの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』を参照し
てください。

BFD
この機能では、双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートします。BFDは、転送パスの障
害を高速で検出することを目的にした検出プロトコルです。BFDは 2台の隣接デバイス間のサブ
セカンド障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上のデータプレーンに
分散できるため、プロトコルhelloメッセージよりもCPUを使いません。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。
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仮想化のサポート

スタティックルートは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしていま
す。VRFは仮想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。デフォルトでは、Cisco NX-OS
のデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます（特に別の VDCや VRFを設定し
ない限り）。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

スタティックルーティングのライセンス要件

この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

スタティックルーティングの前提条件

スタティックルートのネクストホップアドレスが到達不能な場合、そのスタティックルートは

ユニキャストルーティングテーブルに追加されません。

スタティックルーティングに関する注意事項と制約事項

•スタティックルートのネクストホップアドレスとしてインターフェイスを指定できるのは、
総称ルーティングカプセル化（GRE）トンネルなどのポイントツーポイントインターフェ
イスの場合に限られます。

•スタティックルートの前方参照は、トラックオブジェクトではサポートされません。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

スタティックルーティングパラメータのデフォルト設定

デフォルトのスタティックルーティングパラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

1アドミニストレーティブディスタンス

ディセーブルRIP機能

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
423

スタティックルーティングのライセンス要件



スタティックルーティングの設定

IPv4 のスタティックルートの設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

スタティックルートおよびこのスタティックルート

用のインターフェイスを設定します。?を使用する
switch(config)# ip route
{ip-prefix | ip-addr/ip-mask}
{[next-hop | nh-prefix] | [interface

ステップ 2   

と、サポートされているインターフェイスのリスト
next-hop | nh-prefix]} [tag
tag-value] [pref] が表示されます。null0を使用すると、ヌルインター

フェイスを指定できます。任意でネクストホップア

ドレスを設定できます。preference値を使用して、ア
ドミニストレーティブディスタンスを設定します。

範囲は 1～ 255です。デフォルトは 1です。

（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 3   

（任意）

スタティックルートの情報を表示します。

switch(config)# show ip
static-route

ステップ 4   

設定例

ヌルインターフェイスのスタティックルートを設定します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip static-route 1.1.1.1/32 null 0
switch(config)# copy running-config startup-config

スタティックルートを削除するには、no ip static-routeコマンドを使用します。
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IPv6 のスタティックルートの設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

スタティックルートおよびこのスタティックルー

ト用のインターフェイスを設定します。?を使用す
switch(config)# ipv6
routeip6-prefix {nh-prefix |
link-local-nh-prefix} | {nh-prefix

ステップ 2   

ると、サポートされているインターフェイスのリス
[interface] | link-local-nh-prefix

トが表示されます。null 0を使用すると、ヌルイン[interface]} [namenexthop-name]
[tagtag-value] [pref] ターフェイスを指定できます。任意でネクストホッ

プアドレスを設定できます。preference値を使用し
て、アドミニストレーティブディスタンスを設定

します。範囲は 1～ 255です。デフォルトは 1で
す。

（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 3   

（任意）

スタティックルートの情報を表示します。

switch(config)# show ipv6
static-route

ステップ 4   

次の例では、IPv6のスタティックルートを設定しています。
switch# configure terminal
switch(config)# ipv6 route 2001:0DB8::/48 6::6 null 0

VLAN を介したスタティックルートの設定
スイッチ仮想インターフェイス（SVI）とも呼ばれる、VLANを介したネクストホップのサポー
トなしでスタティックルートを設定できます。

はじめる前に

アクセスポートが VLANの一部であることを確認します。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
425

スタティックルーティングの設定



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   

VLANインターフェイスモードをイネー
ブルにします。

switch(config)# feature interface-vlanステップ 2   

スイッチ仮想インターフェイス（SVI）
を作成して、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface vlanvlan-idステップ 3   

vlan-id引数の範囲は 1～ 4094です。ただ
し、内部スイッチ用に予約されている

VLANは除きます。

VLANの IPアドレスを設定します。switch(config-if)# ip addressip-addr/lengthステップ 4   

SVI上のネクストホップなしでインター
フェイスのスタティックルートを追加し

ます。

switch(config-if)# ip
routeip-addr/lengthvlan-id

ステップ 5   

IPアドレスは、スイッチに接続されたイ
ンターフェイスで設定されるアドレスで

す。

（任意）

VLANインターフェイスを経由する /32
スタティックルートを設定する場合は、

switch(config-if)# ip
routeip-addr/lengthvlan-idnext-hop-ip-address

ステップ 6   

明示的なネクストホップアドレスを設定

します。

IPアドレスは、スイッチに接続されたイ
ンターフェイスで設定されるアドレスで

す。

（任意）

Unicast Route Information Base（URIB）内
のルートを表示します。

switch(config-if)# show ip routeステップ 7   

（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)# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

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。
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次に、SVIを介したネクストホップなしでスタティックルートを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature interface-vlan
swicth(config)# interface vlan 10
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# ip route 209.165.200.224/27 vlan 10 <===209,165.200.224 is the IP
address of the interface that is configured on the interface that is directly connected to
the switch.
switch(config-if)# copy running-config startup-config

VLANインターフェイスを経由する /32スタティックルートを設定する場合は、ip
routeip-addr/lengthvlan-idnext-hop-ip-addressコマンドを使用して、明示的なネクストホップア
ドレスを設定する必要があります。

（注）

次の例は、VLANインターフェイスを経由する /32スタティックルートを設定する場合に、明示
的なネクストホップを設定する方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# feature interface-vlan
swicth(config)# interface vlan 10
switch(config-if)# ip address 209.165.202.128/27
switch(config-if)# ip route 209.165.202.130/32 vlan 10 209.165.202.130
switch(config-if)# copy running-config startup-config

次の作業

スタティックルートを削除するには、no ip static-routeコマンドを使用します。

オブジェクトトラッキングを使用した信頼性が高いスタティックルーティングの

バックアップの設定

Internet Control Message Protocol（ICMP）pingを使用して、接続がダウンした場合にそれを検知
し、代替ポートからバックアップ接続を開始するように、Cisco NX-OSを設定できます。

はじめる前に

•プライマリインターフェイスと、信頼性が高いスタティックルーティングのバックアップ
用のバックアップインターフェイスの両方を設定します。

•信頼性が高いスタティックルーティングのバックアップに使用される、ポリシーベースの
ルーティングオブジェクトトラッキング機能を IP SLAに組み合わせます。

•信頼性が高いスタティックルーティングのバックアップに使用される、スタティックルー
ティングのルーティングポリシーを設定します。

• track object-id interfaceコマンドを使用して、スタティックルートに関連付けるトラックオ
ブジェクトを作成します。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
427

スタティックルーティングの設定



トラックオブジェクトを作成する前にトラックオブジェクトに関連付けられたスタティック

ルートを設定しようとすると、スタティックルートコマンドは、スイッチによって受け入れ

られません。

（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   

トラックオブジェクトに関連付けるスタティック

ルートを設定します。object-number引数を指定する
switch(config)# {ip | ipv6} route
ip-prefix ip-mask ip-addr track
object-number

ステップ 2   

と、設定されているトラックオブジェクトがアップ

状態の場合にのみ、スタティックルートがインス

トールされます。

IPv4または IPv6スタティックルートトラックテー
ブルに関する情報を表示します。

switch(config)# show {ip | ipv6}
static-route track-table

ステップ 3   

特定のトラッキング対象オブジェクトに関する情報

を表示します。

switch(config)# show track
track-number

ステップ 4   

セカンダリインターフェイスでフローティング IPv4
または IPv6スタティックルートを設定します。

switch(config)# {ip | ipv6} route
network-number network-mask
{ip-address | interface} [distance]
[name name]

ステップ 5   

ネットワークプレフィクスおよびマスク長は、ト

ラックオブジェクトに関連付けられたプライマリイ

ンターフェイスに以前設定されたスタティックルー

トと同じである必要があります。フローティングス

タティックルートには、トラックオブジェクトに関

連付けられたルートより優先順位の高い値が必要で

す。

IPv4 の仮想化の設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

VRFを作成し、VRFコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

switch(config)# vrf
contextvrf-name

ステップ 2   

スタティックルートおよびこのスタティックルー

ト用のインターフェイスを設定します。?を使用す
switch(config-vrf)# ip route
{ip-prefix | ip-addr ip-mask}
{next-hop | nh-prefix | interface

ステップ 3   

ると、サポートされているインターフェイスのリ
[sub-intf-separtor sub-intf-num ]
next-hop } [tagtag-value] [pref] ストが表示されます。null 0を使用すると、ヌル

インターフェイスを指定できます。任意でネクス

トホップアドレスを設定できます。preference値を
使用して、アドミニストレーティブディスタンス

を設定します。範囲は 1～ 255です。デフォルト
は 1です。

（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-vrf)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

（任意）

スタティックルートの情報を表示します。

switch(config-vrf)# show ip
static-route vrfvrf-name

ステップ 5   

次の例では、IPv4の仮想化を設定しています。
switch # configure terminal
switch(config)# vrf context StaticVrf
switch(config-vrf)# ip route 192.0.2.0/8 ethernet 1/2 10.0.0.2
switch(config-vrf)# show running-config startup-config

IPv6 の仮想化の設定

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

VRFを作成し、VRFコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

switch(config)# vrf contextvrf-nameステップ 2   

スタティックルートおよびこのスタティックルー

ト用のインターフェイスを設定します。?を使用
switch(config-vrf)# ipv6
routeip6-prefix {nh-prefix |
link-local-nh-prefix } | {next-hop|

ステップ 3   

すると、サポートされているインターフェイスの
link-local-net-hop | interface

リストが表示されます。null 0を使用すると、ヌ[sub-intf-separtor sub-intf-num]
ルインターフェイスを指定できます。任意でネクnext-hop} [namenexthop-name]

[tagtag-value] [pref] ストホップアドレスを設定できます。preference
値を使用して、アドミニストレーティブディスタ

ンスを設定します。範囲は 1～ 255です。デフォ
ルトは 1です。

（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-vrf)# 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。

（任意）

スタティックルートの情報を表示します。

switch(config-vrf)# show ipv6
static-route vrfvrf-name

ステップ 5   

次の例では、IPv6の仮想化を設定しています。
switch # configure terminal
switch(config)# vrf context StaticVrf
switch(config-vrf)# ipv6 route 2001:0DB8::/48 6::6 ethernet 2/1 2b11::2f01:4c
switch(config-vrf)# copy running-config startup-config

スタティックルーティングの設定確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

設定されているスタティックルートを表示しま

す。

show {ip | ipv6} static-route

各 VRFのスタティックルートの情報を表示し
ます。

show ipv6 static-route vrf vrf-name
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目的コマンド

IPv4または IPv6スタティックルートトラック
テーブルに関する情報を表示します。

show {ip | ipv6} static-route track-table

特定のトラッキング対象オブジェクトに関する

情報を表示します。

show track track-number

スタティックルーティングの関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

スタティックルーティング CLI

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDC

スタティックルーティングの機能の履歴

この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.2(2a)VLANを介したスタティッ
クルート

この機能が導入されました。6.2(2)オブジェクトトラッキン

グを使用した信頼性が高い

スタティックルーティン

グのバックアップ

F2シリーズモジュールが更新されまし
た。

6.0(1)スタティックルーティン

グ

この機能が導入されました。5.1(1)混在シャーシを使用したレ

イヤ 3ルーティング

nameオプションが ip routeコマンドに
追加されました。

5.1(1)スタティックルーティン

グ
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機能情報リリース機能名

BFDのサポートが追加されました。詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Interfaces Configuration Guide』を
参照してください。

5.0(2)BFD

この機能が導入されました。4.0(1)スタティックルーティン

グ
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第 15 章

ユニキャストルーティングのためのモ

ジュール相互運用性の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 433 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性の設定, 434 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性について, 434 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関するライセンス要件, 434
ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する注意事項と制約事項, 434
ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性の設定, 434 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する設定の確認, 435 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性の設定例, 436 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する資料 , 436 ページ

• ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する機能の履歴, 436 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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ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスでユニキャストルーティング対応の F1シリーズモジュール
とMシリーズモジュールとの相互運用性を設定する方法について説明します。

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性について

混在シャーシは、1つ以上の F1シリーズモジュールと 1つ以上のMシリーズモジュールを搭載
した Cisco Nexus 7000シリーズシャーシです。F1シリーズモジュールはレイヤ 2トラフィックし
か処理しないため、シャーシを介してレイヤ 3トラフィックを渡すようにそのモジュールを設定
する必要があります。

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関するラ

イセンス要件

ユニキャストルーティング対応のモジュールの相互運用性にライセンスは必要ありません。ライ

センスパッケージに含まれていない機能はすべてCiscoNX-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、『CiscoNX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する注

意事項と制約事項

ユニキャストルーティング対応のモジュールの相互運用性には次の注意事項と制限があります。

• F1シリーズモジュールへのプロキシレイヤ 3ルーティングを実行するために、Cisco Nexus
7000シリーズシャーシで F2、F2e、または F3シリーズモジュールは使用できません。

•同じ VDCで F2eシリーズモジュールとMシリーズモジュールとの共存をサポートするた
めに、F2eシリーズモジュールはプロキシモードで動作して同じ VDC内ではすべてのレイ
ヤ 3トラフィックがMシリーズモジュールに送信されます。F2eプロキシモードでは、M1
シリーズモジュールを搭載したF2eインターフェイスを介して接続するルーティング隣接は
サポートされていません。ただし、M2シリーズモジュールを搭載した F2eインターフェイ
スを介して接続するルーティング隣接はサポートされています。

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性の設定

混在シャーシでレイヤ 3ゲートウェイを設定するには、プロキシルーティング機能を使用しま
す。VLANインターフェイスを設定することで特定のVLANでルーティングをイネーブルにする
と、システムにより負荷分散ルーティング機能が自動的に提供されます。レイヤ 3ルーティング
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および VLANインターフェイスの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。

F1シリーズモジュールとMシリーズモジュール間の相互運用性を設定するには、次の手順を使
用してレイヤ 3ルーティングに使用するMシリーズモジュール上の物理インターフェイスを指定
します。

はじめる前に

混在シャーシ内のプロキシルーティング機能を使用する F1シリーズモジュール上で、VLANご
とに VLANインターフェイスを設定する必要があります。

同じ VDCでMシリーズモジュールと F1シリーズモジュール両方からのインターフェイスが必
要です。

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   

特定のモジュールとMシリーズモジュールの
物理インターフェイスをF1シリーズモジュー

switch(config)# hardware proxy
layer-3 routing {use | exclude}
{module mod-number | interface
slot/port} [module-type f1]

ステップ 2   

ルでプロキシルーティングを提供するように

設定します。

（任意）

プロキシレイヤ 3機能に関する情報を表示し
ます。

switch(config)# show hardware
proxy layer-3 detail

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。

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する設

定の確認

ユニキャストルーティング対応のモジュールの相互運用性の設定を表示するには、次のいずれか

の作業を行います。
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目的コマンド

プロキシ転送のため F1シリーズモジュールか
ら各Mシリーズモジュールに送信されたパケッ
ト数を表示します。

clear hardware proxy layer-3 counters
コマンドを入力して、カウンタをク

リアします。

（注）

show hardware proxy layer-3 counters {brief |
detail}

両方のタイプのモジュールを含むシャーシ内の

F1シリーズモジュールからMシリーズモ
ジュールへのプロキシルーティングに関する情

報を表示します。

show hardware proxy layer-3 detail

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性の設定例

次の例は、混在シャーシ内のF1シリーズモジュールでプロキシルーティングを実行するために、
Mシリーズモジュールの物理インターフェイスを指定する方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# hardware proxy layer-3 routing use module 1, 7
switch(config)# show hardware proxy layer-3 detail

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する資

料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

ユニキャストルーティングCLI用モジュールの
相互運用性

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDC

ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する機

能の履歴

この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。
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表 27：ユニキャストルーティングのためのモジュール相互運用性に関する機能の履歴

機能情報リリース機能名

M2シリーズモジュールのサポートが追
加されました。

6.1(1)ユニキャストルーティン

グ対応のモジュールの相互

運用性

この機能が導入されました。5.1(1)ユニキャストルーティン

グ対応のモジュールの相互

運用性
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第 16 章

レイヤ 3 仮想化の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 439 ページ

• レイヤ 3仮想化について, 440 ページ

• VRFのライセンス要件, 444 ページ

• VRFの前提条件, 444 ページ

• VRFに関する注意事項と制約事項, 444 ページ

• VRFのデフォルト設定, 445 ページ

• VRFの設定, 445 ページ

• VRFの設定の確認, 450 ページ

• VRFの設定例, 450 ページ

• VRFの関連資料, 451 ページ

• VRFの標準, 451 ページ

• VRF機能の履歴, 452 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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レイヤ 3 仮想化について
Cisco NX-OSでは仮想化の階層構造がサポートされており、物理システムリソースを複数の仮想
デバイスコンテキスト（VDC）に分割できます。各 VDCは、レイヤ 2サービスとレイヤ 3サー
ビスの両方が使用できる、独立型デバイスとして動作します。デフォルトVDCを含め、最大4の
VDCを設定できます。VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

Cisco NX-OSは、各VDCをさらに仮想化して、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スをサポートしています。1つの VDCに複数の VRFを設定できます。各 VRFには、IPv4および
IPv6に対応するユニキャストおよびマルチキャストルートテーブルを備えた、独立したアドレス
空間が 1つずつあり、他の VRFと無関係にルーティングを決定できます。

次の図は、2つの異なる VDCにある複数の独立した VRFを示しています。

図 39：VDC 内の複数の VRF

VRF名は VDCローカルなので、VRFが異なる VDCに存在する場合は、同じ名前で 2つの VRF
を設定できます。図 14-1では、VDC 2内の VRF Aは、VDC n内の VRF Bや VRF Aから独立し
ています。

ルータごとに、デフォルト VRFおよび管理 VRFがあります。すべてのレイヤ 3インターフェイ
スおよびルーティングプロトコルは、ユーザが別の VRFに割り当てない限り、デフォルト VRF
に存在します。mgmt0インターフェイスは管理 VRFにあり、複数の VDC間で共有されます。各
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VDCには、mgmt0インターフェイス用の一意の IPアドレスがあります（『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 6.x』を参照）。

管理 VRF

•管理 VRFは管理専用です。

• mgmt 0インターフェイスのみが、管理 VRFにいることができます。

• mgmt 0インターフェイスは、異なる VRFに割り当てられることはできません。

• mgmt 0インターフェイスは複数の VDC間で共有されます。

•ルーティングプロトコルは、管理 VRF（スタティックのみ）で動作できません。

デフォルト VRF

•すべてのレイヤ 3インターフェイスは、別の VRFに割り当てられるまでデフォルト VRFに
存在します。

•異なるVRFコンテキストが指定されない限り、ルーティングプロトコルはデフォルトのVRF
コンテキストで実行されます。

•デフォルトVRFは、すべての showコマンドに対してデフォルトのルーティングコンテキス
トを使用します。

•デフォルト VRFは、Cisco IOSのグローバルルーティングテーブルの概念に似ています。

VRF およびルーティング
すべてのユニキャストおよびマルチキャストルーティングプロトコルはVRFをサポートします。
VRFでルーティングプロトコルを設定する場合は、同じルーティングプロトコルインスタンス
の別の VRFのルーティングパラメータに依存しないルーティングパラメータをその VRFに設定
します。

VRFにインターフェイスおよびルーティングプロトコルを割り当てることによって、仮想レイヤ
3ネットワークを作成できます。インターフェイスが存在する VRFは 1つだけです。図 9-1は、
1つの物理ネットワークが 2つの VRFからなる 2つの仮想ネットワークに分割されている例を示
しています。ルータ Z、A、および Bは、VRF Redにあり、1つのアドレスドメインを形成して
います。これらのルータは、ルータ Cが含まれないルートアップデートを共有します。ルータ C
は別の VRFで設定されているからです。

図 40：ネットワーク内の VRF
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デフォルトでは、Cisco NX-OSは着信インターフェイスの VRFを使用して、ルート検索に使用す
るルーティングテーブルを選択します。ルートポリシーを設定すると、この動作を変更して、

Cisco NX-OSが着信パケットに使用する VRFを設定できます。

Cisco NX-OSは、VRF LiteシナリオとMPLSVPNシナリオの両方で、VRF間のルートリーク（イ
ンポートまたはエクスポート）をサポートしています。VRF Liteでは、ルートリークにMPLSラ
イセンスは必要ありません。ルートリークの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
MPLS Configuration Guide』を参照してください。

VRF 認識サービス
CiscoNX-OSアーキテクチャの基本的な特徴として、すべての IPベースの機能がVRFを認識する
ことがあげられます。

次の VRF認識サービスは、特定の VRFを選択することにより、リモートサーバへの接続や、選
択した VRFに基づいた情報のフィルタリングを可能にします。

• AAA

• Call Home

• DNS

• GLBP

• HSRP

• HTTP

• NetFlow

• NTP

• RADIUS

• pingおよび traceroute

• SSH

• SNMP

• Syslog

• TACACS+

• TFTP

• VRRP

• XML

各サービスで VRFサポートを設定する詳細については、各サービスの適切なコンフィギュレー
ションガイドを参照してください。
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Reachability

到達可能性は、サービスを提供するサーバに到達するために必要なルーティング情報がどの VRF
にあるかを示します。たとえば、管理VRFで到達可能なSNMPサーバを設定できます。ルータに
サーバアドレスを設定する場合は、サーバに到達するために Cisco NX-OSが使用すべき VRFも
設定します。

次の図は、管理 VRFを介して到達可能な SNMPサーバを示しています。SNMPサーバホスト
192.0.2.1には管理 VRFを使用するように、ルータ Aを設定します。

図 41：サービス VRF の到達可能性

フィルタリング

フィルタリングにより、VRFに基づいてVRF認識サービスに渡される情報のタイプを制限できま
す。たとえば、Syslogサーバが特定のVRFをサポートするように設定できます。次の図は、それ
ぞれが 1つの VRFをサポートしている 2つの syslogサーバを示しています。Syslogサーバ Aは
VRF Redに設定されているので、Cisco NX-OSは VRF Redで生成されたシステムメッセージだけ
を Syslogサーバ Aに送信します。

図 42：サービス VRF のフィルタリング

到達可能性とフィルタリングの組み合わせ

VRF認識サービスの到達可能性とフィルタリングを組み合わせることができます。サービスに接
続するために Cisco NX-OSが使用する VRFとともに、そのサービスがサポートする VRFも設定
できます。デフォルト VRFでサービスを設定する場合は、任意で、すべての VRFをサポートす
るようにサービスを設定できます。
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次の図は、管理 VRF上の到達可能な SNMPサーバを示しています。たとえば、SNMPサーバが
VRF Redからの SNMP通知だけをサポートするように設定できます。

図 43：サービス VRF の到達可能性とフィルタリング

VRF のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

VRF の前提条件
デフォルト VDC以外の VDCを使用するには、Advanced Servicesライセンスをインストールする
必要があります。

VRF に関する注意事項と制約事項
•インターフェイスを既存のVRFのメンバーにすると、CiscoNX-OSによってすべてのレイヤ
3設定が削除されます。VRFにインターフェイスを追加したあとで、すべてのレイヤ 3パラ
メータを設定する必要があります。

•管理 VRFに mgmt0インターフェイスを追加し、そのあとで mgmt0の IPアドレスおよびそ
の他のパラメータを設定します。

• VRFが存在しないうちにVRFのインターフェイスを設定した場合は、VRFを作成するまで、
そのインターフェイスは運用上のダウンになります。

• Cisco NX-OSはデフォルトで、デフォルト VRFと管理 VRFを作成します。mgmt0は管理
VRFのメンバにする必要があります。

• write erase bootコマンドを実行しても、管理VRFの設定は削除されません。write eraseコマ
ンドを使用してから write erase bootコマンドを使用する必要があります。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。
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VRF のデフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

デフォルト、管理設定されている VRF

デフォルト VRFルーティングコンテキスト

VRF の設定

VRF の作成
グローバルコンフィギュレーションモードで使用できるコマンドは、VRFコンフィギュレーショ
ンモードでも使用できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

新しいVRFを作成し、VRFコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。32文字以内の英数字の

switch(config)# vrf context nameステップ 2   

ストリング（大文字と小文字を区別）で指定しま

す。

（任意）

スタティックルートおよびこのスタティックルー

ト用のインターフェイスを設定します。任意でネ

switch(config-vrf)# ip route
{ip-prefix | ip-addr ip-mask}
{[next-hop | nh-prefix] | [interface
next-hop | nh-prefix]} [tag
tag-value [pref]

ステップ 3   

クストホップアドレスを設定できます。preference
値を使用して、アドミニストレーティブディスタ

ンスを設定します。範囲は 1～ 255です。デフォ
ルトは 1です。

（任意）

VRF情報を表示します。
switch(config-vrf)# show vrf
[vrf-name]

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-vrf)# exit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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、VRFを作成し、VRFにスタティックルートを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context Enterprise
switch(config-vrf)# ip route 192.0.2.0/8 ethernet 1/2
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# copy running-config startup-config

インターフェイスへの VRF メンバーシップの割り当て

はじめる前に

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

• VRF用のインターフェイスを設定した後で、インターフェイスに IPアドレスを割り当てま
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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

このインターフェイスをVRFに追加します。switch(config-if)# vrf member
vrf-name

ステップ 3   

このインターフェイスの IPアドレスを設定し
ます。このステップは、このインターフェイ

switch(config-if)# ip address
ip-prefix/length

ステップ 4   

スをVRFに割り当てたあとに行う必要があり
ます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

VRF情報を表示します。
switch(config-vrf)# show vrf
vrf-name interface interface-type
number

ステップ 5   

現在のコンフィギュレーションモードを終了

します。

switch(config-vrf)# exitステップ 6   

（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 7   

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、VRFにインターフェイスを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# vrf member RemoteOfficeVRF
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/16
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ルーティングプロトコル用の VRF パラメータの設定
1つまたは複数のVRFにルーティングプロトコルを関連付けることができます。ルーティングプ
ロトコル用のVRFの設定方法については、該当する章を参照してください。ここでは、詳細な設
定手順の例として、OSPFv2プロトコルを使用します。

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   

インスタンスタグを設定して、新しい OSPFv2
インスタンスを作成します。

switch(config)# router osfp
instance tag

ステップ 2   

VRFコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

switch(config-router)# vrf
vrf-name

ステップ 3   

（任意）この VRFのルートテーブル内の宛先
への、同じOSPFv2パスの最大数を設定します。
ロードバランシングに使用されます。

switch(config-router-vrf)#
maximum-paths paths

ステップ 4   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

このインターフェイスを OSPFv2インスタンス
および設定エリアに割り当てます。

switch(config-if)# ip address
ip-prefix/length

ステップ 6   

このインターフェイスの IPアドレスを設定しま
す。このステップは、このインターフェイスを

VRFに割り当てたあとに行う必要があります。

switch(config-if)# ip address
ip-prefix/length

ステップ 7   

このインターフェイスを OSPFv2インスタンス
および設定エリアに割り当てます。

switch(config-if)# ip router ospf
area area-id instance-tag area
area-id

ステップ 8   

（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 9   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、VRFにインターフェイスを追加する例を示します。

VRF 認識サービスの設定
VRF認識サービスの到達可能性とフィルタリングを設定できます。VRF用サービスの設定手順に
ついては、「VRF認識サービス」の項で、該当する章またはコンフィギュレーションガイドへの
リンクを参照してください。ここでは、サービスの詳細な設定手順の例として、SNMPおよび IP
ドメインリストを使用します。

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   

グローバル SNMPサーバを設定し、サービスに
到達するために Cisco NX-OSが使用する VRFを

switch(config)# snmp-server host
ip-address[filter-vrf vrf-name]
[use-vrf vrf-name]

ステップ 2   

設定します。選択した VRFからこのサーバへの
情報をフィルタリングするには、filter-vrfキー
ワードを使用します。

新しい VRFを作成します。switch(config)# vrf context
vrf-name

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

VRFでドメインリストを設定し、必要に応じて、
リスト内のドメイン名に到達するために Cisco
NX-OSが使用する VRFを設定します。

switch(config-vrf)# ip domain-list
domain-name [all-vrfs] [use-vrf
vrf-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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次の例は、VRF Red上の到達可能な SNMPホスト 192.0.2.1に、すべての VRFの SNMP情報を送
信する方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 for-all-vrfs use-vrf Red
switch(config)# copy running-config startup-config

次の例は、VRF Red上の到達可能な SNMPホスト 192.0.2.12に対して、VRF Blueの SNMP情報を
フィルタリングする方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# vrf context Blue
switch(config-vrf)# snmp-server host 192.0.2.12 use-vrf Red
switch(config)# copy running-config startup-config

VRF スコープの設定
すべての EXECコマンド（showコマンドなど）の VRFスコープを設定できます。VRFスコープ
を設定すると、EXECコマンド出力のスコープが設定されたVRFに自動的に限定されます。この
スコープは、一部の EXECコマンドで使用できる VRFキーワードによって上書きできます。

VRFスコープを設定するには、EXECモードで次の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

すべての EXECコマンドに対応するルーティングコンテキ
ストを設定します。デフォルトのルーティングコンテキス

トはデフォルト VRFです。

switch# routing-context
vrf vrf-name

ステップ 1   

デフォルトの VRFスコープに戻すには、EXEC
モードで次のコマンドを使用します。

routing-context vrf default
デフォルトのルーティングコンテキストを設定し

ます。

（注）
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VRF の設定の確認
VRFの設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

すべてまたは 1つの VRFの情報を表示し
ます。

show vrf [vrf-name]ステップ 1   

すべてまたは 1つの VRFの詳細情報を表
示します。

show vrf [vrf-name] detailステップ 2   

インターフェイスのVRFステータスを表
示します。

show vrf [vrf-name] [interface
interface-typeslot/port]

ステップ 3   

VRF の設定例
次に、VRF Redを設定して、そのVRFに SNMPサーバを追加し、VRF RedにOSPFインスタンス
を追加する例を示します。

configure terminal
vrf context Red
snmp-server host 192.0.2.12 use-vrf Red
router ospf 201
vrf Red
interface ethernet 1/2
vrf member Red
ip address 192.0.2.1/16
ip router ospf 201 area 0

次に、VRF Redおよび Blueを設定し、各VRFにOSPFインスタンスを追加して、各OSPFインス
タンスの SNMPコンテキストを作成する例を示します。
configure terminal
!Create the VRFs
vrf context Red
vrf context Blue
vrf context Green
!Create the OSPF instances and associate them with a single VRF or multiple VRFs
(recommended)
feature ospf
router ospf Lab
vrf Red
!
router ospf Production
vrf Blue
router-id 1.1.1.1
vrf Green
router-id 2.2.2.2
!Configure one interface to use ospf Lab on VRF Red
interface ethernet 1/2
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vrf member Red
ip address 192.0.2.1/16
ip router ospf Lab area 0
no shutdown
!Configure another interface to use ospf Production on VRF Blue
interface ethernet 10/2
vrf member Blue
ip address 192.0.2.1/16
ip router ospf Production area 0
no shutdown
!
interface ethernet 10/3
vrf member Green
ip address 192.0.2.1/16
ip router ospf Production area 0
no shutdown
!configure the SNMP server
snmp-server user admin network-admin auth md5 nbv-12345
snmp-server community public ro
!Create the SNMP contexts for each VRF
snmp-server context lab instance Lab vrf Red
snmp-server context production instance Production vrf Blue
!

この例で、VRF Redの OSPFインスタンス Labの OSPF-MIB値にアクセスするには、SNMPコン
テキスト labを使用します。この例で、VRF Redの OSPFインスタンス Labの OSPF-MIB値にア
クセスするには、SNMPコンテキスト labを使用します。

VRF の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

VRF CLI

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS
Configuration Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』

VRF

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDC

VRF の標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。
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VRF 機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 28：VRF 機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(1)VRF
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第 17 章

ユニキャスト RIB および FIB の管理

この章では、Cisco NX-OSデバイスのユニキャストルーティング情報ベース（RIB）および転送
情報ベース（FIB）のルートを管理する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 453 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBについて, 454 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBのライセンス要件, 457 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBに関する注意事項と制約事項, 457 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBのデフォルト設定, 458 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBの管理, 458 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBの確認, 471 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBの関連資料, 472 ページ

• ユニキャスト RIBおよび FIBの機能の履歴, 472 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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ユニキャスト RIB および FIB について
ユニキャスト RIB（IPv4 RIBと IPv6 RIB）および FIBは、Cisco NX-OS転送アーキテクチャの一
部です。

図 44：Cisco NX-OS 転送アーキテクチャ

ユニキャスト RIBはアクティブなスーパーバイザ上にあります。ユニキャスト RIBはルーティン
グテーブルを保持しており、このテーブルには、直接接続のルート、スタティックルート、およ

びダイナミックユニキャストルーティングプロトコルから学習したルートが含まれています。

また、アドレス解決プロトコル（ARP）などの送信元から、隣接情報を収集します。ユニキャス
トRIBは、特定のルートに最適なネクストホップを決定し、さらにユニキャストFIB分散モジュー
ル（FDM）のサービスを使用して、モジュール上のユニキャスト転送情報ベース（FIB）にデー
タを入力します。

各ダイナミックルーティングプロトコルは、タイムアウトしたあらゆるルートについて、ユニ

キャスト RIBを更新する必要があります。その後、ユニキャスト RIBはそのルートを削除し、そ
のルートに最適なネクストホップを再計算します（代わりに使用できるパスがある場合）。

レイヤ 3 整合性チェッカー
まれな事例として、各モジュールのユニキャスト RIBと FIBの間に不整合が発生することがあり
ます。Cisco NX-OSは、レイヤ 3整合性チェッカーをサポートします。この機能は、スーパーバ
イザモジュールのユニキャスト IPv4 RIBと各インターフェイスモジュールの FIBの間で不整合
を検出します。不整合には次のようなものがあります。

•欠落したプレフィックス

•余分なプレフィックス

•ネクストホップアドレスの誤り

• ARPまたはネイバー探索（ND）キャッシュ内の不正なレイヤ 2リライト文字列
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レイヤ 3整合性チェッカーは、FIBのエントリと隣接マネージャ（AM）から取得した最新の隣接
情報を比較し、不整合があれば記録します。次に整合性チェッカーは、ユニキャスト RIBのプレ
フィックスをモジュールの FIBと比較し、不整合があればログに記録します。

動的な TCAM 割り当て
動的な TCAM割り当てでは、隣接領域内の既存のブロックがすべて満杯になったときに、M1シ
リーズ非 XLモジュールの未使用の TCAMブロックをその領域に再割り当てすることができま
す。動的な TCAM割り当てを使用することにより、FIBが特定のルートタイプに対して割り当て
ることができるルートの数をより柔軟に調整できます。

Cisco NX-OSは、FIBを分割して複数のアドレスファミリをサポートしています。M1シリーズ非
XLモジュールの FIB TCAMには 128Kの物理エントリがあります。

表 29：デフォルトの FIB TCAM 割り当て

エントリのサイ

ズ

TCAM ブロックの数デフォルトのルート数領域

72ビット756,000IPv4ユニキャストルート

144ビット832,000IPv4マルチキャストルー
トまたは IPv6ユニキャス
トルート

288ビット12,000IPv6マルチキャストルー
ト

TCAM エントリの最大数と FIB のスケール制限
FIB TCAMエントリは、モジュールに設定された仮想デバイスコンテキスト（VDC）間で共有さ
れるシステム全体のリソースです。表 16-2は、Nexus 7000システム構成でサポートされている、
ルートタイプごとの FIBスケールエントリの最大数を示しています。
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表 30：サポートされている TCAM エントリの最大数と FIB のスケール制限

サポートさ

れている

IPv6 マルチ
キャスト

ルートの最

大数

サポートさ

れている

IPv6 ユニ
キャスト

ルートの最

大数

サポートされ

ている IPv4 マ
ルチキャスト

ルートの最大

数

サポートさ

れている

IPv4 ユニ
キャスト

ルートの最

大数

VDC の
TCAM 物理
エントリの

最大数

VDC のモジュールタイプ

2,000の
ルート

56,000の
ルート

32,000個のマ
ルチキャスト

ルート

112,000128,000VDCに非 XLモジュール
だけが存在する場合

2,000の
ルート

350,000の
ルート

32,000個のマ
ルチキャスト

ルート

900,000900,000VDCに XLモジュールだ
けが存在する場合

2,000の
ルート

56,000の
ルート

32,000個のマ
ルチキャスト

ルート

112,000128,000同じ VDCに XL/非 XLモ
ジュールが混在する場合

8,192の
ルート

16,384の
ルート

16,384個のマ
ルチキャスト

ルート

32,76832,000VDCに F2シリーズモ
ジュールだけが存在する

場合2

2
使用率は、ルートの追加順序や、ユニキャストルートとマルチキャストルートの混在状況に応じて変化する可能性があります。

上記の表は、VDCでのスケール制限を示しています。Cisco Nexus 7000システムでは、スー
パーバイザモジュールのメモリ総量によって、システム内のすべてのVDCにまたがる実際の
ルートスケール制限が制限されます。

（注）

XLモジュールと非 XLモジュールの両方を含む VDCでは、非 XLモジュールの最大ルート制
限を超えないようにしてください。

（注）

実際のFIBTCAMは、ハードウェアの観点からより大きなスケール値まで拡張されることがあ
ります。上記の表は、現在サポートされている FIBサイズを示しています。

（注）
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最大ルート数は、個々のルートタイプの最大値であり、これらの値は、各ルートタイプの累

積ではありません。

（注）

XLモジュールでより大きなスケールの FIBを使用できるようにするには、Scalable Servicesライ
センスをインストールして（『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照）、より大きい共有メモリ
サイズをルーティングテーブルに設定する必要があります（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x』を参照）。XLモジュールの詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series Hardware Installation and Reference Guide』を参照してください。

M3カードでは FIBの上限が高いため、最大 FIBサイズに達するまで XLライセンスは必要あ
りません。

（注）

スケーラブルサービスライセンスをインストールすると、次のメッセージが表示される場合があ

ります。

「2011 Mar 30 12:38:13 switch %PLTFM_CONFIG-4-XL_LICENSE_MIX_NOTIFY: Mixed use of non-XL

with XL modules in the same VDC may limit common resources to non-XL capacity.」

このメッセージは、非 XLモジュールがインストールされたシステムにスケーラブルサービスラ
イセンスをインストールした場合や、このライセンスをインストールした後に非 XLモジュール
がオンラインになったときに表示されます。

完全な IPv4インターネットルートテーブルには、現在 500,000以上のルートがあり、XLモ
ジュールが必要です。

（注）

ユニキャスト RIBおよび FIBでは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポー
トしています。VRFは VDC内にあります。特に別の VDCや VRFを設定しない限り、デフォル
トでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。詳細につ
いては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してく
ださい。

ユニキャスト RIB および FIB のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。Cisco
NX-OSライセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS LicensingGuide』を参照してください。

ユニキャスト RIB および FIB に関する注意事項と制約事項
設定を計画するときは、次の点を考慮してください。
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• XLモジュールに対してより大きい FIBサイズをイネーブルにするには、Scalable Servicesラ
イセンスをインストールし、より大きな共有メモリサイズを設定する必要があります。

ユニキャスト RIB および FIB のデフォルト設定

表 31：デフォルトのユニキャスト RIB および FIB パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

デフォルトでイネーブルになっており、ディ

セーブルにできません。

動的な TCAM割り当て

ユニキャスト RIB および FIB の管理

この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用される Cisco IOSコマンドとは異なる場
合があるので、Cisco IOSの CLIに慣れていない場合は注意してください。

（注）

モジュールの FIB 情報の表示
次の showコマンドは任意の順番で入力できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6の隣接情報を表示し
ます。

switch# show forwarding {ipv4 | ipv6}
adjacency module slot

ステップ 1   

IPv4または IPv6のルートテーブル
を表示します。

switch# show forwarding {ipv4 | ipv6} route
moduleslot

ステップ 2   

ユニキャスト FIB でのロードシェアリングの設定
Open Shortest Path First（OSPF）などのダイナミックルーティングプロトコルは、等コストマル
チパス（ECMP）によるロードシェアリングをサポートしています。ルーティングプロトコル
は、そのプロトコルに設定されたメトリックに基づいて最適なルートを決定し、そのプロトコル

に設定された最大数までのパスをユニキャスト RIBに組み込みます。ユニキャスト RIBは、RIB
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に含まれるすべてのルーティングプロトコルパスのアドミニストレーティブディスタンスを比

較し、ルーティングプロトコルによって組み込まれたすべてのパスセットから最適なパスセッ

トを選択します。ユニキャストRIBは、この最適なパスセットを FIBに組み込み、フォワーディ
ングプレーンで使用できるようにします。

フォワーディングプレーンは、ロードシェアリングのアルゴリズムを使用して、FIBに組み込ま
れたパスのいずれかを選択し、それを特定のデータパケットに使用します。

ロードシェアリングの次の設定項目をグローバルに設定できます。

•ロードシェアリングモード：宛先のアドレスとポート、または送信元と宛先のアドレスと
ポートに基づいて、最適パスを選択します。

•汎用 ID：ハッシュアルゴリズムのランダムシードを設定します。汎用 IDを設定する必要は
ありません。ユーザが設定しなかった場合は、Cisco NX-OSが汎用 IDを選択します。

ロードシェアリングでは、特定のフローに含まれるすべてのパケットに対して同じパスが使

用されます。フローは、ユーザが設定したロードシェアリング方式によって定義されます。

たとえば、送信元/宛先のロードシェアリングを設定すると、送信元 IPアドレスと宛先 IPア
ドレスのペアが同じであるすべてのパケットが同じパスをたどります。

（注）

ユニキャストFIBのロードシェアリングアルゴリズムを設定するには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

データトラフィックに対するユニキャストFIB
のロードシェアリングアルゴリズムを設定し

ます。universal-idの範囲は 1～ 4294967295で
す。

GTPヘッダーを含むパケットの場合は、gtp-teid
を使用して、パス計算で32ビットのTEID値を
考慮する必要があることを指定します。

switch(config)# ip load-sharing address
{destination port destination | source-destination
[port source-destination]} [universal-idseed]
[gtp-teid]

ユニキャストFIBのロードシェアリングアルゴリズムを表示するには、任意のモードで次のコマ
ンドを使用します。

目的コマンド

データトラフィックに対するユニキャストFIB
のロードシェアリングアルゴリズムを表示し

ます。

switch(config)# show ip load-sharing

ユニキャストRIBおよび FIBが特定の送信元アドレス/宛先アドレスに使用するルートを表示する
には、任意のモードで次のコマンドを使用します。
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目的コマンド

ユニキャスト RIBおよび FIBが特定の送信元/
宛先アドレスペアに使用するルートを表示しま

す。送信元アドレスと宛先アドレスの形式は

x.x.x.xです。送信元ポートと宛先ポートの範囲
は 1～ 65535です。VRF名には最大 64文字の
英数字文字列を指定します。大文字と小文字は

区別されます。

switch# show routing hashsource-addr dest-addr
[source-port dest-port] [vrfvrf-name]

次に、特定の送信元/宛先ペアのために選択されたルートを表示する例を示します。
switch# show routing hash 10.0.0.5 30.0.0.2

Load-share parameters used for software forwarding:
load-share mode: address source-destination port source-destination
Universal-id seed: 0xe05e2e85
Hash for VRF "default"
Hashing to path *20.0.0.2 (hash: 0x0e), for route:

パケット単位のロードシェアリングの設定

パケット単位のロードシェアリングを使用して、IPネットワーク内のデータトラフィックを複数
の等コスト接続に均等に分散できます。パケット単位のロードシェアリングにより、ルータは連

続するデータパケットをフロー単位ではなくパケット単位で複数のパスに送信できます。

パケット単位のロードシェアリングを使用すると、パケットの順序が乱れることがあります。

特定の送信元/宛先ホストのペアに対するパケットが、異なるパスをたどり、順不同で宛先に
着信する可能性があります。パケットの順序の乱れがネットワークやアプリケーションに与え

る影響を十分に理解してください。ネットワークによっては、パケット単位のロードシェア

リングが適切でない場合もあります。フロー単位のロードシェアリングでは、パケットは常

に送信した順序どおりに着信します。

（注）

パケット単位のロードシェアリングでは、各パケットがたどる宛先までのパスがラウンドロビン

方式で決定されます。インターフェイスでパケット単位のロードシェアリングをイネーブルにす

ると、ルータは宛先 1に対する 1つ目のパケットを 1つ目のパスで送信し、（同じ）宛先 1に対
する 2つ目のパケットを 2つ目のパスで送信します（以下同様）。パケット単位のロードシェア
リングにより、複数のリンク間でバランスが確実に調整されます。

単一の送信元/宛先ペアに対するパケットの過負荷を確実に回避するには、パケット単位のロード
シェアリングを使用します。パラレルリンクを通過するトラフィックの大部分が単一のペアのト

ラフィックである場合、宛先単位のロードシェアリングでは 1つのリンクに過大な負荷がかか
り、他のリンクにトラフィックがほとんど割り当てられません。パケット単位のロードシェアリ

ングをイネーブルにすると、同じビジー状態の宛先に対して複数の代替パスを使用できるように

なります。
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インターフェイス上のパケット単位のロードシェアリングは、グローバルなロードシェアリ

ング設定よりも優先されます。

（注）

パケット単位のロードシェアリングは、入力インターフェイスに設定します。この設定により、

Cisco NX-OSがそのパケットのために選択する出力インターフェイスが決定されます。

たとえば、2つの出力インターフェイス上に ECMPパスがある場合、Cisco NX-OSは Ethernet 1/1
上の入力パケットに対して次のロードシェアリング方式を使用します。

•パケット単位のロードシェアリング（Ethernet 1/1にパケット単位のロードシェアリングを
設定した場合）

•フロー単位のロードシェアリング

この場合、他のインターフェイスの設定はEthernet 1/1に使用されるロードシェアリング方式に影
響を与えません。

手順

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスにパケット単位のロー

ドシェアリングを設定します。

switch(config-if)# ip load-sharing
per-packet

ステップ 1   

ユニキャスト FIB 内のルートのチェック
Embedded EventManager（EEM）でポリシーを設定し、ユニキャスト転送情報ベース（FIB）内の
一貫性のないルート、紛失したルート、失敗したルートをチェックすることができます。

はじめる前に

• EEMを設定するには、network-adminまたは vdc-adminのユーザ権限が必要です。

•正しい仮想デバイスコンテキスト（VDC）を開始していることを確認します。またはswitchto
vdc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

EEMにアプレットを登録し、アプレットコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config)# [no] event
manager applet
applet-name

ステップ 2   

applet-name引数は、このポリシーの一意の識別子です。29
文字以内の英数字で指定します。大文字と小文字が区別され

ます。

EEMポリシーの設定を削除するには、このコマン
ドの no形式を使用します。

（注）

（任意）

ポリシーの説明になるストリングを設定します。

switch(config-applet)#
description description

ステップ 3   

最大範囲は 80文字の英数字です。ストリングは引用符で囲
みます。

ポリシーのイベントステートメントを設定します。switch(config-applet)#
[no] event fib route

ステップ 4   

• inconsistentキーワードは、ハードウェアの設定でルー
トまたは隣接プログラミングが変更された場合に、イ

ベントを発生させます。

{inconsistent |missing |
failure}

• missingキーワードは、ユニキャスト FIB内でルートが
削除された場合にイベントを発生させます。

• failureキーワードは、ユニキャスト FIB内にルートを
挿入できなかった場合にイベントを発生させます。

EEMポリシーから event文を削除するには、この
コマンドの no形式を使用します。

（注）

ポリシーによってトリガーされるアクションを説明するアク

ション文を設定します。複数のアクション文を作成するに

は、この手順を繰り返して行ってください。

switch(config-applet)#
[no] action number
[.number2]
action-statement

ステップ 5   

•各ポリシーに複数のアクション文を設定できます。ポ
リシーにアクションを関連付けなかった場合、EEMは
イベントを観察しますが、アクションは実行されませ

ん。

• number.number2引数は、action文のラベルです。

•ラベルの形式は、1の場合はnumber、1.0の場合は
number.number2となります。2つの数字をピリオ
ド（.）で区切る必要があります。

• number引数は、0～ 16桁の任意の数値です。

• number2引数の範囲は、0～ 9です。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
462

ユニキャスト RIB および FIB の管理



目的コマンドまたはアク

ション

•事前定義されたキーワードのみが、action-statement引
数でサポートされます。詳細については、『CiscoNexus
7000 Series NX-OS System Management Configuration
Guide』を参照してください。

◦ event-defaultキーワードを使用すると、関連イベ
ントのデフォルトアクションが実行されます。

Ternary Content Addressable Memory（TCAM）使用
率イベントのデフォルトアクションは、イベント

の詳細を記録することです。

◦ action 1.0 snmp-trap strdata "inconsistent route"な
どの異なる action文を設定して、このイベントの
SNMPトラップを送信できます。

EEMポリシーから action文を削除するには、この
コマンドの no形式を使用します。

（注）

（任意）

指定したイベントポリシーのステータスに関する情報を表

示します。

switch(config-applet)#
show event manager
policy-state applet-name

ステップ 6   

（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 7   

（任意）

指定したEEMポリシーのイベントアクションのログを表示
します。

switch(config)# show
event manager events
action-log policy
applet-name

ステップ 8   

ルーティング情報と隣接情報の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

ユニキャストルートテーブルを表示します。route-type
引数には、1つのルートプレフィックス、ダイレク

switch# show {ip | ipv6} route
[route-type | interface int-type
number | next-hop]

ステッ

プ 1   
ト、スタティック、またはダイナミックルーティン

グプロトコルを指定できます。?コマンドを使用する
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目的コマンドまたはアクション

と、サポートされているインターフェイスが表示され

ます。

隣接関係テーブルを表示します。switch# show {ip | ipv6}
adjacency [prefix | interface-type

ステッ

プ 2   
引数の範囲は次のとおりです。number [summary] | non-best]

[detail] [vrf vrf-id] • prefix：任意の IPv4または IPv6プレフィックス
アドレス。

• interface-type number：?コマンドを使用すると、
サポートされているインターフェイスが表示さ

れます。

• vrf-id：最大64文字の英数字文字列。大文字と小
文字は区別されます。

ユニキャストルートテーブルを表示します。route-type
引数には、1つのルートプレフィックス、ダイレク

switch# show {ip | ipv6} routing
[route-type | interface int-type
number | next-hop |

ステッ

プ 3   
ト、スタティック、またはダイナミックルーティン

recursive-next-hop | summary |
updated {since | until} time] グプロトコルを指定できます。?コマンドを使用する

と、サポートされているインターフェイスが表示され

ます。

次の例は、ユニキャストルートテーブルを表示します。

switch# show ip route

IP Route Table for Context "default"
'*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]

0.0.0.0/0, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops
*via 10.1.1.1, mgmt0, [1/0], 5d21h, static

0.0.0.0/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops
*via Null0, [220/0], 1w6d, local, discard

10.1.0.0/22, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
*via 10.1.1.55, mgmt0, [0/0], 5d21h, direct

10.1.0.0/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
*via 10.1.0.0, Null0, [0/0], 5d21h, local

10.1.1.1/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
*via 10.1.1.1, mgmt0, [2/0], 5d16h, am

10.1.1.55/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
*via 10.1.1.55, mgmt0, [0/0], 5d21h, local

10.1.1.253/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
*via 10.1.1.253, mgmt0, [2/0], 5d20h, am

10.1.3.255/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
*via 10.1.3.255, mgmt0, [0/0], 5d21h, local

255.255.255.255/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops
*via Eth Inband Port, [0/0], 1w6d, local

次の例は、隣接情報を表示します。

switch# show ip adjacency

IP Adjacency Table for context default
Total number of entries: 2
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Address Age MAC Address Pref Source Interface Best
10.1.1.1 02:20:54 00e0.b06a.71eb 50 arp mgmt0 Yes
10.1.1.253 00:06:27 0014.5e0b.81d1 50 arp mgmt0 Yes

レイヤ 3 整合性チェッカーのトリガー
レイヤ 3整合性チェッカーを手動でトリガーできます。

レイヤ 3整合性チェッカーを手動でトリガーにするには、グローバルコンフィギュレーション
モードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

レイヤ3整合性チェックを開始します。vrf-name
には最大64文字の英数字文字列を指定します。
大文字と小文字は区別されます。slotの範囲は
1～ 10です。

test forwarding [ipv4 | ipv6] [unicast] inconsistency
[vrf vrf-name] [module {slot| all}]

レイヤ 3整合性チェッカーを停止するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコ
マンドを使用します。

目的コマンド

レイヤ3整合性チェックを停止します。vrf-name
には最大64文字の英数字文字列を指定します。
大文字と小文字は区別されます。slotの範囲は
1～ 10です。

test forwarding [ipv4 | ipv6] [unicast] inconsistency
[vrf vrf-name] [module {slot| all}] stop

レイヤ 3の不整合を表示するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

レイヤ 3整合性チェックの結果を表示します。
vrf-nameには最大64文字の英数字文字列を指定
します。大文字と小文字は区別されます。slot
の範囲は 1～ 10です。

show forwarding [ipv4 | ipv6] inconsistency [vrf
vrf-name] [module {slot | all}]

FIB 内の転送情報の消去
FIB内の1つまたは複数のエントリを消去できます。FIBのエントリを消去しても、ユニキャスト
RIBに影響はありません。

clear forwardingコマンドを実行すると、デバイス上の転送が中断されます。注意
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手順

目的コマンドまたはアクション

FIBから 1つまたは複数のエントリを消去します。
routeのオプションは次のとおりです。

switch# clear forwarding{ipv4
| ipv6}route {* | prefix}
[vrfvrf-name]module {slot | all}

ステップ 1   

• *：すべてのルート。

• prefix：任意の IPまたは IPv6プレフィックス

vrf-nameには最大 64文字の英数字文字列を指定しま
す。大文字と小文字は区別されます。slotの範囲は 1
～ 10です。

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 2   

次の例は、FIBから 1つ以上のエントリを消去する方法を示しています。
switch(config)# clear forwarding ipv4 route * module 1
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ユニキャスト RIB の最大ルート数の設定
ルーティングテーブルで許可されている最大ルート数を設定できます。

はじめる前に

デフォルトの VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

VRFを作成し、VRFコンフィギュレーションモード
を開始します。

switch (config)# vrf contextvrf
name

ステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch (config-vrf)# ip4
unicast

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ルーティングテーブルで許可される最大ルート数を

設定します。

switch (config vrf-af-ipv4)#
maximum routesmax routes
[threshold [reinstallthreshold]
| warning -only]

ステップ 4   

次の項目を任意で指定できます。

• threshold：警告メッセージをトリガーする最大
ルート数のパーセンテージ。範囲は 1～ 100で
す。

• warning-only：ルートの最大数を超過したときに
警告メッセージを記録します。

• reinstall threshold：最大ルート数の上限を超過し
たために拒否された以前のルートを再インストー

ルし、それらを再インストールするしきい値を

指定します。しきい値の範囲は 1～ 100です。

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次の例は、ユニキャスト RIBの最大ルート数の設定方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context Red
switch(config-vrf)# ipv4 unicast
switch(config-vrf-af-ipv4)# maximum routes 250 90
switch(config-vrf-af-ipv4)# copy running-config startup-config

ルートのメモリ要件の見積もり

一連のルートとネクストホップアドレスで使用されるメモリを見積もることができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ルートのメモリ要件を表示します。num-routes
の範囲は 1000～ 1000000です。num-nexthopsの
範囲は 1～ 16です。

switch# show routing {ipv6}
memory estimate routes num-routes
next-hops num-nexthops

ステップ 1   

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次の例は、ルートのメモリ要件を見積もる方法を示しています。

switch# show routing memory estimate routes 5000 next-hops
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ユニキャスト RIB 内のルートの消去
ルートとネクストホップアドレスの数によって、使用されるメモリ量を推定できます。

*キーワードは、ルーティングに深刻な悪影響をもたらします。注意

手順

目的コマンドまたはアクション

ユニキャスト RIBとすべてのモジュール FIBから 1つま
たは複数のルートを消去します。routeのオプションは次
のとおりです。

clear{ip | ip4 | ipv6} route{*
| prefix/length} [next hop
interface] [vrfvrf-name]
module {slot | all}

ステッ

プ 1   

• *：すべてのルート

• route：個々の IPまたは IPv6ルート。

• prefix/length：任意の IPまたは IPv6プレフィックス。

• next-hop：ネスクトホップアドレス。

• interface：ネスクトホップアドレスに到達するため
のインターフェイス。

vrf-nameには最大 3264文字の英数字文字列を指定できま
す。大文字と小文字は区別されます。

ユニキャスト RIBとすべてのモジュール FIBから 1つま
たは複数のルートを消去します。routeのオプションは次
のとおりです。

clear routing[multicast |
unicast]{ip |ip4 | ipv6} {* |
{route | prefix/length}
[next-hop interface]} [vrf
vrf-name]

ステッ

プ 2   

• *：すべてのルート

• route：個々の IPまたは IPv6ルート。

• prefix/length：任意の IPまたは IPv6プレフィックス。

• next-hop：ネスクトホップアドレス。
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目的コマンドまたはアクション

• interface：ネスクトホップアドレスに到達するため
のインターフェイス。

vrf-nameには最大 64文字の英数字文字列を指定します。
大文字と小文字は区別されます。

（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-if)# copy
running-config
startup-config

ステッ

プ 3   

TCAM 使用率のモニタリング
Embedded Event Manager（EEM）でポリシーを設定して、Cisco Nexus 7000 M1シリーズイーサ
ネットモジュールでの Ternary Content Addressable Memory（TCAM）の使用率をモニタリングで
きます。

はじめる前に

• EEMを設定するには、network-adminまたは vdc-adminのユーザ権限が必要です。

•正しい仮想デバイスコンテキスト（VDC）を開始していることを確認します。またはswitchto
vdc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   

EEMにアプレットを登録し、アプレットコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config)# [no] event
manager applet
applet-name

ステップ 2   

applet-name引数は、このポリシーの一意の識別子です。29
文字以内の英数字で指定します。大文字と小文字が区別さ

れます。

EEMポリシーの設定を削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

（注）

（任意）

ポリシーの説明になるストリングを設定します。

switch(config-applet)#
description description

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

最大範囲は80文字の英数字です。ストリングは引用符で囲
みます。

ポリシーのイベントステートメントを設定します。switch(config-applet)# [no]
event fib resource tcam
usage

ステップ 4   

このコマンドを使用すると、いずれかの方向でTCAM使用
率のパーセンテージが 5の倍数になるたびに、イベントが
トリガーされます。

EEMポリシーから event文を削除するには、この
コマンドの no形式を使用します。

（注）

ポリシーによってトリガーされるアクションを説明するア

クション文を設定します。複数のアクション文を作成する

には、この手順を繰り返して行ってください。

switch(config-applet)# [no]
action number [.number2]
action-statement

ステップ 5   

•各ポリシーに複数のアクション文を設定できます。ポ
リシーにアクションを関連付けなかった場合、EEMは
イベントを観察しますが、アクションは実行されませ

ん。

• number.number2引数は、action文のラベルです。

•ラベルの形式は、1の場合は number、1.0の場合
はnumber.number2となります。2つの数字をピリ
オド（.）で区切る必要があります。

• number引数は、0～ 16桁の任意の数値です。

• number2引数の範囲は、0～ 9です。

•事前定義されたキーワードのみが、action-statement引
数でサポートされます。詳細については、『CiscoNexus
7000 Series NX-OS System Management Configuration
Guide』を参照してください。

◦ event-defaultキーワードを使用すると、関連イベ
ントのデフォルトアクションが実行されます。

TCAM使用率イベントのデフォルトアクション
は、イベントの詳細をログすることです。

◦ action 1.0 snmp-trap strdata “TCAMusage percent"
などの異なる action文を設定して、このイベント
の SNMPトラップを送信できます。

EEMポリシーから action文を削除するには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

（注）
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

しきい値を含め、ポリシーの状態に関する情報を表示しま

す。

switch(config-applet)#
show event manager
policy-state applet-name

ステップ 6   

（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 7   

（任意）

指定した EEMポリシーのイベントアクションのログを表
示します。

switch(config)# show
event manager events
action-log policy
applet-name

ステップ 8   

ユニキャスト RIB および FIB の確認
拡張 BGP統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

モジュールの隣接関係テーブル

を表示します。

show forwarding adjacency

FIBの分散情報を表示します。show forwarding distribution {clients | fib-state}

モジュールのFIB情報を表示し
ます。

show forwarding interfaces module slot

FIB内のルートを表示します。show forwarding {ip | ipv4 | ipv6} route

隣接関係テーブルを表示しま

す。

show {ip |ipv4 | ipv6} adjacency}

ユニキャストRIBから受け取っ
た IPv4または IPv6ルートを表
示します。

show {ip | ipv6} route}

ユニキャストRIBから受け取っ
たルートを表示します。

show routing
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ユニキャスト RIB および FIB の関連資料

機能情報機能名

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command
Reference』

ユニキャストRIBおよびFIBのCLI
コマンド

ユニキャスト RIB および FIB の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 32：ユニキャスト RIB および FIB の機能の履歴

機能情報リリース機能名

GTPヘッダーのサポートが追加
されました。

7.3(0)DX(1)ユニキャスト FIBでのロード
シェアリング

ユニキャストFIBの一貫性のな
いルート、紛失したルート、ま

たは失敗したルートをチェック

する機能が追加されました。

6.2(2)ユニキャスト FIB

M1シリーズモジュールの
TCAM使用率をモニタする機能
が追加されました。

6.2(2)TCAM使用率

特定のプレフィックスの特定の

ルートを表示するために、オプ

ションのキーワード

longer-prefixes [detail]が show
routingコマンドに追加されま
した。

6.2(2)ユニキャスト RIB

ルーティングテーブル内で許

可されるルートの最大数を設定

するためのサポートが追加され

ました。

5.2(1)最大ルート数

XLモジュールでより大きなサ
イズの TCAMおよび FIBのサ
ポートが追加されました。

5.0(2)XLモジュールのTCAMのサイ
ズ
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機能情報リリース機能名

デフォルトでイネーブルになっ

ており、ディセーブルにできま

せん。

5.0(2)動的な TCAM割り当て

IPv6転送テーブル内の不整合
チェックのサポートが追加され

ました。

4.2(1)IPv6転送の不整合チェッカー

FIB内の TCAMブロックを動
的に割り当てる機能のサポート

が追加されました。

4.2(1)動的な TCAM割り当て

インターフェイス上でパケット

単位のロードバランシングを

行う機能のサポートが追加され

ました。

4.1(2)パケット単位のロードシェア

リング

ユニキャスト RIBおよび FIB
内の個々のルートを消去する機

能のサポートが追加されまし

た。

4.0(3)ユニキャスト RIBおよび FIB

この機能が導入されました。4.0(1)ユニキャスト RIBおよび FIB
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第 18 章

Route Policy Manager の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 475 ページ

• Route Policy Managerについて, 476 ページ

• Route Policy Managerのライセンス要件 , 485 ページ

• Route Policy Managerの前提条件 , 485 ページ

• 注意事項と制約事項, 485 ページ

• Route Policy Managerパラメータのデフォルト設定, 486 ページ

• Route Policy Managerの設定, 486 ページ

• Route Policy Managerの設定例, 498 ページ

• Route Policy Managerの関連資料, 498 ページ

• Route Policy Managerの標準, 499 ページ

• Route Policy Managerの機能の履歴, 499 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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Route Policy Manager について
Route Policy Managerは、ルートマップおよび IPプレフィックスリストをサポートしています。
この機能は、ルート再配布に使用されます。プレフィックスリストには、1つ以上の IPv4ネット
ワークプレフィックスおよび関連するプレフィックス長の値が含まれています。プレフィックス

リストは、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）テンプレート、ルートフィルタリング、ま
たはルーティングドメイン間で交換されるルートの再配布などの機能で、単独で使用できます。

ルートマップは、ルートおよび IPパケットの両方に適用できます。ルートフィルタリングおよ
び再配布は、ルートマップを使用してルートを渡します。

プレフィックスリスト

プレフィックスリストを使用すると、アドレスまたはアドレス範囲を許可または拒否することが

できます。プレフィックスリストによるフィルタリングでは、ルートまたはパケットのプレフィッ

クスと、プレフィックスリストに指定されているプレフィックスの照合が行われます。特定のプ

レフィックスがプレフィックスリストのどのエントリとも一致しなかった場合、実質的に拒否さ

れたものと見なされます。

プレフィックスリストに複数のエントリを設定し、エントリと一致したプレフィックスを許可ま

たは拒否できます。各エントリにはシーケンス番号が関連付けられています。この番号はユーザ

が設定できます。シーケンス番号が設定されていない場合は、CiscoNX-OSによって自動的にシー
ケンス番号が設定されます。Cisco NX-OSはシーケンス番号が最も小さいエントリから順番にプ
レフィックスリストを評価します。Cisco NX-OSは、所定のプレフィックスと最初に一致したエ
ントリを処理します。一致すると、Cisco NX-OSは permit文または deny文を処理し、プレフィッ
クスリストの残りのエントリは評価しません。

Cisco NX-OSでは、プレフィックスリストは次のアドレスの 1つだけを同時にサポートします。

• source

• destination

•グループアドレス

プレフィックスリストが空の場合は、すべてのルートが許可されます。（注）

MAC リスト
MACリストを使用すると、MACアドレスまたはアドレス範囲を許可または拒否することができ
ます。MACリストはMACアドレスとオプションのMACマスクのリストです。MACマスクはワ
イルドカードマスクで、ルートマップがMACリストのエントリと一致すると論理的にMACア
ドレスと AND結合されます。MACリストによるフィルタリングでは、パケットのMACアドレ
スとMACリスト内のMACリストが照合されます。特定のMACアドレスがMACリストのどの
エントリとも一致しなかった場合、実質的に拒否されたものと見なされます。
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MACリストに複数のエントリを設定し、エントリと一致したMACアドレスを許可または拒否で
きます。各エントリにはシーケンス番号が関連付けられています。この番号はユーザが設定でき

ます。シーケンス番号が設定されていない場合は、Cisco NX-OSによって自動的にシーケンス番
号が設定されます。CiscoNX-OSはシーケンス番号が最も小さいエントリから順番にMACリスト
を評価します。CiscoNX-OSは、所定のMACアドレスと最初に一致したエントリを処理します。
一致すると、Cisco NX-OSは permit文または deny文を処理し、MACリストの残りのエントリは
評価しません。

ルートマップ

ルートマップは、ルートの再配布やポリシーベースルーティングに使用できます。ルートマッ

プエントリは、一致基準および設定基準のリストからなります。一致基準では、着信ルートまた

はパケットの一致条件を指定します。設定基準では、一致基準を満たした場合のアクションを指

定します。

同じルートマップに複数のエントリを設定できます。これらのエントリには、同じルートマップ

名を指定し、シーケンス番号で区別します。

一意のルートマップ名の下に 1つまたは複数のルートマップエントリをシーケンス番号に従っ
て並べ、ルートマップを作成します。ルートマップエントリのパラメータは、次のとおりです。

•シーケンス番号

•アクセス権：許可または拒否

•一致基準

•設定変更

ルートマップではデフォルトで、最小のシーケンス番号から順にルートまたは IPパケットが処理
されます。continue文を使用すると、次に処理するルートマップエントリを決定できるので、別
の順序で処理するようにルートマップを設定できます。

一致基準

さまざまな基準を使用して、ルートマップでルートや IPパケットを照合できます。BGPコミュ
ニティリストのように、特定のルーティングプロトコルだけに適用できる基準もありますが、IP
送信元または宛先アドレスなど、その他の基準はあらゆるルートまたは IPパケットに使用できま
す。

ルートマップに従ってルートまたはパケットを処理する場合、CiscoNX-OSは設定されている個々
の match文とルートまたはパケットを比較します。ルートまたはパケットが設定されている基準
と一致した場合、Cisco NX-OSはルートマップ内で一致するエントリに対する許可または拒否設
定、および設定されている設定基準に基づいて、このルートやパケットを処理します。

一致のカテゴリおよびパラメータは、次のとおりです。

• IPアクセスリスト：（ポリシーベースルーティングの場合のみ）送信元または宛先 IPアド
レス、プロトコル、または QoS（Quality of Service）パラメータに基づく一致
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• BGPパラメータ：AS番号、ASパス、コミュニティ属性、または拡張コミュニティ属性に基
づく一致

•プレフィックスリスト：アドレスまたはアドレス範囲に基づく一致

•マルチキャストパラメータ：ランデブーポイント、グループ、または送信元に基づく一致

•その他のパラメータ：IPネクストホップアドレスまたはパケット長に基づく一致

設定変更

ルートまたはパケットがルートマップのエントリと一致したら、設定済みの 1つ以上の set文に
基づいて、そのルートまたはパケットを変更できます。

設定変更は次のとおりです。

• BGPパラメータ：ASパス、タグ、コミュニティ、拡張コミュニティ、ダンプニング、ロー
カルプリファレンス、オリジン、または重み値属性の変更

•メトリック：ルートメトリック、ルートタグ、またはルートタイプの変更

•ポリシーベースルーティングのみ：インターフェイスまたはデフォルトネクストホップア
ドレスの変更

•その他のパラメータ：フォワーディングアドレスまたは IPネクストホップアドレスの変更

アクセスリスト

IPアクセスリストでは、次のような IPパケットフィールドとパケットを照合できます。

•送信元または宛先 IPv4または IPv6アドレス

• Protocol

• Precedence

• ToS

ルートマップで ACL（アクセスコントロールリスト）を使用できるのは、ポリシーベースルー
ティングの場合に限られます。ACLの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照してください。

BGP の AS 番号

BGPピアとの照合に使用する AS番号のリストを設定できます。BGPピアがリスト内の AS番号
と一致し、さらに他の BGPピア設定と一致する場合、BGPはセッションを作成します。BGPピ
アがリスト内の AS番号と一致しない場合は、BGPはピアを無視します。AS番号は AS番号の範
囲のリストとして設定できます。また、ASパスリストを使用してAS番号を正規表現と比較する
こともできます。
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BGP の AS パスリスト

ASパスリストを設定すると、着信または発信 BGPルートのアップデートをフィルタリングでき
ます。ルートアップデートに ASパスリストのエントリと一致する ASパス属性が含まれている
場合、ルータは設定されている許可または拒否条件に基づいてルートを処理します。ルートマッ

プの中で ASパスリストを設定できます。

同じ ASパスリスト名を使用することによって、ASパスリストで複数の ASパスエントリを設
定できます。ルータは最初に一致したエントリを処理します。

BGP のコミュニティリスト

ルートマップのコミュニティリストを使用すると、BGPコミュニティに基づいて BGPルート
アップデートをフィルタリングできます。コミュニティ属性はコミュニティリストに基づいて照

合できます。また、コミュニティ属性はルートマップを使用して設定できます。

コミュニティリストには、1つまたは複数のコミュニティ属性を指定します。同じコミュニティ
リストエントリに複数のコミュニティ属性を設定した場合、BGPルートが一致と見なされるに
は、指定されたすべてのコミュニティ属性と一致しなければなりません。

同じコミュニティリスト名を使用することによって、コミュニティリストのそれぞれ個別のエン

トリとして、複数のコミュニティ属性を設定することもできます。この場合、ルータは最初に

BGPルートと一致したコミュニティ属性を、そのエントリの許可または拒否設定に基づいて処理
します。

コミュニティリストのコミュニティ属性は、次の形式のいずれか 1つで設定できます。

•名前付きコミュニティ属性（internet、no-exportなど）。

• aa:nn形式（最初の 2バイトは 2バイトAS番号、最後の 2バイトはユーザ定義のネットワー
ク番号を表しています）。

•正規表現。

正規表現の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
を参照してください。

BGP の拡張コミュニティリスト

拡張コミュニティリストでは 4バイトの AS番号がサポートされています。拡張コミュニティリ
ストのコミュニティ属性は、次のいずれかの形式で設定できます。

• aa4:nn形式（最初の 4バイトは 4バイトのAS番号、最後の 2バイトはユーザが定義するネッ
トワーク番号を表します）。

•正規表現。

正規表現の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
を参照してください。
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Cisco NX-OSは汎用の特定拡張コミュニティリストをサポートしています。このリストを使用す
ると、4バイトの AS番号に対して通常のコミュニティリストと同様の機能を使用できます。汎
用の特定拡張コミュニティリストには次のプロパティを設定できます。

• Transitive：BGPはコミュニティ属性を自律システム間に伝達します。

• Nontransitive：BGPはコミュニティ属性を削除してからルートを他の自律システムに伝達し
ます。

ルートの再配布およびルートマップ

ルートマップを使用すると、ルーティングドメイン間でのルートの再配布を制御できます。ルー

トマップではルートの属性を照合し、一致基準を満たすルートだけを再配布します。設定変更を

使用することによって、再配布時に、ルートマップでルート属性を変更することもできます。

ルータは再配布されたルートを各ルートマップエントリと照合します。match文が複数ある場合
は、ルートがすべての一致基準を満たしている必要があります。ルートがルートマップエントリ

で定義されている一致基準を満たす場合は、エントリで定義されているアクションが実行されま

す。ルートが基準と一致しなかった場合、ルータは後続のルートマップエントリとルートを比較

します。ルートの処理は、ルートがルートマップのいずれかのエントリと一致するか、どのエン

トリとも一致せずすべてのエントリによる処理が完了するまで継続します。

各 ACLは、設計の表記法により暗黙的な deny文で終了しますが、ルートマップには同様の表記
法はありません。一致試行の間にルートマップの終わりに達した場合は、そのルートマップの特

定のアプリケーションによって結果が異なります。幸いなことに、再配布に適用されるルートマッ

プの動作はACLと同じです。ルートがルートマップのどの句とも一致しない場合は、ルートマッ
プの最後に deny文が含まれている場合と同様に、ルートの再配布が拒否されます。

BGPをIGPに再配布するとき、iBGPも再配布されます。この動作を無効にするには、ルート
マップに追加 deny文を挿入します。

（注）

ルーティングプロトコル用のルートマップサポートマトリクス

次の表は、最新リリースを実行しているCisco Nexus 70xxおよび 77xxシリーズスイッチで設定可
能な、ルーティングプロトコル用の match文と set文を示しています。特定のリリース情報につ
いては、Route Policy Managerの機能の履歴, （499ページ）を参照してください。

表の説明は以下のとおりです。

• Yes：文はプロトコルに対応しています。

• No：文はプロトコルに対応していません。

•文がプロトコルに適用されない場合は、文の横の列にダッシュ（-）が付いています。

•説明が必要な場合は、該当する行/列に情報が付記されています。
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表 33：SET ルートマップ文（プロトコル別）

BGP の再配布RIP の再配布ISIS の再配布EIGRP の再配
布

OSPF の再配
布

SET ルートマップ
文

————Yes転送アドレス

標準コミュニ

ティのみ

————標準/拡張コミュニ
ティ

No————Site of Origin
（SOO）

YesYesYesYesYesルーティングプロ

トコルメトリック

——No—Yesルーティングプロ

トコルのメトリッ

クタイプ

—YesNoYesYesルートタグ

————YesNSSAのみ

Yes————オリジン

——Yes——レベル

Yes————ウェイト

表 34：SET ルートマップ文（プロトコル別）

EIGRP 配布リ
スト

ISIS テーブ
ルマップ

EIGRP テー
ブルマップ

OSPF テー
ブルマップ

BGP テー
ブルマッ

プ

BGP ネイ
バー

SET ルートマッ
プ文

————NoYes標準/拡張コミュ
ニティ

————NoYes標準/拡張コミュ
ニティリストの

削除

—————NoSite of Origin
（SOO）

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
481

Route Policy Manager について



EIGRP 配布リ
スト

ISIS テーブ
ルマップ

EIGRP テー
ブルマップ

OSPF テー
ブルマップ

BGP テー
ブルマッ

プ

BGP ネイ
バー

SET ルートマッ
プ文

Yes———NoNoルーティングプ

ロトコルメト

リック

————NoYesルーティングプ

ロトコルのメト

リックタイプ

—————YesIPv4ネクスト
ホップ

—————YesIPv6ネクスト
ホップ

—————YesIPv4プレフィッ
クスリスト

—————YesIPv6プレフィッ
クスリスト

—————Noインターフェイ

ス

Yes—————ルートタグ

————NoYesASパス

————NoYesオリジン

————NoYesすべてのパスの

アドバタイズメ

ント

—YesYesYesYes—ディスタンス

————NoNoダンプニング

————NoNoレベル

———NoYesYesウェイト
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表 35：MATCH ルートマップ文（プロトコル別）

BGP の再配布RIP の再配布ISIS の再配布EIGRP の再配布OSPF の再配布MATCH ルート
マップ文

—YesyesYesOSPFv2のみコミュニティ

リスト

—Yes—YesOSPFv2のみコミュニティ

リストの終了

YesYesYesYesYesインターフェ

イス

YesYesYesYesYesIPv4ネクスト
ホップ

YesNoYesYesYesIPv6ネクスト
ホップ

YesYesYesYesYesメトリック

YesYesYesYesYesルートタイプ

YesYesYesYesYesタグ

YesNoYesYesYesIPv6プレ
フィックスリ

スト

YesYesYesYesYesIPv4プレ
フィックスリ

スト

NoNoNoNoNoIP ACL

—YesYesYesYesソースプロト

コル

—NoNoNoNoASパス

—NoNoNoNoAS番号
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表 36：MATCH ルートマップ文（プロトコル別）

EIGRP 配布
リスト

ISIS テーブ
ルマップ

EIGRP テー
ブルマップ

OSPF テーブ
ルマップ

BGP テーブ
ルマップ

BGP ネイ
バー

MATCH ルー
トマップ文

————YesYesコミュニ

ティリスト

————YesYesコミュニ

ティリスト

の終了

—YesYesYesNo—インター

フェイス

YesYesYesYesYesYesIPv4ネクス
トホップ

YesYesYesYesYesYesIPv6ネクス
トホップ

NoNoNoYesYesYesメトリック

NoYesYesYesYesYesルートタイ

プ

YesNoYesYesYes—タグ

YesYesYesYesYesYesIPv6プレ
フィックス

リスト

YesYesYesYesYesYesIPv4プレ
フィックス

リスト

NoNoNoNoNoNoIP ACL

————YesYesASパス

————NoYesAS番号

———Yes——IPv4ルート
ソース
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Policy-Based Routing：ポリシーベースルーティング
ポリシーベースルーティングを使用すると、パケットの送信元またはパケットヘッダーの他の

フィールドに基づいて、特定のネクストホップアドレスにパケットを転送できます。

Route Policy Manager のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

Route Policy Manager の前提条件
VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、目的の VDCを入力します（設定
情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を、
ライセンス情報については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照）。

注意事項と制約事項

•ルートマップが空の場合は、すべてのルートが拒否されます。

•プレフィックスリストが空の場合は、すべてのルートが許可されます。

•ルートマップエントリに match文がない場合、ルートマップエントリのアクセス権（許可
または拒否）によって、すべてのルートまたはパケットの処理結果が決まります。

•ルートマップエントリのmatch文の中で参照されたポリシー（プレフィックスリストなど）
から no-matchまたは deny-matchが返された場合、Cisco NX-OSはそのmatch文を失敗と見な
し、次のルートマップエントリを処理します。

•ルートマップを変更しても、ルートマップコンフィギュレーションサブモードを終了する
までは、Cisco NX-OSによってすべての変更が保留されます。その後、Cisco NX-OSからプ
ロトコルクライアントにすべての変更が送信され、変更が有効になります。

•ルートマップは定義する前に使用できるので、設定変更を終えるときには、すべてのルート
マップが存在していることを確認してください。

•再配布およびフィルタリングを行う場合、ルートマップの使用状況を確認できます。各ルー
ティングプロトコルには、これらの統計情報を表示する機能があります。

• BGPをIGPに再配布するとき、iBGPも再配布されます。この動作を無効にするには、ルー
トマップに追加 deny文を挿入します。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。
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Route Policy Manager パラメータのデフォルト設定

デフォルトの Route Policy Manager パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

イネーブルRoute Policy Manager

115アドミニストレーティブディスタンス

Route Policy Manager の設定

IP プレフィックスリストの設定
IPプレフィックスリストでは、プレフィックスおよびプレフィックス長のリストに対して IPパ
ケットまたはルートを照合します。IPv4には IPプレフィックスリスト、IPv6には IPv6プレフィッ
クスリストを作成できます。

指定したプレフィックス長と完全に一致するプレフィックスリストエントリのみを対象とするよ

う設定できます。また、指定したプレフィックス長の範囲に該当するすべてのプレフィックスを

対象とすることもできます。

geキーワードと ltキーワードを使用すると、プレフィックス長の範囲を指定できます。着信パ
ケットまたはルートがプレフィックスリストと一致すると判定されるのは、プレフィックスが一

致し、プレフィックス長が geキーワードの値（設定されている場合）以上かつ ltキーワードの値
（設定されている場合）以下の場合です。

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   

（任意）

プレフィックスリストに関する情報ストリングを

追加します。

switch(config)# {ip | ipv6}
prefix-list name description string

ステップ 2   

IPv4プレフィックスリストを作成するか、または
既存のプレフィックスリストにプレフィックスを

switch(config)# ip prefix-list name
[seq number] [{permit | deny}
prefix {[eq prefix-length] | [ge
prefix-length] [le prefix-length]}]

ステップ 3   

追加します。プレフィックス長の照合は次のように

行われます。
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目的コマンドまたはアクション

• eq：prefix lengthの値と完全に一致するものが
対象。

• ge：設定されている prefix length以上のプレ
フィックス長が対象。

• le：設定されている prefix length以下のプレ
フィックス長が対象。

IPv6プレフィックスリストを作成するか、または
既存のプレフィックスリストにプレフィックスを

switch(config)# ipv6 prefix-list
name [seq number] [{permit |
deny} prefix {[eq prefix-length] |

ステップ 4   

追加します。プレフィックス長の照合は次のように

行われます。
[ge prefix-length] [le
prefix-length]}]

• eq：prefix lengthの値と完全に一致するものが
対象。

• ge：設定されている prefix length以上のプレ
フィックス長が対象。

• le：設定されている prefix length以下のプレ
フィックス長が対象。

（任意）

プレフィックスリストについての情報を表示しま

す。

switch(config)# show {ip | ipv6}
prefix-list name

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# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次に、2つのエントリからなる IPv4プレフィックスリストを作成し、BGPネイバーにプレフィッ
クスリストを適用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip prefix-list allowprefix seq 10 permit 192.0.2.0/24 eq 24
switch(config)# ip prefix-list allowprefix seq 20 permit 209.165.201.0/27 eq 27
switch(config)# router bgp 65536:20
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.1/16 remote-as 65535:20
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# prefix-list allowprefix in

MAC リストの設定
MACリストを設定すると、特定の範囲のMACアドレスを許可または拒否できます。
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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   

MACリストを作成するか、既存のMACリスト
にMACアドレスを追加します。seqの範囲は 1

switch(config)#mac-list name
[seq number] {permit | deny}
mac-address [mac-mask]

ステップ 2   

～ 4294967294です。mac-maskを使用して、MAC
アドレスの照合部分をMACアドレス形式で指定
します。

（任意）

MACリストの情報を表示します。
switch(config)# show mac-list
name

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# 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。

次の例では、MACリストを作成して、スタートアップコンフィギュレーションに実行コンフィ
ギュレーションをコピーする方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# mac-list AllowMac seq 1 permit 0022.5579.a4c1 ffff.ffff.0000
switch# copy running-config startup-config

AS パスリストの設定
発信と着信の両方の BGPルートに ASパスリストフィルタを指定できます。各フィルタは、正
規表現を使用するアクセスリストです。正規表現が ASCIIストリングとして表されたルートの
ASパス属性と一致した場合は、許可または拒否条件が適用されます。

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   

正規表現を使用してBGPASパスリストを作
成します。

switch(config)# ip as-path
access-list name {deny | permit}
expression

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）

ASパスアクセスリストに関する情報を表示
します。

switch(config)# show {ip | ipv6}
as-path-access-list name

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

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

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。

次に、2つのエントリからなる ASパスリストを作成し、BGPネイバーに ASパスリストを適用
する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip as-path access-list AllowAS permit 64510
switch(config)# ip as-path access-list AllowAS permit 64496
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# router bgp 65536:20
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.1/16 remote-as 65535:20
switch(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast
switch(config-router-neighbor-af)# filter-list AllowAS in

コミュニティリストの設定

コミュニティリストを使用すると、コミュニティ属性に基づいてBGPルートをフィルタリングで
きます。コミュニティ番号は aa:nn形式の 4バイト値です。最初の 2バイトは自律システム番号
を表し、最後の 2バイトはユーザ定義のネットワーク番号です。

同じコミュニティリスト文で複数の値を設定した場合、コミュニティリストフィルタを満足さ

せるには、すべてのコミュニティ値が一致しなければなりません。複数の値をそれぞれ個別のコ

ミュニティリスト文で設定した場合は、最初に条件が一致したリストが処理されます。

コミュニティリストをmatch文で使用すると、コミュニティ属性に基づいてBGPルートをフィル
タリングできます。

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   

標準 BGPコミュニティリストを作成します。
list-nameには最大 63文字の英数字を指定できま

switch(config)# ip community-list
standard list-name {deny |
permit} [community-list] [internet]

ステップ 2   

す。大文字と小文字は区別されます。community-list
[local-AS] [no-advertise]
[no-export] には、1つ以上のコミュニティをaa:nn形式で指定

できます。
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目的コマンドまたはアクション

拡張 BGPコミュニティリストを作成する必要が
ある場合は、この手順を実行しないでください。

正規表現を使用して拡張 BGP ASコミュニティリ
ストを作成します。

switch(config)# ip community-list
expanded list-name {deny |
permit} expression

ステップ 3   

標準 BGPコミュニティリストを作成する必要が
ある場合は、この手順を実行しないでください。例：

（任意）

コミュニティリストに関する情報を表示します。

switch(config)# show ip
community list 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# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次の例は、2つのエントリからなるコミュニティリストの作成方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# ip community-list standard BGPCommunity permit no-advertise 65536:20
switch(config)# ip community-list standard BGPCommunity permit local-AS no-export
switch(config)# copy running-config startup-config

拡張コミュニティリストの設定

拡張コミュニティリストを使用すると、コミュニティ属性に基づいてBGPルートをフィルタリン
グできます。コミュニティ番号は aa4:nn形式の 6バイト値です。最初の 4バイトは自律システム
番号を表し、最後の 2バイトはユーザ定義のネットワーク番号です。

同じ拡張コミュニティリスト文で複数の値を設定した場合、拡張コミュニティリストフィルタ

の条件を満たすには、すべての拡張コミュニティ値が一致しなければなりません。複数の値をそ

れぞれ個別の拡張コミュニティリスト文で設定した場合は、最初に条件が一致したリストが処理

されます。

拡張コミュニティリストをmatch文で使用すると、拡張コミュニティ属性に基づいてBGPルート
をフィルタリングできます。

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   
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目的コマンドまたはアクション

標準 BGP拡張コミュニティリストを作成しま
す。communityを使用して、1つ以上の拡張コミュ
ニティを aa4:nn形式で指定できます。

switch(config)# ip
extcommunity-list standard
list-name {deny | permit}
4bytegeneric {transitive |

ステップ 2   

拡張BGP拡張コミュニティリストを作成する必
要がある場合は、この手順を実行しないでくだ

さい。

nontransitive} community1
[community2...]

正規表現を使用して拡張 BGP拡張コミュニティ
リストを作成します。

switch(config)# ip
extcommunity-list expanded
list-name {deny | permit} expression

ステップ 3   

標準BGP拡張コミュニティリストを作成する必
要がある場合は、この手順を実行しないでくだ

さい。

（任意）

コミュニティリストに関する情報を表示します。

switch(config)# show ip
extcommunity list 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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、汎用の特定拡張コミュニティリストを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip extcommunity-list standard test1 permit 4bytegeneric transitive 65536:40
65536:60
switch(config)# copy running-config startup-config

ルートマップのオプションの match パラメータ
ルートマップコンフィギュレーションモードで、ルートマップに対して次のオプションのmatch
パラメータを設定できます。

default-informationoriginateコマンドでは、オプションのルートマップのmatch文は無視され
ます。

（注）

目的コマンド

1つまたは複数のASパスリストと照合。ASパ
スリストは、ip as-path access-listコマンドで作
成します。

switch(config-route-map)#match as-path name
[name...]
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目的コマンド

1つまたは複数の AS番号または ASパスリス
トと照合。ASパスリストは、ip as-path
access-listコマンドで作成します。指定できる
範囲は 1～ 65535です。ASパスリスト名には
最大 63文字の英数字を使用できます。大文字
と小文字は区別されます。

switch(config-route-map)#match as-number
{number [,number...]| as-path-list name [name...]}

1つまたは複数のコミュニティリストと照合。
コミュニティリストは、ip community-listコマ
ンドで作成します。

switch(config-route-map)#match community name
[name...][exact-match]

1つまたは複数の拡張コミュニティリストと照
合。コミュニティリストは、ip
extcommunity-listコマンドで作成します。

switch(config-route-map)#match extcommunity
name [name...][exact-match]

設定済みのインターフェイスのいずれかからの

ネクストホップと照合。?を使用すると、サ
ポートされているインターフェイスタイプのリ

ストを検索できます。

switch(config-route-map)#match interface
interface-type number [interface-type number...]

1つまたは複数の IPv4プレフィックスリスト
と照合。プレフィックスリストを作成するに

は、ip prefix-listコマンドを使用します。

switch(config-route-map)#match ip address
prefix-list name [name...]

1つまたは複数の IPv6プレフィックスリスト
と照合。プレフィックスリストを作成するに

は、ipv6 prefix-listコマンドを使用します。

switch(config-route-map)#match ipv6 address
prefix-list name [name...]

マルチキャスト送信元、グループ、またはラン

デブーポイントに基づいて IPv4マルチキャス
トパケットを照合。

switch(config-route-map)#match ip multicast
[source ipsource] [[group ipgroup] [rp iprp]]

マルチキャスト送信元、グループ、またはラン

デブーポイントに基づいて IPv6マルチキャス
トパケットを照合。

switch(config-route-map)#match ipv6 multicast
[source ipsource] [[group ipgroup] [rp iprp]]

1つまたは複数の IPプレフィックスリストに
対して、ルートの IPv4ネクストホップアドレ
スを照合。プレフィックスリストを作成するに

は、ip prefix-listコマンドを使用します。

switch(config-route-map)#match ip next-hop
prefix-list name [name...]
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目的コマンド

1つまたは複数の IPプレフィックスリストに
対して、ルートの IPv6ネクストホップアドレ
スを照合。プレフィックスリストを作成するに

は、ipv6 prefix-listコマンドを使用します。

switch(config-route-map)#match ipv6 next-hop
prefix-list name [name...]

1つまたは複数の IPプレフィックスリストに
対して、ルートの IPv4ルート送信元アドレス
を照合。プレフィックスリストを作成するに

は、ip prefix-listコマンドを使用します。

switch(config-route-map)#match ip route-source
prefix-list name [name...]

1つまたは複数の IPプレフィックスリストに
対して、ルートの IPv6ルート送信元アドレス
を照合。プレフィックスリストを作成するに

は、ipv6 prefix-listコマンドを使用します。

switch(config-route-map)#match ipv6 route-source
prefix-list name [name...]

1つまたは複数のMACリストと照合。MACリ
ストは mac-listコマンドを使用して作成しま
す。

switch(config-route-map)#match mac-list name
[name...]

ルートメトリック値を 1つまたは複数のメト
リック値または値の範囲と照合。メトリック範

囲は +- deviation引数を使用して設定します。
ルートマップは次の範囲に該当するすべての

ルートメトリックと照合されます。

value - deviation to value + deviation.

switch(config-route-map)#match metric value [+-
deviation.][value..]

ルートタイプと照合。route-typeには、次の 1
つ以上を指定できます。

• external

• inter-area

• internal

• intra-area

• level-1

• level-2

• local

• nssa-external

• type-1

• type-2

switch(config-route-map)#match route-type
route-type
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目的コマンド

フィルタリングまたは再配布に関する 1つまた
は複数のタグとルートを照合。

switch(config-route-map)#match tag tagid [tagid...]

VLANと照合。switch(config-route-map)#match vlan vlan-id
[vlan-range]

ルートマップのオプションの set パラメータ
ルートマップコンフィギュレーションモードで、ルートマップに対して次のオプションの setパ
ラメータを設定できます。

目的コマンド

BGPルートのASパス属性を変更します。最後
の AS番号（last-as）として設定した numberま
たは特定の ASパス値の文字列（as-1
as-2...as-n）をプリペンドできます。

switch(config-route-map)# set as-path {tag | prepend
{last-as number | as-1 [as-2...]}}

着信または発信 BGPルートアップデートのコ
ミュニティ属性から、コミュニティを削除しま

す。コミュニティリストは ip community-listコ
マンドを使用して作成します。

switch(config-route-map)# set comm-list name delete

BGPルートアップデートのコミュニティ属性
を設定します。

ルートマップ属性の同じシーケンス

で、set communityコマンドと set
comm-list deleteコマンドを両方使用
すると、設定処理よりも先に削除処

理が実行されます。

（注）

BGPコミュニティ属性をBGPピアに
伝播するには、BGPネイバーアドレ
スファミリコンフィギュレーション

モードで send-communityコマンドを
使用します。

（注）

switch(config-route-map)# set community {none |
additive | local-AS | no-advertise | no-export |
community-1 [community-2...]}
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目的コマンド

BGPルートダンプニングパラメータを設定し
ます。

• halflife：指定できる範囲は1～45分です。
デフォルトは 15です。

• reuse：指定できる範囲は 1～ 20000秒で
す。デフォルトは 750です。

• suppress：指定できる範囲は 1～ 20000で
す。デフォルトは 2000です。

• duration：指定できる範囲は 1～ 255分で
す。デフォルトは 60です。

switch(config-route-map)# set dampening halflife
reuse suppress duration

OSPFv2または OSPFv3のルートのアドミニス
トレーティブディスタンスを設定します。範囲

は 1～ 255です。

switch(config-route-map)# set distance value

着信または発信 BGPルートアップデートの拡
張コミュニティ属性から、コミュニティを削除

します。拡張コミュニティリストは ip
extcommunity-listコマンドを使用して作成しま
す。

switch(config-route-map)# set extcomm-list name
delete

BGPルートアップデートの拡張コミュニティ
属性を設定します。

ルートマップ属性の同じシーケンス

で、set extcommunityコマンドと set
extcomm-list deleteコマンドを両方使
用すると、設定処理よりも先に削除

処理が実行されます。

（注）

BGP拡張コミュニティ属性をBGPピ
アに伝播するには、BGPネイバーア
ドレスファミリコンフィギュレー

ションモードで send-communityコマ
ンドを使用します。

（注）

switch(config-route-map)# set extcommunity
4byteas-generic {transitive | nontransitive} {none
| additive] community-1 [community-2...]}
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目的コマンド

BGPルートアップデートのコストコミュニティ
属性を設定します。この属性を使用して、ロー

カルの自律システムまたは自律連合の BGP最
良パス選択プロセスをカスタマイズできます。

community-idの範囲は 0～ 255です。costの範
囲は 0～ 4294967295です。最も低いコストを
持つパスが優先されます。コストが同じ場合

は、最も低いコストコミュニティ番号を持つパ

スが優先されます。

igpキーワードは、IGPコスト比較の後にコス
トを比較します。pre-bestpathキーワードは、
ベストパスアルゴリズムの他のすべてのステッ

プの前に比較します。

switch(config-route-map)# set extcommunity cost
community-id1 cost [igp | pre-bestpath]
[community-id2...]}

BGPルート更新の拡張コミュニティルートター
ゲット属性を設定します。communityの値は、
2バイトの AS番号:4バイトのネットワーク番
号、4バイトの AS番号:2バイトのネットワー
ク番号、または IPアドレス:2バイトのネット
ワーク番号で指定します。

additiveキーワードは、ルートターゲットを既
存の拡張コミュニティルートターゲット属性

に追加するために使用します。

switch(config-route-map)# set extcommunity rt
community-1 [additive] [community-2...]}

OSPFのフォワーディングアドレスを設定しま
す。

switch(config-route-map)# set forwarding-address

IS-IS用にルートをインポートするエリアを設定
します。IS-ISのオプションは level-1、
level-1-2、または level-2です。デフォルトは
level-1です。

switch(config-route-map)# set level {backbone |
level-1 | level-1-2 | level-2}

BGPローカルプリファレンス値を設定します。
範囲は 0～ 4294967295です。

switch(config-route-map)# set local-preference value

既存のメトリック値を増減します。メトリック

は Kb/s単位です。範囲は 0～ 4294967295で
す。

switch(config-route-map)# set metric [+ |
-]bandwidth-metric
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目的コマンド

ルートメトリック値を設定します。メトリック

は次のとおりです。

• metric0：帯域幅（kbps）。範囲は 0～
4294967295です。

• metric1：遅延（10マイクロ秒単位）。

• metric2：信頼性。指定できる範囲は 0～
255（100%の信頼性）です。

• metric3：ロード。指定できる範囲は 1～
200（100%のロード）です。

• metric4：パスのMTU。範囲は 1～
4294967295です。

switch(config-route-map)# set metric bandwidth
[delay reliability load mtu]

宛先ルーティングプロトコルのメトリックタ

イプを設定します。オプションは次のとおりで

す。

• external：IS-IS外部メトリック

• internal：BGPのMEDとして IGPメトリッ
クを使用

• type-1：OSPF外部タイプ 1メトリック

• type-2：OSPF外部タイプ 2メトリック

set metric-type internalコマンドは、発信ポリ
シーと eBGPネイバーにのみ作用します。同じ
BGPピア発信ポリシーに metricコマンドと
metric-type internalコマンドを両方設定した場
合、Cisco NX-OSはmetric-type internalコマン
ドを無視します。

switch(config-route-map)# setmetric-type {external
| internal | type-1 | type-2}

Pビットセットを持たないASBRで生成された
タイプ7LSAを設定します。これにより、OSPF
で、タイプ 7からタイプ 5への LSA変換が行
われなくなります。

switch(config-route-map)# set nssa-only

BGPオリジン属性を設定します。EGPas-number
の範囲は 0～ 65535です。

switch(config-route-map)# set origin {egp as-number
| igp | incomplete}

宛先ルーティングプロトコルのタグ値を設定し

ます。nameパラメータは符号なし整数です。
switch(config-route-map)# set tag name
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目的コマンド

BGPルートの重み値を設定します。範囲は0～
65535です。

switch(config-route-map)# set weight count

Route Policy Manager の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

コミュニティリストの情報を表示します。show ip community-list [name]

拡張コミュニティリストの情報を表示します。show ip extcommunity-list [name]

IPv4または IPv6プレフィックスリストの情報
を表示します。

show [ip | ipv6] prefix-list [name]

ルートマップの情報を表示します。show route-map [name]

Route Policy Manager の設定例
次の例では、アドレスファミリを使用して Route Policy Managerを設定し、ネイバー 209.0.2.1か
らのユニキャストルートやマルチキャストルートが AllowPrefixプレフィックスリストと一致し
た場合に、それらのルートが承認されるようにします。

router bgp 64496

neighbor 209.0.2.1 remote-as 64497
address-family ipv4 unicast
route-map filterBGP in

route-map filterBGP
match ip address prefix-list AllowPrefix

ip prefix-list AllowPrefix 10 permit 192.0.2.0/24
ip prefix-list AllowPrefix 20 permit 209.165.201.0/27

Route Policy Manager の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

Route Policy Manager 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 Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDCおよび VRF

Route Policy Manager の標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

Route Policy Manager の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

テーブルマップにおける複数のmatch文のサポー
トが追加されました。

6.2(14)テーブルマップでの複

数の match文

ルーティングプロトコル用のルートマップサ

ポートマトリクスが追加されました。

6.2(2)ルートマップサポート

マトリクス

match interfaceコマンドに対するヌルインター
フェイスのサポートが追加されました。

EIGRP配布リスト用のルートマップにおける次
の set文とmatch文のサポートが追加されました。

• Set routing protocol metric

• Set route tag

• Match tag

6.2(2)インターフェイス照合

set distanceコマンドと inter-areaおよび intra-area
オプション（match route-typeコマンド）のサ
ポートが追加されました。

6.1(1)Route Policy Manager

set extcommunity cost、set extcommunity rt、およ
び setnssa-onlyコマンドのサポートが追加されま
した。

5.2(1)MPLSセット句

matchmac-list、matchmetric、およびmatch vlan
コマンドのサポートが追加されました。

5.0(2)MACリスト、メトリッ
ク、VLAN
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機能情報リリース機能名

汎用の特定拡張コミュニティリストのサポート

が追加されました。

4.2(1)拡張コミュニティリス

ト

ルートマップのインターフェイスのリストを照

合する機能のサポートが追加されました。

4.1(2)インターフェイス照合

ルートマップのAS番号の範囲を照合する機能の
サポートが追加されました。

4.1(2)AS番号照合

この機能が導入されました。4.0(1)Route Policy Manager
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第 19 章

ポリシーベースルーティングの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 501 ページ

• ポリシーベースルーティングについて, 502 ページ

• ポリシーベースルーティングのライセンス要件, 505 ページ

• ポリシーベースルーティングの前提条件, 505 ページ

• ポリシーベースルーティングに関する注意事項と制約事項, 506 ページ

• ポリシーベースルーティングのデフォルト設定, 506 ページ

• ポリシーベースルーティングの設定, 507 ページ

• ポリシーベースルーティングの設定の確認, 515 ページ

• ポリシーベースルーティングの設定例, 515 ページ

• ポリシーベースルーティングの関連資料, 516 ページ

• ポリシーベースルーティングの標準, 516 ページ

• ポリシーベースルーティングの機能の履歴, 516 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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ポリシーベースルーティングについて

ポリシーベースルーティングを使用すると、IPv4および IPv6トラフィックフローに定義済みの
ポリシーを設定して、ルーティングプロトコルから派生したルートへの依存を弱めることができ

ます。ポリシーベースルーティングがイネーブルのインターフェイスで受信したパケットはすべ

て、拡張パケットフィルタまたはルートマップを介して渡されます。ルートマップでは、パケッ

トの転送先を決定するポリシーを記述します。

ルートマップは match文および set文からなり、許可または拒否を指定できます。文の解釈は次
のとおりです。

•パケットがあらゆるルートマップと一致する match文の場合、すべての set文が適用されま
す。そのアクションの 1つに、ネクストホップの選択が含まれます。

•文に拒否が指定されている場合、一致基準を満たすパケットは標準のフォワーディングチャ
ネルを通じて送り返され、宛先ベースルーティングが実行されます。

•文に許可が指定されていて、パケットがいずれのルートマップ文にも一致しない場合、その
パケットは通常の転送チャネルを介して返送され、宛先ベースのルーティングが実行されま

す。

ポリシーベースルーティングには、次の機能が含まれます。

•送信元ベースルーティング：異なるユーザセットを起点とするトラフィックをポリシールー
タ上のそれぞれ異なる接続を使用してルーティングします。

• Quality of Service（QoS）：ネットワークの周辺で IPパケットヘッダーに優先順位またはToS
（タイプオブサービス）値を設定し、ネットワークのコアまたはバックボーンで、キュー

イングメカニズムを利用してトラフィックに優先順位を付けることによって、トラフィック

を差別化します（『『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』』
を参照）。

•ロードシェアリング：トラフィックの特性に基づいて、複数のパスにトラフィックを分散し
ます。

ポリシールートマップ

ルートマップのエントリごとに、match文と set文の組み合わせが1つずつ含まれています。match
文では、該当するパケットが特定のポリシーを満たす基準（つまり、満たすべき条件）を定義し

ます。set文節で、match基準を満たしたパケットをどのようにルーティングするかを説明します。

ルートマップ文を許可または拒否として指定できます。文に拒否が指定されている場合、一致基

準を満たすパケットは標準のフォワーディングチャネルを通じて送り返されます（宛先ベース

ルーティングが実行されます）。文に許可が指定されていて、なおかつパケットが一致基準を満

たしている場合は、すべての set文節が適用されます。文に許可が指定されていて、なおかつパ
ケットが一致基準を満たしていない場合は、それらのパケットも標準のルーティングチャネルを

通じて転送されます。
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ポリシールーティングは、パケットの送信元となるインターフェイスではなく、パケットを

受信するインターフェイス上で指定します。

（注）

ポリシーベースルーティングの set 基準
ルートマップの set基準は、ルートマップに指定された順番で評価されます。ポリシーベース
ルーティング用のルートマップに固有の set基準は、次のとおりです。

1 パケットを通過させてルーティングできるインターフェイスのリスト：複数のインターフェイ

スを指定した場合は、最初にアップとして検出されたインターフェイスがパケット転送に使用

されます。

2 指定 IPアドレスのリスト：IPアドレスでは、パケットの転送先である宛先へのパス上の隣接
ネクストホップルータを指定できます。その時点でアップの接続インターフェイスに関連付け

られた最初の IPアドレスがパケットのルーティングに使用されます。

任意で、最大 16の IPアドレスにロードバランシングを行うように、ネクストホップアドレ
スの set基準を設定できます。この場合、Cisco NX-OSは各 IPフローのすべてのトラフィック
を特定の IPネクストホップアドレスに送信します。

（注）

3 デフォルトインターフェイスリスト：ポリシールーティング対象とされるパケットの宛先ア

ドレスに使用できる明示的ルートがない場合は、ルートマップによって、指定デフォルトイ

ンターフェイスリストで最初にアップだったインターフェイスにパケットがルーティングされ

ます。

4 デフォルトネクストホップ IPアドレスのリスト：ルーティングテーブルに、パケットの宛先
アドレスに対応する明示的ルートがない場合は、この set文で指定されたインターフェイスま
たはネクストホップアドレスだけにルーティングされます。

任意で、最大 16の IPアドレスにトラフィックのロードバランシングを行うように、デフォル
トのネクストホップアドレスの set基準を設定できます。この場合、Cisco NX-OSは各 IPフ
ローのすべてのトラフィックを特定の IPネクストホップアドレスに送信します。

（注）

パケットが定義された一致基準のいずれにも一致しない場合、そのパケットは標準の宛先ベース

ルーティングプロセスを使用してルーティングされます。

ローカルポリシールーティング

ローカルポリシールーティングでは、ローカル（デバイス生成）トラフィックにルートマップ

を適用できます。通常はポリシーでルーティングされないデバイスから発信されるすべてのパケッ

トが、ローカルポリシールーティングの対象になります。
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ポリシーベースルーティング用のルートマップサポートマトリクス

次の表は、最新リリースを実行しているCisco Nexus 70xxおよび 77xxシリーズスイッチで設定可
能な、ポリシーベースルーティング用の match文と set文を示しています。特定のリリース情報
については、ポリシーベースルーティングの機能の履歴, （516ページ）を参照してください。

表の説明は以下のとおりです。

• Yes：文はポリシーベースルーティングに対応しています。

• No：文はポリシーベースルーティングに対応していません。

•文がポリシーベースルーティングに適用されない場合は、文の横の列にダッシュ（-）が付
いています。

•説明が必要な場合は、該当する行/列に情報が付記されています。

表 37：ポリシーベースルーティング用の SET ルートマップ文

Policy-Based Routing（PBR）SET ルートマップ文

YesIPv4ネクストホップ

YesIPv6ネクストホップ

Yesデフォルトの IPv4ネクストホップ

Yesデフォルトの IPv6ネクストホップ

YesIPv4ネクストホップのアベイラビリティの確
認

YesIPv6ネクストホップのアベイラビリティの確
認

Yesデフォルト IPv4ネクストホップのアベイラビ
リティの確認

Yesデフォルト IPv6ネクストホップのアベイラビ
リティの確認

Yesインターフェイス null0

YesVRF

YesIPv4 Precedence

YesIPv6 Precedence
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Policy-Based Routing（PBR）SET ルートマップ文

Noインターフェイス、GREイーサネット

表 38：ポリシーベースルーティング用の MATCH ルートマップ文

Policy-Based Routing（PBR）MATCH ルートマップ文

Yesタグ

Yesパケット長

YesVLAN ID

YesMAC ACL

NoIPv4プレフィックスリスト

NoIPv6プレフィックスリスト

YesIP ACL

ポリシーベースルーティングのライセンス要件

ポリシーベースルーティングには Enterprise Servicesライセンスが必要です。Cisco NX-OSライセ
ンス方式の詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『CiscoNX-OSソフトウェア
のライセンスおよび版権情報』を参照してください。

ポリシーベースルーティングの前提条件

ローカルポリシーベースルーティングの前提条件は、次のとおりです。

•有効なライセンスをインストールします。

•ポリシーベースルーティングをイネーブルにする必要があります。

•インターフェイスに IPアドレスを割り当て、インターフェイスをアップにしてから、ポリ
シーベースルーティング用のルートマップをインターフェイス上で適用します。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』』を
参照）。
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ポリシーベースルーティングに関する注意事項と制約事項

ポリシーベースルーティングに関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• Cisco NX-OSは再帰ネクストホップを使用します。Cisco IOSで行うように、再帰ネクスト
ホップに対してコマンドを入力する必要はありません。

•ポリシーベースルーティングのルートマップでは、1つのルートマップ文にmatch文または
set文を 1つだけ指定できます。

• matchコマンドで、ポリシーベースルーティング用ルートマップの複数の ACLを参照でき
ません。

•インターフェイスが同じ仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスに所属している場合
は、ポリシーベースルーティング対応のさまざまなインターフェイス間で、同じルートマッ

プを共有できます。

•ポリシーベースルーティングのポリシーでネクストホップとしてのトンネルインターフェ
イスを介したトンネルインターフェイスまたは IPアドレスの設定はサポートされません。
トンネルインターフェイスへのポリシーベースルーティングまたは ip policy route-mapの適
用もサポートされていません。

•ポリシーベースルーティングは、FEXポートの着信トラフィックでサポートされていませ
ん。

•一致基準としての prefix-listの使用はサポートされていません。ポリシーベースルーティン
グのルートマップで prefix-listを使用しないでください。

• CiscoNX-OSRelease6.1以降では、バンクチェーニングがディセーブルの場合、ポリシーベー
スルーティングおよびWCCPv2は同じインターフェイスでサポートされます。

• Cisco NX-OS Release 6.1(3)以降では、一連のシーケンスベースの機能（VACLおよび QoS）
において拒否アクセスコントロールエントリ（ACE）をサポートするように、デバイスを
設定できます。詳細については、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Security ConfigurationGuide』
の「Configuring VLAN ACLs」の章を参照してください。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

ポリシーベースルーティングのデフォルト設定

表 39：デフォルトのポリシーベースルーティングパラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

ディセーブルポリシーベースルーティング
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ポリシーベースルーティングの設定

ポリシーベースルーティングのイネーブル化

ルートポリシーを設定する前に、ポリシーベースルーティング機能をイネーブルにしておく必要

があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

ポリシーベースルーティング機能をイネーブルにし

ます。ポリシーベースルーティング機能をディセー

switch(config)# [no] feature
pbr

ステップ 2   

ブルにして、関連する設定をすべて削除するには、

no feature pbrコマンドを使用します。

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能を表示

します。

switch(config)# show feature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   

ルートポリシーの設定

ポリシーベースルーティングでルートマップを使用すると、着信インターフェイスにルーティン

グポリシーを割り当てることができます。

Cisco NX-OSはネクストホップとインターフェイスを検出すると、ただちにパケットをルーティ
ングします。
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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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interfacetype
slot/port

ステップ 2   

IPv4ポリシーベースルーティング用のルート
マップをインターフェイスに割り当てます。

switch(config-if)# ip policy
route-mapmap-name

ステップ 3   

IPv6ポリシーベースルーティング用のルート
マップをインターフェイスに割り当てます。

switch(config-if)# ipv6 policy
route-mapmap-name

ステップ 4   

（任意）

ルートマップコンフィギュレーションモードを

終了して、特権 EXECモードを開始します。

switch(config-route-map)# end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

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、インターフェイスにルートマップを追加する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip policy route-map Testmap
switch(config)# exit
switch(config)# copy running-config startup-config

ルートマップコンフィギュレーションモードで、ルートマップに対して次のオプションのmatch
パラメータを設定できます。

目的コマンド

1つまたは複数の IPアクセスコントロールリ
スト（ACL）に対して IPv4アドレスを照合し
ます。このコマンドはポリシーベースルーティ

ング用であり、ルートフィルタリングまたは

再配布では無視されます。

match ip address access-list-namename [name...]
例：
switch(config-route-map)#
match ip address access-list-name ACL1

1つまたは複数の IPv6 ACLに対して IPv6アド
レスを照合します。このコマンドはポリシー

ベースルーティング用であり、ルートフィル

タリングまたは再配布では無視されます。

match ipv6 address access-list-namename [name...]
例：
switch(config-route-map)# match
ipv6 address access-list-name ACLv6
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目的コマンド

パケット長と照合します。このコマンドはポ

リシーベースルーティング用です。

match lengthmin max
例：
switch(config-route-map)# match length 64 1500

MACアドレスのリストと照合します。このコ
マンドはポリシーベースルーティング用です。

match mac-listmaclist [...maclist]

ルーティングプロトコルメトリックと照合し

ます。このコマンドはポリシーベースルーティ

ング用です。

match metricmetric-value [+- deviation-number]
[...metric-value [+- deviation-number]] [+-
deviation-number] [... metric-value+-
deviation-number]]
例：
switch(config-route-map)# match metric 10

パケットのVLAN IDと照合します。このコマ
ンドはポリシーベースルーティング用です。

match vlanvlan-range
switch(config-route-map)# match vlan 64

ルートマップコンフィギュレーションモードで、ルートマップに対して次のオプションの setパ
ラメータを設定できます。
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目的コマンド

ポリシーベースルーティング用の IPv4ネクス
トホップアドレスを設定します。このコマン

ドでは、複数のアドレスが設定されている場

合に、最初の有効なネクストホップアドレス

が使用されます。これは、ネクストホップト

ラッキングでのみ可能です。

•任意の load-shareキーワードを使用し
て、最大 16のネクストホップアドレス
にトラフィックのロードバランシングを

行います。

•ネクストホップをボーダーゲートウェイ
プロトコル（BGP）ピアアドレスにする
には、オプションの peer-addressキー
ワードを使用します。

• eBGPピアへの BGPアップデートでネク
ストホップ属性を変更しないことを指定

するには、オプションの unchangedキー
ワードを使用します。

•トラッキング対象オブジェクトの到達可
能性を確認するには、オプションの

verify-availabilityを使用します。

set ip next-hopaddress2 [address2...][load-share |
peer-address | unchanged | verify-availability]
例：
switch(config-route-map)#
set ip next-hop 192.0.2.1
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目的コマンド

宛先への明示的ルートがない場合に使用する、

ポリシーベースルーティング用の IPv4ネクス
トホップアドレスを設定します。このコマン

ドでは、複数のアドレスが設定されている場

合に、最初の有効なネクストホップアドレス

が使用されます。これは、ネクストホップト

ラッキングでのみ可能です。

•任意の load-shareキーワードを使用し
て、最大 16のネクストホップアドレス
にトラフィックのロードバランシングを

行います。

•トラッキング対象オブジェクトの到達可
能性を確認するには、オプションの

verify-availabilityを使用します。

ソフトウェア転送トラフィックの場

合は、条件に合致したときに、パ

ケット指定の宛先として、set ip
default next-hopコマンドで指定され
たものよりも、（パケットが受信さ

れたVRFの）ユニキャストルーティ
ングテーブル内のルートが優先され

ます。VRF内にデフォルトルートが
ある場合でも、そのデフォルトルー

トがコマンドで設定されたものより

も優先されます。これは、ソフト

ウェア転送トラフィックにのみ該当

します。

（注）

set ip default next-hopaddress2
[address2...][load-share | verify-availability]
例：
switch(config-route-map)#
set ip default next-hop 192.0.2.2
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目的コマンド

ポリシーベースルーティング用の IPv6ネクス
トホップアドレスを設定します。このコマン

ドでは、複数のアドレスが設定されている場

合に、最初の有効なネクストホップアドレス

が使用されます。これは、ネクストホップト

ラッキングでのみ可能です。

•任意の load-shareキーワードを使用し
て、最大 16のネクストホップアドレス
にトラフィックのロードバランシングを

行います。

•ネクストホップをボーダーゲートウェイ
プロトコル（BGP）ピアアドレスにする
には、オプションの peer-addressキー
ワードを使用します。

• eBGPピアへの BGPアップデートでネク
ストホップ属性を変更しないことを指定

するには、オプションの unchangedキー
ワードを使用します。

•トラッキング対象オブジェクトの到達可
能性を確認するには、オプションの

verify-availabilityを使用します。

set ipv6 next-hopaddress2 [address2...][load-share |
peer-address | unchanged | verify-availability]
例：
switch(config-route-map)#
set ipv6 next-hop 2001:0DB8::1

宛先への明示的ルートがない場合に使用する、

ポリシーベースルーティング用の IPv6ネクス
トホップアドレスを設定します。このコマン

ドでは、複数のアドレスが設定されている場

合に、最初の有効なネクストホップアドレス

が使用されます。これは、ネクストホップト

ラッキングでのみ可能です。

•任意の load-shareキーワードを使用し
て、最大 16のネクストホップアドレス
にトラフィックのロードバランシングを

行います。

•トラッキング対象オブジェクトの到達可
能性を確認するには、オプションの

verify-availabilityを使用します。

set ipv6 default next-hopaddress2
[address2...][load-share | verify-availability]
例：
switch(config-route-map)#
set ipv6 default next-hop 2001:0DB8::2
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目的コマンド

IPv4パケットヘッダーに precedence値を設定
します。

set ip precedenceprecedence-value
例：
switch(config-route-map)#
set ip precedence highv4

IPv6パケットヘッダーのプリファレンス値を
設定します。

set ipv6 precedenceprecedence-value
例：
switch(config-route-map)#
set ipv6 precedence highv6

IPv6マップルートがインジェクトされるよう
に設定します。

set ipv6 precedence address
prefix-listprefix-list-name
例：
switch(config-route-map)#
set ipv6 precedence address prefix-list acl1

ルーティングに使用するインターフェイスを

設定します。パケットをドロップするには

null0インターフェイスを使用します。MPLS
TEトンネルにパケットを転送するには、
tunnel-teインターフェイスを使用します。

set interface {null10 | tunnel-te}
例：
switch(config-route-map)#
set interface null0

ネクストホップ解決用の Virtual Routing and
Forwarding（VRF）を設定します。

set vrfvrf-name
例：
switch(config-route-map)#
set vrf MainVRF

ローカルポリシールーティングの設定

デバイスによって生成されるパケットに対してローカルポリシールーティングをイネーブルにし

て、デバイスが使用するルートマップを指定できます。

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   

デバイスによって生成されたパケットの IPv4ま
たは IPv6のローカルポリシールートマップを設
定します。

switch(config)# {ip | ipv6} local
policy route-map map-name

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）

IPv4または IPv6のローカルポリシールーティン
グに使用されるルートマップを表示します。

show {ip | ipv6} local policy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。

拒否 ACE の設定
CiscoNX-OSRelease6.1(3)以降では、一連のシーケンスベースの機能（サービス品質（QoS）およ
びVACL）において拒否アクセスコントロールエントリ（ACE）をサポートするように、デバイ
スを設定できます。

拒否 ACEがイネーブルの場合、class-map-acl内の拒否 ACE（denyキーワードを含む ACLルー
ル）に一致するトラフィックは、許可ACEにヒットするまで、後続の class-map-aclと再帰的に照
合されます。

以前のリリースでは、ポリシーベースルーティングのルートマップで使用されるACLに deny
文を含めることはできません。

（注）

はじめる前に

デフォルトまたは管理者 VDCにいることを確認します。

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   

シーケンスで拒否ACEをイネーブルにします。switch(config)# [no] hardware
access-list allow deny ace

ステップ 2   

このコマンドのno形式を使用すると、拒否ACE
がディセーブルになります。

（任意）

ACLの設定を表示します。
show running-config aclmgrステップ 3   
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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

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。

ポリシーベースルーティングの設定の確認

ポリシーベースルーティングの設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

IPv4または IPv6ポリシーに関する情報を表示
します。

show [ip | ipv6] policy [name]

IPv4または IPv6のローカルポリシールーティ
ングに使用されるルートマップを表示します。

show {ip | ipv6} local policy [vrf name]

ポリシー統計情報を表示します。show route-map [name] pbr-statistics

ポリシーの統計情報をイネーブルにするには、route-map map-name pbr-statisticsを使用します。
ポリシーの統計情報を消去するには、clear route-map map-name pbr-statisticsを使用します。

ポリシーベースルーティングの設定例

次の例は、インターフェイスで単純なルートポリシーを設定する方法を示しています。

feature pbr
ip access-list pbr-sample
permit tcp host 10.1.1.1 host 192.168.2.1 eq 80

!
route-map pbr-sample
match ip address pbr-sample
set ip next-hop 192.168.1.1
!
route-map pbr-sample pbr-statistics

interface ethernet 1/2
ip policy route-map pbr-sample

次の出力で、この設定を確認します。

n7000# show route-map pbr-sample

route-map pbr-sample, permit, sequence 10
Match clauses:
ip address (access-lists): pbr-sample

Set clauses:
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ip next-hop 192.168.1.1

n7000# show route-map pbr-sample pbr-statistics

route-map pbr-sample, permit, sequence 10
Policy routing matches: 84 packets

Default routing: 233 packets

ローカルポリシールーティングの設定例

次に、拡張アクセスリスト 131で許可された宛先 IPアドレスの一致があるパケットを IPアドレ
ス 172.30.3.20のルータに送信する例を示します。
ip local policy route-map xyz
!
route-map xyz
match ip address 131
set ip next-hop 172.30.3.20

ポリシーベースルーティングの関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

ポリシーベースルーティング CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Command Reference』

VDCおよび VRF

ポリシーベースルーティングの標準

この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

ポリシーベースルーティングの機能の履歴

この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 40：ポリシーベースルーティングの機能の履歴

機能情報リリース機能名

ポリシーベースルーティング用のルート

マップサポートマトリクスが追加され

ました。

6.2(2)ルートマップサポートマ

トリクス
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機能情報リリース機能名

次の一連のシーケンスベースの機能にお

ける拒否アクセスコントロールエント

リ（ACE）のサポートが追加されまし
た。VACL、ポリシーベースルーティン
グ、および QoS。

6.1(3)ポリシーベースルーティ

ング

バンクチェーニングがディセーブルの場

合、同じインターフェイスのポリシー

ベースルーティングおよびWCCPv2の
サポートが追加されました。

6.1(1)ポリシーベースルーティ

ング

set interface route-mapコマンドに対する
サポートが追加されました。

5.2(1)インターフェイス

IPv6ポリシーのサポートが追加されまし
た。

4.2(1)IPv6ポリシー

この機能が導入されました。4.0(1)ポリシーベースルーティ

ング
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第 III 部

ファーストホップ冗長プロトコル
• 『Configuring GLBP』, 521 ページ

• 『Configuring HSRP』, 539 ページ

• 『Configuring VRRP』, 573 ページ

• オブジェクトトラッキングの設定, 601 ページ





第 20 章

『Configuring GLBP』

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 521 ページ

• GLBPについて, 522 ページ

• GLBPのライセンス要件, 527 ページ

• GLBPの前提条件, 527 ページ

• GLBPに関する注意事項と制約事項, 527 ページ

• GLBPのデフォルト設定, 528 ページ

• 『Configuring GLBP』, 529 ページ

• GLBPの設定の確認, 537 ページ

• GLBPの設定例, 537 ページ

• GLBPの関連資料, 538 ページ

• GLBPの標準, 538 ページ

• GLBPの機能の履歴, 538 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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GLBP について
ゲートウェイロードバランシングプロトコル（GLBP）は、冗長ゲートウェイ間でプロトコルと
メディアアクセスコントロール（MAC）アドレスを共有することで、IPのパス冗長性を実現し
ます。また、GLBPを使用すると、レイヤ 3ルータグループで、LAN上のデフォルトゲートウェ
イの負荷を分担できます。GLBPルータは、グループ内の別のルータで障害が発生したとき、そ
のルータのフォワーディング機能を自動的に引き継ぎます。

GLBPは、IEEE 802.3 LAN上の単一のデフォルトゲートウェイが設定された IPホストに自動ゲー
トウェイバックアップ機能を提供します。LAN上の複数のルータが結びついて、1つの仮想ファー
ストホップ IPゲートウェイを提供し、なおかつ IPパケット転送の負荷を分担します。LAN上の
他のルータは、冗長GLBPゲートウェイとして動作可能であり、既存のフォワーディングゲート
ウェイのいずれかで障害が発生した場合にアクティブになります。

GLBPは、ホットスタンバイ冗長プロトコル（HSRP）および仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）
と同様の機能を実行します。HSRPおよび VRRPは、仮想 IPアドレスを指定して設定された仮想
グループに、複数のルータを参加させます。これらのプロトコルでは、グループの仮想 IPアドレ
スにパケットを転送するアクティブルータとして、メンバを 1つ選択します。グループ内の他の
ルータは、アクティブルータで障害が発生するまでは冗長ルータです。

GLBPは、他のプロトコルにはないロードバランシング機能を実行します。GLBPは、1つの仮想
IPアドレスと複数の仮想MACアドレスを使用し、複数のルータ（ゲートウェイ）間でロードバ
ランスを図ります。GLBPでは、GLBPグループ内のすべてのルータ間でフォワーディングの負荷
を分担します。アイドル状態のルータが他に存在してるにもかかわらず 1台のルータにすべての
フォワーディング負荷を処理させることはありません。各ホストに同じ仮想 IPアドレスを設定
し、仮想グループ内のすべてのルータがパケット転送に関与するようにします。GLBPメンバは
定期的な helloメッセージによって、相互に通信します。

GLBP アクティブ仮想ゲートウェイ
GLBPはゲートウェイに優先順位を付け、アクティブ仮想ゲートウェイ（AVG）を選択します。
複数のゲートウェイに同じプライオリティを与えた場合は、実 IPアドレスが最も大きいゲート
ウェイが AVGになります。AVGは GLBPグループの各メンバに仮想MACアドレスを割り当て
ます。各メンバーは割り当てられた仮想MACアドレスのアクティブ仮想フォワーダ（AVF）と
なり、割り当てられた仮想MACアドレス宛てに送信されたパケットを転送します。

AVGは、仮想 IPアドレスに対するアドレス解決プロトコル（ARP）要求にも応答します。ロー
ドシェアリングは、AVGがARP要求に異なる仮想MACアドレスで応答したときに行われます。

ルーテッドポートで受信したGLBP仮想 IPアドレス宛てのパケットは、ローカルルータ上で
終端します。そのルータがアクティブGLBPルータであるのか冗長GLBPルータであるのかは
関係ありません。この終端には pingトラフィックと Telnetトラフィックが含まれます。レイ
ヤ 2（VLAN）インターフェイスで受信したGLBP仮想 IPアドレス宛のパケットは、アクティ
ブルータ上で終端します。

（注）
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GLBP 仮想 MAC アドレスの割り当て
AVGはグループの各メンバに仮想MACアドレスを割り当てます。グループメンバは helloメッ
セージを通じて AVGを検出したあとで、仮想MACアドレスを要求します。AVGは選択された
ロードバランシングアルゴリズムに基づいて、ネクストMACアドレスを割り当てます。AVGに
よって仮想MACアドレスが割り当てられたゲートウェイは、プライマリ仮想フォワーダになり
ます。helloメッセージから仮想MACアドレスを学習する、GLBPグループの他のメンバは、セ
カンダリ仮想フォワーダです。

GLBP 仮想ゲートウェイの冗長性
GLBPは、仮想ゲートウェイの冗長性を実現します。グループメンバは、アクティブ、スタンバ
イ、またはリッスンステートになります。GLBPはプライオリティアルゴリズムを使用し、1つ
のゲートウェイをAVGとして選択し、もう 1つのゲートウェイをスタンバイ仮想ゲートウェイと
して選択します。残りのゲートウェイはリッスンステートになります。各ゲートウェイ上でGLBP
プライオリティを設定できます。GLBPプライオリティが複数のゲートウェイで同じ場合、GLBP
は IPアドレスが最大のゲートウェイを AVGとして使用します。

AVGで障害が発生すると、スタンバイ仮想ゲートウェイが仮想 IPアドレスに対応する役割を引
き受けます。GLBPはリッスンステートのゲートウェイから新しいスタンバイ仮想ゲートウェイ
を選択します。

GLBP 仮想フォワーダの冗長性
GLBPは、仮想フォワーダの冗長性を実現します。仮想フォワーダの冗長性は、アクティブ仮想
フォワーダ（AVF）の点で、仮想ゲートウェイの冗長性と類似しています。AVFで障害が発生す
ると、リッスンステートのセカンダリ仮想フォワーダが仮想MACアドレスに対応する役割を引
き受けます。このセカンダリ仮想フォワーダは、別の仮想MACアドレスのプライマリ仮想フォ
ワーダでもあります。GLBPは次の 2種類のタイマーを使用して、障害 AVFの古い仮想MACア
ドレスからホストを移行させます。

•リダイレクトタイマー：AVGが古い仮想MACアドレスにホストをリダイレクトし続ける時
間の長さを指定します。リダイレクトタイムが経過すると、AVGは ARP応答での古い仮想
MACアドレスの使用を中止しますが、セカンダリ仮想フォワーダは引き続き、古い仮想MAC
アドレスに送信されたパケットを転送します。

•セカンダリホールドタイマー：仮想MACアドレスが有効な時間の長さを指定します。セカ
ンダリホールドタイムが経過すると、GLBPがGLBPグループのすべてのゲートウェイから
仮想MACアドレスを削除し、残りの AVF間でトラフィックのロードバランスが図られま
す。時間切れになった仮想MACアドレスは、AVGによる再割り当ての対象になります。

GLBPは helloメッセージを使用して、タイマーの現在のステートを伝えます。

次の図では、ルータ Aは GLBPグループの AVGであり、仮想 IPアドレス 192.0.2.1を担当しま
す。ルータAは、仮想MACアドレス0007.b400.0101のAVFでもあります。ルータBは同じGLBP
グループのメンバであり、仮想MACアドレス 0007.b400.0102の AVFとして指定されています。
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Client 1はデフォルトのゲートウェイ IPアドレス 192.0.2.1、仮想 IPアドレス、およびルータ Aを
指し示すゲートウェイMACアドレス 0007.b400.0101を持っています。Client 2は同じデフォルト
のゲートウェイ IPアドレスを共有していますが、ルータ Bがルータ Aとトラフィック負荷を分
担するので、ゲートウェイMACアドレスとして 0007.b400.0102が割り当てられています。

図 45：GLBP トポロジ

ルータ Aが使用不能になっても、ルータ Bがルータ Aの仮想MACアドレス宛てのパケットの転
送を引き受け、自分の仮想MACアドレス宛てのパケットに応答するので、クライアント 1が
WANにアクセスできなくなることはありません。ルータ Bは、GLBPグループ全体の AVGの役
割も引き受けます。GLBPメンバの通信は、GLBPグループ内のルータで障害が発生しても継続さ
れます。

GLBP 認証
GLBPの認証タイプは、次の 3種類です。

• MD5認証

•プレーンテキスト認証

•認証なし

MD5認証を使用すると、プレーンテキスト認証より強力なセキュリティが得られます。MD5認
証では、各GLBPグループメンバが秘密キーを使用して、発信パケットに含まれるキー付きMD5
ハッシュを生成できます。受信側では、着信パケットのキー付きハッシュが生成されます。着信

パケット内のハッシュが生成されたハッシュと一致しなかった場合、そのパケットは無視されま
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す。MD5ハッシュのキーは、キーストリングを使用して設定で直接指定するか、またはキー
チェーンを使用して間接的に指定できます。

プレーンテキストの単純なパスワードを使用して GLBPを認証する、または GLBPに関して認証
を行わないという選択も可能です。

GLBPは次の場合に、パケットを拒否します。

•認証方式がルータと着信パケットで異なる。

• MD5ダイジェストがルータと着信パケットで異なる。

•テキスト認証文字列がルータと着信パケットで異なる。

GLBP ロードバランシングおよびトラッキング
GLBPで設定できるロードバランシング方式は、次のとおりです。

•ラウンドロビン：GLBPは ARP応答で送信された仮想MACアドレスを循環させ、すべての
AVF間でトラフィックのロードバランシングを図ります。

•重み付き：AVGはアドバタイズされた AVFの重み値を使用して、AVFに与える負荷を決定
します。重み値が大きいほど、AVGが AVFに与えるトラフィックが多くなります。

•ホスト依存：GLBPはホストのMACアドレスを使用して、使用するホストに指示する仮想
MACアドレスを決定します。このアルゴリズムでは、仮想フォワーダの数が変わらないか
ぎり、ホストに同じ仮想MACアドレスが与えられることが保証されます。

IPv4ネットワークのデフォルトは、ラウンドロビンです。インターフェイスで、GLBPに関する
すべてのロードバランシングをディセーブルにできます。ロードバランシングを設定しなかった

場合、AVGがホストへのすべてのトラフィックを引き受け、他の GLBPグループメンバーはス
タンバイまたはリッスンモードになります。

インターフェイスまたはルートを追跡し、追跡対象のリンクがダウンした場合に、セカンダリ仮

想フォワーダが引き継ぐように GLBPを設定できます。GLBPトラッキングでは、重み付きロー
ドバランシングを使用して、GLBPグループメンバが AVFとして動作するかどうかを判別しま
す。AVFとしてのそのグループメンバを使用できるか、または使用できないかを決定するには、
初期重み値およびオプションのしきい値を設定する必要があります。また、トラッキング対象の

インターフェイスや、インターフェイスがダウンした場合にそのインターフェイスの重み付けを

減らす値も設定できます。GLBPグループの重みが下限しきい値を下回ると、メンバは AVFでは
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なくなり、セカンダリ仮想フォワーダが引き継ぎます。重みが上限しきい値を上回ると、メンバ

は AVFとしての役割を再び得ます。

図 46：GLBP オブジェクトトラッキングおよび重み付け

図では、ルータ 1のインターフェイス Ethernet 1/2は Host 1のゲートウェイ（仮想MACアドレス
vMAC1に対応する AVF）であり、一方、ルータ 2の Ethernet 2/2は Host 1のセカンダリ仮想フォ
ワーダとして動作します。Ethernet 1/2は、ルータ 1のネットワーク接続である Ethernet 3/1を追跡
します。Ethernet 3/1がダウンすると、Ethernet 1/2の重み値が 90に下がります。ルータ 2のEthernet
2/2は、Ethernet 1/2に代わって AVFを引き継ぎます。Ethernet 2/2にはデフォルトの重み値 100が
指定されており、さらに AVFに対する優先権が設定されているからです。

ハイアベイラビリティおよび拡張ノンストップフォワーディング

GLBPは、ステートフルリスタートとステートフルスイッチオーバーを通してハイアベイラビリ
ティをサポートします。ステートフルリスタートは、GLBPが障害を処理してリスタートすると
きに行われます。ステートフルスイッチオーバーは、アクティブスーパーバイザがスタンバイ

スーパーバイザに切り替わるときに行われます。Cisco NX-OSは、スイッチオーバー後に実行コ
ンフィギュレーションを適用します。

GLBPホールドタイマーが短時間に設定されている場合は、制御されたスイッチオーバーまたは
インサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）中に、これらのタイマーが切れる可能性があ
ります。GLBPは、拡張ノンストップフォワーディング（NSF）をサポートしており、制御され
たスイッチオーバーまたは ISSUの際にこれらのGLBPホールドタイマーを一時的に延長します。
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拡張NSFを設定している場合、GLBPは延長されたタイマーを使用して helloメッセージを送信し
ます。GLBPピアは、この新しい値でホールドタイマーを更新します。タイマーが延長されるこ
とにより、スイッチオーバーまたは ISSU時に不要な GLBP状態の変更が発生することを防ぎま
す。スイッチオーバーまたは ISSUイベント後に、GLBPはホールドタイマーを元の設定値に復
元します。スイッチオーバーに失敗すると、延長されたホールドタイマー値が満了してからGLBP
はホールドタイマーを復元します。

仮想化のサポート

GLBPは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートします。VRFは仮想化
デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。特に別のVDCやVRFを設定しない限り、デフォ
ルトでは、Cisco NX-OSのデフォルトの VDCおよびデフォルトの VRFが使用されます。

インターフェイスの VRFメンバーシップを変更すると、Cisco NX-OSによってすべてのレイヤ 3
設定（GLBPを含む）が削除されます。

詳細については、『『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』』
を参照してください。

GLBP のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

GLBP の前提条件
GLBPの前提条件は、次のとおりです。

• GLBP機能をグローバルにイネーブルにします。

•レイヤ 3インターフェイスではGLBPのみを設定できます（『『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OS
Interfaces ConfigurationGuide』』および『Interfaces ConfigurationGuide, CiscoDCNM for LAN』
を参照）。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』』を
参照）。

GLBP に関する注意事項と制約事項
GLBP設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。
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•仮想 IPアドレスを設定することによってGLBPグループをイネーブルにするには、その前に
すべてのGLBPメンバゲートウェイ上で、GLBPに関するすべてのカスタマイズオプション
を設定する必要があります。

• GLBPを設定するインターフェイスに IPアドレスを設定し、そのインターフェイスをイネー
ブルにしてからでなければ、GLBPはアクティブになりません。

• GLBP仮想 IPアドレスはインターフェイス IPアドレスと同じサブネット内になければなり
ません。

•同一インターフェイス上では、複数のファーストホップ冗長プロトコルを設定しないことを
推奨します。

• CiscoNX-OSでは、VDC、インターフェイスVRFメンバーシップ、ポートチャネルメンバー
シップを変更した場合や、ポートモードをレイヤ 2に変更した場合は、インターフェイス上
のすべてのレイヤ 3設定が削除されます。

• Cisco NX-OSでは、インターフェイスのセカンダリサブネットにおける GLBPグループ設定
をサポートしていません。

• Cisco NX-OSでは IPv6用に GLBPをサポートしていません。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

GLBP のデフォルト設定

表 41：デフォルトの GLBP パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

認証なし認証

10秒拡張ホールドタイマー

30秒フォワーダプリエンプション遅延

14400秒フォワーダタイムアウト

3秒ハロータイマー

10秒ホールドタイマー

ディセーブルGLBP機能

ラウンドロビンロードバランシング

ディセーブルプリエンプション
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デフォルトパラメータ（Parameters）

100プライオリティ

600秒リダイレクトタイマー

100重み付け

『Configuring GLBP』

GLBP のイネーブル化
GLBPグループを設定してイネーブルにするには、その前に GLBPをイネーブルにする必要があ
ります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdc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   

GLBPをイネーブルにします。switch(config)# [no] feature glbpステップ 2   

switch# configure terminal
switch(config)# feature glbp
switch(config)# copy running-config startup-config

GLBP 認証の設定
クリアテキストまたはMD5ダイジェストを使用してプロトコルを認証するように、GLBPを設定
できます。MD5認証ではキーチェーンを使用します（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照）。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

GLBPをイネーブルにします。
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GLBPグループのすべてのメンバに同じ認証およびキーを設定する必要があります。（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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

インターフェイスのIPv4アドレスを設定します。switch(config-if)# ip
ip-address/length

ステップ 3   

GLBPグループを作成し、GLBPコンフィギュ
レーションモードを開始します。指定できる範

囲は 0～ 1024です。

switch(config-if)# glbp
group-number

ステップ 4   

このインターフェイス上で、GLBPのクリアテキ
スト認証を設定します。

switch(config-if-glbp)#
authentication text string

ステップ 5   

このインターフェイス上で、GLBPのMD5認証
を設定します。

switch(config-if-glbp)#
authentication md5 {key-chain
key-chain | key-string {text |
encrypted text}}

ステップ 6   

インターフェイス上でGLBPを設定し、仮想ゲー
トウェイのプライマリIPアドレスを指定します。

switch(config-if-glbp)# ip
[ip-address [secondary]]

ステップ 7   

プライマリ IPアドレスを特定した後、secondary
キーワードを指定して glbp group ipコマンドを
再び使用し、このグループでサポートする他の

IPアドレスを指定できます。ipキーワードだけ
を指定した場合、GLBPはネイバーから仮想 IP
アドレスを学習します。

（任意）

GLBPの情報を表示します。
switch(config-if-glbp)# show glbp
[group group-number]

ステップ 8   

（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 9   

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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次に、キーチェーン作成後に GLBPのMD5認証を Ethernet 1/2上で設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# key chain glbp-keys
switch(config-keychain)# key 0
switch(config-keychain-key)# key-string 7 zqdest
switch(config-keychain-key) accept-lifetime 00:00:00 Jun 01 2008 23:59:59 Sep 12 2008
switch(config-keychain-key) send-lifetime 00:00:00 Jun 01 2008 23:59:59 Aug 12 2008
switch(config-keychain-key) key 1
switch(config-keychain-key) key-string 7 uaeqdyito
switch(config-keychain-key) accept-lifetime 00:00:00 Aug 12 2008 23:59:59 Dec 12 2008
switch(config-keychain-key) send-lifetime 00:00:00 Sep 12 2008 23:59:59 Nov 12 2008
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# glbp 1
switch(config-if-glbp)# authenticate md5 key-chain glbp-keys
switch(config-if-glbp)# copy running-config startup-config

GLBP ロードバランシングの設定
ラウンドロビン、加重、またはホスト依存方式に基づくロードバランシングを使用するように

GLBPを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

GLBPグループを作成し、GLBPコンフィギュ
レーションモードを開始します。指定できる

範囲は 0～ 1024です。

switch(config-if)# glbp group-numberステップ 1   

GLBPロードバランシングの方式を設定しま
す。デフォルトはラウンドロビンです。

switch(config-if-glbp)# load-balancing
[host-dependent | round-robin |
weighted]

ステップ 2   

次の例は、GLBPのロードバランシングの設定方法を示しています。
switch(config-if)# glbp 1
switch(config-if-glbp)# load-balancing weighted

GLBP 重み付けとトラッキングの設定
GLBP重み値および GLBP重み付きロードバランシング方式と連動するオブジェクトトラッキン
グを設定できます。

インターフェイスが最初に仮想MACアドレスを指定して割り当てられている場合、またはイン
ターフェイスの重み値が AVFより大きい場合に、そのインターフェイスによる AVFのプリエン
プション処理を任意で設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

GLBPをイネーブルにします。
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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   

この GLBPインターフェイスが追跡するインターフェ
イスを設定します。インターフェイスのステート変化

switch(config)# track
object-id interface
interface-type number {ip
routing | line-protocol}

ステップ 2   

は次のように、この GLBPのプライオリティを左右し
ます。

• GLBPコンフィギュレーションモードで、track
コマンドで使用するインターフェイスおよび対応

するオブジェクト番号を設定します。

• line-protocolキーワードを指定すると、インター
フェイスがアップ状態かどうかが追跡されます。

ipキーワードを指定すると、インターフェイス上
で IPルーティングがイネーブルであり、IPアド
レスが設定されているかどうかもチェックされま

す。

ルートのトラッキング対象オブジェクトを作成し、ト

ラッキングコンフィギュレーションモードを開始しま

す。object-idの範囲は 1～ 500です。

switch(config)# track
object-id ip route
ip-prefix/length reachability

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/por

ステップ 4   

インターフェイスの IPv4アドレスを設定します。switch(config-if)# ip
ip-address/length

ステップ 5   

GLBPグループを作成し、GLBPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

switch(config-if)# glbp
group-number

ステップ 6   

GLBPゲートウェイの初期重み値、上限しきい値、お
よび下限しきい値を指定します。最大値の範囲は 1～

switch(config-if-glbp)#
weighting maximum [lower
lower] [upper upper]

ステップ 7   

254です。デフォルトの重み値は 100です。下限値の
範囲は 1～ 253です。上限値の範囲は 1～ 254です。

GLBPゲートウェイの重み付けに影響する、追跡対象
のオブジェクトを指定します。value引数には、トラッ

switch(config-if-glbp)#
weighting-track
object-number [decrement
value]

ステップ 8   

キング対象のオブジェクトで障害が発生した場合に

GLBPゲートウェイの重み付けから差し引く値を指定
します。範囲は 1～ 255です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

GLBPグループの現在のAVFの値が重みしきい値より
も低くなった場合に、GLBPグループのAVFとしての

switch(config-if-glbp)#
forwarder preempt [delay
minimum seconds]

ステップ 9   

ロールを引き継ぐルータを設定します。指定できる範

囲は 0～ 3600秒です。

このコマンドはデフォルトでイネーブルになり、遅延

は 30秒です。

インターフェイス上で GLBPを設定し、仮想ゲート
ウェイのプライマリ IPアドレスを指定します。

switch(config-if-glbp)# ip
[ip-address [secondary]]

ステップ 10   

プライマリ IPアドレスを特定した後、glbp group ipコ
マンドを再び使用し（secondaryキーワードを指定し
て）、このグループでサポートする他の IPアドレスを
指定できます。ipキーワードだけを指定した場合、
GLBPはネイバーから仮想 IPアドレスを学習します。

（任意）

インターフェイスの GLBP情報を表示します。
switch(config-if-glbp)# show
glbp interface-type number

ステップ 11   

（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 12   

Ethernet 1/2上で GLBPの重み付けおよびトラッキングを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# track 2 interface ethernet 2/2 ip routing
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# glbp 1
switch(config-if-glbp) weighting 110 lower 95 upper 105
switch(config-if-glbp) weighting track 2 decrement 20
switch(config-if-glbp)# copy running-config startup-config

GLBP のカスタマイズ
GLBP動作のカスタマイズは任意です。仮想 IPアドレスを設定することによって、GLBPグルー
プをイネーブルにすると、そのグループがただちに動作可能になることに注意してください。

GLBPをカスタマイズする前に GLBPグループをイネーブルにした場合、機能のカスタマイズが
完了しないうちに、ルータがグループの制御を引き継いで AVGになる可能性があります。GLBP
のカスタマイズを予定している場合は、GLBPをイネーブルにする前に行ってください。
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手順

目的コマンドまたはアク

ション

GLBPグループを作成し、GLBPコンフィギュレーション
モードを開始します。

switch(config-if-glbp)#
glbp group-number

ステップ 1   

この GLBPメンバに次の helloタイムおよびホールドタイム
を設定します。

switch(config-if-glbp)#
timers [msec] hellotime
[msec] holdtime

ステップ 2   

• hellotime：GLBPグループの AVGが helloパケットを送
信してから、次の helloパケットを送信するまでのイン
ターバル。指定できる範囲は 1～ 60秒または 250～
60000ミリ秒です。デフォルト値は 3秒です。

• holdtime：helloパケットの仮想ゲートウェイおよび仮想
フォワーダ情報が無効と見なされるまでのインターバ

ル。指定できる範囲は 2～ 180秒または 1020～ 180000
ミリ秒です。デフォルトは 10秒です。

オプションの msecキーワードでは、引数をデフォルトの秒
単位ではなく、ミリ秒単位で表すことを指定します。

次のタイマーを設定します。switch(config-if-glbp)#
timers redirect redirect
timeout

ステップ 3   

• redirect：AVGがAVFにクライアントのリダイレクトを
続ける時間の長さ（秒数）。指定できる範囲は0～3600
秒です。デフォルトは 600秒です。

• timeout：セカンダリ仮想フォワーダが無効になるまでの
時間の長さ（秒単位）。指定できる範囲は 610～ 64800
秒です。デフォルトは 14,440秒です。

GLBPグループでの AVG選択に使用するプライオリティレ
ベルを設定します。範囲は 1～ 255です。デフォルトは 100
です。

switch(config-if-glbp)#
priority level

ステップ 4   

ルータのプライオリティが現在の AVGよりも高い場合に、
GLBPグループの AVGとして処理を引き継ぐようにルータ

switch(config-if-glbp)#
preempt [delay
minimum seconds]

ステップ 5   

を設定します。このコマンドは、デフォルトでディセーブル

になっています。

AVGのプリエンプションが行われるまでの最小遅延時間を
秒単位で指定するには、オプションの delay minimumキー
ワードと seconds引数を使用します。

secondsの範囲は 0～ 3600秒です。最小遅延のデフォルト値
は 3600秒です。
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目的コマンドまたはアク

ション

次の例は、GLBPのカスタマイズ方法を示しています。
switch(config-if)# glbp 1
switch(config-if-glbp)# timers 5 18
switch(config-if-glbp)# timers redirect 600 7200
switch(config-if-glbp)# priority 254
switch(config-if-glbp)# preempt delay minimum 60

GLBP の拡張ホールドタイマーの設定
拡張ホールドタイマーを使用して、制御された（グレースフル）スイッチオーバーまたは ISSU
（ソフトウェアアップグレードやスーパーバイザスイッチオーバーを含む）中に拡張 NSFをサ
ポートするように GLBPを設定できます。すべての GLBPゲートウェイに拡張ホールドタイマー
を設定してください。

デフォルト以外の拡張ホールドタイマーを設定する場合は、すべての GLBPゲートウェイ上
で拡張ホールドタイマーを設定する必要があります。予測されるシステムスイッチオーバー

遅延に基づいて、GLBPゲートウェイごとに異なる拡張ホールドタイマー値を設定できます。

（注）

拡張ホールド時間を表示するには、show glbp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

GLBPグループを作成し、GLBPコンフィギュ
レーションモードを開始します。

switch(config-if)# glbp
group-number

例：

ステップ 1   

GLBP拡張ホールドタイマーを秒単位で設定
します。タイマーの範囲は 10～ 255です。デ
フォルトは 10です。

switch(config)# glbp timers
extended-hold [timer]

ステップ 2   

次の例は、GLBPの拡張ホールドタイマーの設定方法を示しています。
switch(config-if)# glbp 1
switch(config)# glbp timers extended-hold 30
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GLBP グループのイネーブル化
GLBPグループをイネーブルにするインターフェイス上で、仮想 IPアドレスを設定できます。同
じグループ番号を指定して、GLBPグループの各ゲートウェイを設定する必要があります。GLBP
メンバは別の GLBPメンバから必要な他のあらゆるパラメータを学習できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

GLBPをイネーブルにします。

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/por

ステップ 2   

インターフェイスの IPv4アドレスを設定します。switch(config-if)# ip
ip-address/length

ステップ 3   

GLBPグループを作成し、GLBPコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config-if)# glbp
group-number

ステップ 4   

インターフェイス上でGLBPをイネーブルにして、
仮想 IPアドレスを指定します。仮想 IPは、イン

switch(config-if-glbp)# ip
[ip-address [secondary]]

ステップ 5   

ターフェイス IPアドレスと同じサブネットになけ
ればなりません。

仮想 IPアドレスを特定した後、glbp group ipコマ
ンドを再び使用し（secondaryキーワードを指定し
て）、このグループでサポートする他の IPアドレ
スを指定できます。ipキーワードだけを指定した
場合、GLBPはネイバーから仮想 IPアドレスを学
習します。

GLBP情報の簡潔な要約を表示します。switch(config-if-glbp)# show
glbp [group group-number]
[brief]

ステップ 6   

（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 7   
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次に、イーサネット 1/2上で GLBPをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# glbp 1
switch(config-if-glbp)# ip 192.0.2.10

GLBP の設定の確認
GLBPの設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

すべてまたは特定のグループのGLBPステータ
スを表示します。

show glbp [group group-number]

すべてまたは特定のグループのGLBP機能を表
示します。

show glbp capability

インターフェイスのGLBPステータスを表示し
ます。

show glbp interface interface-type slot/port

選択された状態の仮想フォワーダに対応するグ

ループまたはインターフェイスについて、GLBP
ステータスを表示します。

show glbp interface interface-type slot/port [active]
[disabled] [init] [listen] [standby]

選択された状態の仮想フォワーダに対応するグ

ループまたはインターフェイスについて、GLBP
ステータスの要約を表示します。

show glbp interface interface-type slot/port [active]
[disabled] [init] [listen] [standby] brief

GLBP の設定例
次の例は、MD5認証、インターフェイストラッキング、および加重ロードバランシングを指定
して、インターフェイスで GLBPをイネーブルにする方法を示しています。
key chain glbp-keys
key 0
key-string 7 zqdest
accept-lifetime 00:00:00 Jun 01 2008 23:59:59 Sep 12 2008
send-lifetime 00:00:00 Jun 01 2008 23:59:59 Aug 12 2008
key 1
key-string 7 uaeqdyito
accept-lifetime 00:00:00 Aug 12 2008 23:59:59 Dec 12 2008
send-lifetime 00:00:00 Sep 12 2008 23:59:59 Nov 12 2008

feature glbp
track 2 interface ethernet 2/2 ip
interface ethernet 1/2
ip address 192.0.2.2/8
glbp 1
authentication md5 key-chain glbp-keys
weighting 110 lower 95 upper 105
weighting track 2 decrement 20
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ip 192.0.2.10
no shutdown

GLBP の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

IS-IS CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

VDCおよび VRF

GLBP の標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

GLBP の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

表 42：GLBP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.0(1)GLBP

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
538

GLBP の関連資料



第 21 章

『Configuring HSRP』

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 539 ページ

• HSRPについて, 540 ページ

• HSRPのライセンス要件, 548 ページ

• HSRPの前提条件, 549 ページ

• HSRPに関する注意事項と制約事項, 549 ページ

• HSRPパラメータのデフォルト設定, 550 ページ

• 『Configuring HSRP』, 551 ページ

• HSRP設定の確認, 568 ページ

• HSRPの設定例, 569 ページ

• HSRPの関連資料, 570 ページ

• MIB, 570 ページ

• HSRPの機能の履歴, 570 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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HSRP について
HSRPはファーストホップ冗長プロトコル（FHRP）であり、ファーストホップ IPルータの透過的
なフェールオーバーを可能にします。HSRPは、デフォルトルータの IPアドレスを指定して設定
された、イーサネットネットワーク上の IPホストにファーストホップルーティングの冗長性を
提供します。ルータグループでは HSRPを使用して、アクティブルータおよびスタンバイルー
タを選択します。ルータグループでは、アクティブルータはパケットをルーティングするルータ

です。スタンバイルータは、アクティブルータで障害が発生した場合、または事前に設定された

条件が満たされた場合に、引き継ぐルータです。

大部分のホストの実装では、ダイナミックなルータディスカバリメカニズムをサポートしていま

せんが、デフォルトのルータを設定することはできます。すべてのホスト上でダイナミックなルー

タディスカバリメカニズムを実行するのは、管理上のオーバーヘッド、処理上のオーバーヘッ

ド、セキュリティ上の問題など、さまざまな理由で現実的ではありません。HSRPは、そうした
ホスト上にフェールオーバーサービスを提供します。

HSRPを使用する場合は、実際のルータの IPアドレスではなく、HSRP仮想 IPアドレスをホスト
のデフォルトルータとして設定します。仮想 IPアドレスは、HSRPが動作するルータのグループ
で共有される IPv4または IPv6アドレスです。

ネットワークセグメントに HSRPを設定する場合は、HSRPグループ用の仮想MACアドレスと
仮想 IPアドレスを設定します。グループの各HSRP対応インターフェイス上で、同じ仮想アドレ
スを指定します。各インターフェイス上で、実アドレスとして機能する固有の IPアドレスおよび
MACアドレスも設定します。HSRPはこれらのインターフェイスのうちの 1つをアクティブルー
タにするために選択します。アクティブルータは、グループの仮想MACアドレス宛てのパケッ
トを受信してルーティングします。

指定されたアクティブルータで障害が発生すると、HSRPによって検出されます。その時点で、
選択されたスタンバイルータが HSRPグループのMACアドレスおよび IPアドレスの制御を行う
ことになります。HSRPはこの時点で、新しいスタンバイルータの選択も行います。

HSRPではプライオリティ指示子を使用して、デフォルトのアクティブルータにする HSRP設定
インターフェイスを決定します。アクティブルータとしてインターフェイスを設定するには、グ

ループ内の他のすべての HSRP設定インターフェイスよりも高いプライオリティを与えます。デ
フォルトのプライオリティは 100なので、それよりもプライオリティが高いインターフェイスを
1つ設定すると、そのインターフェイスがデフォルトのアクティブルータになります。

HSRPが動作するインターフェイスは、マルチキャストユーザデータグラムプロトコル（UDP）
ベースの helloメッセージを送受信して、障害を検出し、アクティブおよびスタンバイルータを
指定します。アクティブルータが設定された時間内に helloメッセージを送信できなかった場合
は、最高のプライオリティのスタンバイルータがアクティブルータになります。アクティブルー

タとスタンバイルータ間のパケットフォワーディング機能の移動は、ネットワーク上のすべての

ホストに対して完全に透過的です。

1つのインターフェイス上で複数の HSRPグループを設定できます。

HSRP用に設定されたネットワーク。仮想MACアドレスおよび仮想 IPアドレスの共有によって、
2つ以上のインターフェイスが単一の仮想ルータのように動作できます。
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次の図は、HSRP用に設定されたネットワークを示しています。仮想MACアドレスおよび仮想
IPアドレスを共有することによって、2つ以上のインターフェイスを単一のバーチャルルータと
して動作させることができます。

図 47：2 台の対応ルータを含む HSRP トポロジ

仮想ルータは物理的には存在しませんが、相互にバックアップするように設定されたインターフェ

イスにとって、共通のデフォルトルータになります。アクティブルータの IPアドレスを使用し
て、LAN上でホストを設定する必要はありません。代わりに、仮想ルータの IPアドレス（仮想
IPアドレス）をホストのデフォルトルータとして設定します。アクティブルータが設定時間内に
helloメッセージを送信できなかった場合は、スタンバイルータが引き継いで仮想アドレスに応答
し、アクティブルータになってアクティブルータの役割を引き受けます。ホストの観点からは、

仮想ルータは同じままです。

ルーテッドポートで受信した HSRP仮想 IPアドレス宛のパケットは、ローカルルータ上で終端
します。そのルータがアクティブ HSRPルータであるのかスタンバイ HSRPルータであるのかは
関係ありません。これには pingトラフィックと Telnetトラフィックが含まれます。レイヤ 2
（VLAN）インターフェイスで受信したHSRP仮想 IPアドレス宛のパケットは、アクティブルー
タ上で終端します。

IPv4 の HSRP
HSRPルータは、HSRPhelloパケットを交換することによって相互に通信します。これらのパケッ
トは、UDPポート 1985上の宛先 IPマルチキャストアドレス 224.0.0.2（すべてのルータと通信す
るための予約済みマルチキャストアドレス）に送信されます。アクティブルータが設定済みの IP
アドレスとHSRP仮想MACアドレスから helloパケットを取得するのに対して、スタンバイルー
タは、設定済みの IPアドレスとインターフェイスMACアドレス（バーンドインアドレス（BIA）
である可能性があります）から helloパケットを取得します。BIAは、MACアドレスの下位 6バ
イトで、ネットワークカード（NIC）の製造元によって割り当てられます。
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ホストはデフォルトルータが HSRP仮想 IPアドレスとして設定されているので、HSRP仮想 IP
アドレスに関連付けられたMACアドレスと通信する必要があります。このMACアドレスは、仮
想MACアドレス 0000.0C07.ACxyです。この場合、xyはそれぞれのインターフェイスに基づく、
16進数の HSRPグループ番号です。たとえば、HSRPグループ 1は 0000.0C07.AC01という HSRP
仮想MACアドレスを使用します。隣接 LANセグメント上のホストは、標準のアドレス解決プロ
トコル（ARP）プロセスを使用して、関連付けられたMACアドレスを解決します。

HSRPバージョン 2では新しい IPマルチキャストアドレス 224.0.0.102を使用して helloパケット
を送信します。バージョン 1では、このマルチキャストアドレスが 224.0.0.2です。バージョン 2
では、拡張グループ番号範囲 0～ 4095を使用できます。また、新しいMACアドレス範囲
0000.0C9F.F000～ 0000.0C9F.FFFFを使用します。

HSRPスタンバイでは、HSRPは「deadbeef」というクッキーを使って HSRP仮想 IPアドレス
を追加します。

（注）

HSRP for IPv6。
IPv6ホストは、IPv6ネイバー探索（ND）ルータアドバタイズメント（RA）メッセージを通じて
使用可能な IPv6ルータを学習します。これらのメッセージは、定期的にマルチキャストされる
他、ホストによって送信要求されることもあります。ただし、デフォルトルートがダウンしてい

ることを検出したときの遅延時間は 30秒以上になることもあります。IPv6の HSRPは、IPv6 ND
プロトコルを使用した場合よりも、代替デフォルトルータへのスイッチオーバーが大幅に高速で

あり、ミリ秒タイマーが使用される場合は 1秒未満になります。IPv6の HSRPでは、IPv6ホスト
の仮想ファーストホップを提供します。

HSRPの IPv6インターフェイスを設定すると、IPv6 NDがルータのライフタイムがゼロで最終RA
を送信した後で、インターフェイスのリンクローカルアドレスに対する定期 RAが停止します。
インターフェイスの IPv6リンクローカルアドレスに制限はありません。他のプロトコルは、この
アドレスへのパケットを送受信し続けます。

IPv6 NDは、HSRPグループがアクティブなときに、HSRP仮想 IPv6リンクローカルアドレスの
定期RAを送信します。これらのRAは、HSRPグループがアクティブ状態のままのときに、ルー
タのライフタイムがゼロで最終 RAが送信されると停止します。HSRPは、アクティブ HSRPグ
ループメッセージ（hello、coup、redesign）でのみ仮想MACアドレスを使用します。

IPv6の HSRPは、次のパラメータを使用します。

• HSRPバージョン 2

• UDPポート 2029

• 0005.73A0.0000～ 0005.73A0.0FFFの範囲の仮想MACアドレス

•マルチキャストリンクローカル IP宛先アドレス FF02::66

•ホップリミット 255
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IPv6 アドレスの HSRP

HSRP IPv6グループには、HSRPグループ番号から導出される仮想MACアドレス、および HSRP
仮想MACアドレスからデフォルトで導出される仮想 IPv6リンクローカルアドレスがあります。
仮想 IPv6リンクローカルアドレスを形成するためにHSRPIPv6グループのデフォルトの仮想MAC
アドレスが常に使用されます。グループによって実際に使用されている仮想MACアドレスは関
係ありません。

次の表は、IPv6ネイバー探索パケットと HSRPパケットに使用されるMACアドレスと IPアドレ
スを示しています。

表 43：HSRP および IPv6 ND アドレス

リンク層アドレス

オプション

宛先 IPv6 アドレスIPv6 送信元アドレ
ス

送信元 MAC アド
レス

パケット

インターフェイス

MACアドレス
—インターフェイス

IPv6アドレス
インターフェイス

MACアドレス
ネイバー送信要求

（NS）

インターフェイス

MACアドレス
—インターフェイス

IPv6アドレス
インターフェイス

MACアドレス
ルータ送信要求

（RS）

HSRP仮想MAC
アドレス

仮想 IPv6アドレ
ス

インターフェイス

IPv6アドレス
インターフェイス

MACアドレス
ネイバーアドバタ

イズメント

（NA）

HSRP仮想MAC
アドレス

—インターフェイス

IPv6アドレス
インターフェイス

MACアドレス
ルートアドバタイ

ズメント（RA）

——インターフェイス

IPv6アドレス
インターフェイス

MACアドレス
HSRP（非アク
ティブ）

——インターフェイス

IPv6アドレス
仮想MACアドレ
ス

HSRP（アクティ
ブ）

HSRPは、IPv6リンクローカルアドレスをユニキャストルーティング情報ベース（URIB）に追
加しません。リンクローカルアドレスにはセカンダリ仮想 IPアドレスもありません。

グローバルユニキャストアドレスの場合は、HSRPによって URIBと IPv6に仮想 IPv6アドレス
が追加されますが、それらの仮想 IPv6アドレスは ICMPv6には登録されません。ICMPv6リダイ
レクトは HSRP IPv6グループでサポートされません。

HSRP のマルチグループの最適化
Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、HSRPはマルチグループの最適化（MGO）をサポートして
います。MGOにより、複数のHSRPグループが多くのサブインターフェイスで設定される場合に
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パフォーマンスと帯域幅が最適化されます。MGOは、アクティブルータとスタンバイルータを
選出するために、物理インターフェイス上でマスターグループとして知られる HSRPグループを
1つだけ必要とします。

物理インターフェイスまたはSVIインターフェイスなどの異なるインターフェイスのサブインター
フェイスで他の HSRPグループを作成し、マスター HSRPグループにこれらをリンクできます。
これらのグループは、スレーブグループと呼ばれます。スレーブグループは、HSRP選択メカニ
ズムに参加しないように、それらのマスターグループステートに従います。マスターグループ

は、設定された速度で helloメッセージを送信します。スレーブグループは、mac-refresh間隔速
度と呼ばれる減速した速度でhelloメッセージを送信します。このプロセスは、スイッチやラーニ
ングブリッジのMACアドレスを更新するためにスレーブグループが定期メッセージを送信する
ために必要です。

HSRP のバージョン
Cisco NX-OSは、デフォルトでHSRPバージョン 1をサポートします。HSRPバージョン 2を使用
するようにインターフェイスを設定できます。

HSRPバージョン 2では、HSRPバージョン 1から次のように拡張されています。

グループ番号の範囲が拡大されました。HSRPバージョン 1がサポートするグループ番号は 0～
255です。HSRPバージョン 2がサポートするグループ番号は 0～ 4095です。

IPv4の場合は、HSRPバージョン 1で使用される IPマルチキャストアドレス 224.0.0.2の代わり
に、IPv4マルチキャストアドレス 224.0.0.102または IPv6マルチキャストアドレス FF02::66を使
用して helloパケットを送信します。

IPv4では 0000.0C9F.F000～ 0000.0C9F.FFFF、IPv6アドレスでは 0005.73A0.0000～ 0005.73A0.0FFF
のMACアドレス範囲を使用します。HSRPバージョン 1で使用するMACアドレス範囲は、
0000.0C07.AC00～ 0000.0C07.ACFFです。

MD 5認証のサポートが追加されました。

HSRPのバージョンを変更すると、Cisco NX-OSがグループを再初期化します。新しい仮想MAC
アドレスがグループに与えられるからです。

HSRPバージョン 2では HSRPバージョン 1とは異なるパケットフォーマットを使用します。パ
ケットフォーマットはType-Length-Value（TLV）です。HSRPバージョン 1ルータは、HSRPバー
ジョン 2パケットを受信しても無視します。

HSRP 認証
HSRPのメッセージダイジェスト 5（MD5）アルゴリズム認証は、HSRPスプーフィングソフト
ウェアから保護し、業界標準のMD5アルゴリズムを使用して信頼性とセキュリティを向上させて
います。HSRPでは、認証 TLVに IPv4または IPv6アドレスが含まれています。

HSRP メッセージ
HSRPが設定されているルータは、次の 3種類のマルチキャストメッセージを交換できます。
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• hello：helloメッセージは、ルータの HSRPプライオリティおよびステート情報を他の HSRP
ルータに伝えます。

• coup：スタンバイルータがアクティブルータの機能を引き受けるときに、coupメッセージ
を送信します。

• resign：このメッセージは、アクティブルータであるルータがシャットダウン直前、または
プライオリティの高いルータから helloまたは coupメッセージが送信されたときに、ルータ
から送信されます。

HSRP ロードシェアリング
HSRPでは、1つのインターフェイスに複数のグループを設定できます。オーバーラップする 2つ
の IPv4 HSRPグループを設定すると、期待されるデフォルトルータの冗長性を HSRPから提供し
ながら、接続ホストからのトラフィックのロードシェアリングが可能です。次の図は、ロード

シェアリングを実行している HSRP IPv4構成を示しています。

図には、2台のルータ（Aおよび B）と 2つの HSRPグループが示されています。ルータ Aはグ
ループ Aのアクティブルータですが、グループ Bのスタンバイルータです。同様に、ルータ B
はグループ Bのアクティブルータであり、グループ Aのスタンバイルータです。両方のルータ
がアクティブのままの場合、HSRPはホストからのトラフィックを両方のルータ間でロードバラ
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ンシングを行います。どちらかのルータで障害が発生すると、残りのルータが引き続き、両方の

ホストのトラフィックを処理します。

図 48：HSRP ロードシェアリング

IPv6の HSRPでは、デフォルトでロードバランシングを行います。サブネット上に 2つの
HSRPIPv6グループが存在する場合、ホストはそれぞれのルータアドバタイズメントから両方
のグループを学習し、アドバタイズされたルータ間で負荷が共有されるように1つのグループ
を使用することを選択します。

（注）

オブジェクトトラッキングおよび HSRP
オブジェクトトラッキングを使用すると、別のインターフェイスの動作状態に基づいて、HSRP
インターフェイスのプライオリティを変更できます。オブジェクトトラッキングによって、メイ

ンネットワークへのインターフェイスで障害が発生した場合に、スタンバイルータにルーティン

グできます。

トラッキング可能なオブジェクトは、インターフェイスのラインプロトコルステートまたは IP
ルートの到達可能性の 2種類です。指定したオブジェクトがダウンすると、設定された値だけ、
Cisco NX-OSが HSRPプライオリティを引き下げます。
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vPC と HSRP
HSRPは仮想ポートチャネル（vPC）と相互運用できます。vPCを使用すると、物理的には 2つの
異なる Cisco Nexusデバイスに接続しているリンクを、3番目のデバイスに対して 1つのポートの
ように見せることができます。vPCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Configuration Guide』を参照してください。

vPCは、アクティブ HSRPルータとスタンバイ HSRPルータの両方を通じてトラフィックを転送
します。

プライマリ vPCピアデバイス上の HSRPをアクティブ、vPCセカンダリデバイス上の HSRP
をスタンバイとして設定する必要があります。

（注）

vPC ピアゲートウェイと HSRP

一部のサードパーティデバイスは、HSRP仮想MACアドレスを無視して、その代わりに HSRP
ルータの送信元MACアドレスを使用できます。vPC環境では、この送信元MACアドレスを使用
するパケットが vPCピアリンクで送信されることがあり、ドロップされたパケットが生じる可能
性があります。vPCピアゲートウェイを設定して、HSRPルータで、ローカル vPCピアMACア
ドレスとリモート vPCピアMACアドレス、およびHSRP仮想MACアドレスに送信されたパケッ
トを直接処理できるようにします。vPCピアゲートウェイの詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

Fシリーズモジュール上に vPCピアリンクが設定されている混在シャーシの構成では、vPCピア
リンクを移動するレイヤ 3バックアップルートを除外するために、vPCピアゲートウェイの
excludeオプションを設定します。vPCピアゲートウェイの excludeオプションの詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

FabricPath エニーキャスト HSRP
CiscoNX-OSRelease 6.2(2)以降では、3つ以上のノードに対するサポートを提供することにより、
スパインレイヤでのスケーラビリティをさらに促進しています。一連のVLANとエニーキャスト
のスイッチ IDとのアソシエーションであるエニーキャストバンドルを作成できます。VLANま
たはHSRPグループのセットは、アクティブルータとスタンバイルータを選択します。グループ
の残りのルータはリッスン状態にあります。

設定されたエニーキャストスイッチ IDを持つすべての HSRPルータは、FabricPath IS-ISを介し
てその IDをアドバタイズします。アクティブなHSRPルータは、そのhelloパケットでエニーキャ
ストスイッチ IDを使用する唯一のルータです。リーフスイッチは、エニーキャストスイッチ ID
がグループ内のすべてのルータによって到達可能であることを学習します。

スパインレイヤのすべてのファーストホップゲートウェイは、アクティブ-アクティブフォワー
ディングモードで機能する必要があります。IPパケットは、宛先がゲートウェイMACアドレス
として設定されたスパインスイッチによって受信され、これらのパケットが終了しローカル的に

転送されます。
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BFD
この機能では、双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートします。BFDは、高速転送とパ
ス障害の検出時間を提供する検出プロトコルです。BFDは 2台の隣接デバイス間のサブセカンド
障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上のデータプレーンに分散でき
るため、プロトコル helloメッセージよりも CPUを使いません。詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

ハイアベイラビリティおよび拡張ノンストップフォワーディング

HSRPは、ステートフルリスタートおよびステートフルスイッチオーバーをサポートします。ス
テートフルリスタートは、HSRPプロセスが失敗してリスタートするときに行われます。ステー
トフルスイッチオーバーは、アクティブスーパーバイザがスタンバイスーパーバイザに切り替

わるときに行われます。Cisco NX-OSは、スイッチオーバー後に実行コンフィギュレーションを
適用します。

HSRPホールドタイマーが短時間に設定されている場合は、制御されたスイッチオーバーまたは
インサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）中に、これらのタイマーが切れる可能性があ
ります。HSRPは、拡張ノンストップフォワーディング（NSF）をサポートしており、制御され
たスイッチオーバーまたは ISSUの際にこれらのHSRPホールドタイマーを一時的に延長します。

拡張NSFを設定している場合、HSRPは延長されたタイマーを使用して helloメッセージを送信し
ます。HSRPピアは、この新しい値でホールドタイマーを更新します。タイマーが延長されるこ
とにより、スイッチオーバーまたは ISSU時に不要な HSRP状態の変更が発生することを防ぎま
す。スイッチオーバーまたは ISSUイベント後に、HSRPはホールドタイマーを元の設定値に復元
します。スイッチオーバーに失敗すると、延長されたホールドタイマー値が満了してから HSRP
はホールドタイマーを復元します。

仮想化のサポート

HSRPは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは仮
想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。デフォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルト
の VDCとデフォルトの VRFが使用されます（別の VDCや VRFを特に設定しない限り）。

インターフェイスの VRFメンバーシップを変更すると、Cisco NX-OSによってすべてのレイヤ 3
設定（HSRPを含む）が削除されます。

HSRP のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。
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HSRP の前提条件
• HSRPグループを設定してイネーブルにするには、その前に HSRP機能をデバイスでイネー
ブルにする必要があります。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『Cisco NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照）。

HSRP に関する注意事項と制約事項
HSRP設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• HSRPを設定するインターフェイスに IPアドレスを設定し、そのインターフェイスをイネー
ブルにしてからでなければ、HSRPはアクティブになりません。

• HSRPに IPv6インターフェイスを設定するときは、HSRPバージョン 2を設定する必要があ
ります。

• IPv4では、仮想 IPアドレスは、インターフェイス IPアドレスと同じサブネットになければ
なりません。

•同一インターフェイス上では、複数のファーストホップ冗長プロトコルを設定しないことを
推奨します。

• HSRPバージョン 2は HSRPバージョン 1と相互運用できません。どちらのバージョンも相
互に排他的なので、インターフェイスはバージョン 1およびバージョン 2の両方を運用でき
ません。しかし、同一ルータの異なる物理インターフェイス上であれば、異なるバージョン

を実行できます。

•バージョン 1で認められるグループ番号範囲（0～ 255）を超えるグループを設定している
場合は、バージョン 2からバージョン 1への変更はできません。

• IPv4に対する HSRPは、BFDでサポートされます。IPv6に対する HSRPは、BFDでサポー
トされていません。

•インターフェイス VRFメンバーシップまたはポートチャネルメンバーシップを変更した場
合、またはポートモードをレイヤ 2に変更した場合は、Cisco NX-OSによってインターフェ
イス上のすべてのレイヤ 3設定が削除されます。

• vPCで仮想MACアドレスを設定するときは、vPCピアの両方で同じ仮想MACアドレスを
設定する必要があります。

• Fシリーズモジュール上に vPCピアリンクが設定されている混在シャーシの構成では、vPC
ピアリンクを移動するレイヤ3バックアップルートを除外するために、vPCピアゲートウェ
イの excludeオプションを設定します。

• vPCメンバである VLANインターフェイスで HSRP MACアドレスのバーンドインオプショ
ンは使用できません。
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•認証を設定していない場合、show hsrpコマンドを実行すると、「Authentication text

"cisco"」という文字列が表示されます。

• RFC 2281では次のようなHSRPのデフォルト動作が定義されています：認証データが設定されて
いない場合に推奨されるデフォルト値は、0x63 0x69 0x73 0x63 0x6F 0x00 0x00 0x00。

•エニーキャスト HSRPは BFDをサポートしていません。

• MGO用 HSRPに関する制約事項は、次のとおりです。

◦マスターグループとスレーブグループは、同じインターフェイスに制限されません。

◦ MGOの HSRPは、HSRPバージョン 2のみをサポートしています。

◦マスターグループとスレーブグループは、同じアドレスタイプでなければなりません。

◦ HSRPグループをスレーブグループとして設定すると、グループの他の設定（仮想 IP
アドレスなど）が通知なしで消去されるため、followコマンドを入力してから ipip-address
コマンドを入力する必要があります。

◦双方向フォワーディング（BFD）は、スレーブグループには適用されません。

◦ MGOの HSRPは、IPv4と IPv6の両方のインターフェイスをサポートし、通常の HSRP
グループが動作するすべてのレイヤ 3インターフェイスで動作します。

◦ HSRPグループは、マスターグループとスレーブグループの両方として同時に設定でき
ません。

HSRP パラメータのデフォルト設定

デフォルトの HSRP パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

ディセーブルHSRP

バージョン 1の場合はテキストとしてイネーブ
ル、パスワードは cisco

認証

Version 1HSRPバージョン

ディセーブルプリエンプション

100プライオリティ

HSRPグループ番号から生成仮想MACアドレス
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HSRP のイネーブル化
HSRPグループを設定してイネーブルにするには、事前に HSRPをグローバルにイネーブルにし
ておく必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

HSRP機能をイネーブルにします。switch(config)# [no] feature
hsrp

ステップ 2   

この機能をディセーブルにするには、このコマンドの

no形式を使用します。

グローバルコンフィギュレーションモードでこのコマ

ンドを使用すると、HSRP機能をイネーブルまたはディ
セーブルにして、VDCで関連する設定をすべて削除で
きます。

（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 3   

次の例では、HSRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# feature hsrp
switch(config)# copy running-config startup-config

HSRP バージョン設定
HSRPのバージョンを設定できます。既存グループのバージョンを変更すると、仮想MACアドレ
スが変更されるので、CiscoNX-OSがそれらのグループのHSRPを再初期化します。HSRPのバー
ジョンは、インターフェイス上のすべてのグループに適用されます。
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IPv6 HSRPグループは、HSRPバージョン 2として設定する必要があります。（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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

HSRPのバージョンを確認します。デフォルト
はバージョン 1です。

switch(config-if)# hsrp version
{1 | 2}

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-if)# 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。

次の例は、HSRPのバージョンの設定方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# hsrp version 2
switch(config-if)# copy running-config startup-config

IPv4 の HSRP グループの設定
IPv4インターフェイスにHSRPグループを設定し、そのHSRPグループに仮想 IPアドレスと仮想
MACアドレスを設定できます。

はじめる前に

• HSRPをイネーブルにする必要があります。

•グループのいずれかのメンバインターフェイス上で仮想 IPアドレスを設定すると、Cisco
NX-OSによって HSRPがイネーブルになります。HSRPグループをイネーブルにする前に、
認証、タイマー、プライオリティなどの HSRP属性を設定する必要があります。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   

インターフェイスのIPv4アドレスを設定します。switch(config-if)# ip
ip-address/length

ステップ 3   

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュ
レーションモードを開始します。HSRPバージョ

switch(config-if)# hsrp
group-number [ipv4]

ステップ 4   

ン 1で指定できる範囲は 0～ 255です。HSRP
バージョン 2で指定できる範囲は 0～ 4095で
す。デフォルト値は 0です

HSRPグループの仮想 IPアドレスを設定し、グ
ループをイネーブルにします。このアドレスは、

switch(config-if-hsrp)# ip
[ip-address [secondary]]

ステップ 5   

インターフェイスのIPv4アドレスと同じサブネッ
トになければなりません。

HSRPコンフィギュレーションモードを終了し
ます。

switch(config-if-hsrp)# exitステップ 6   

インターフェイスをイネーブルにします。switch(config-if)# no shutdownステップ 7   

（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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

（任意）

HSRP情報を表示します。
switch(config-if)# show hsrp
[group group-number] [ipv4]

ステップ 9   

Ethernet 1/2上で HSRPグループを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# ip 192.0.2.2/8
switch(config-if)# hsrp 2
switch(config-if-hsrp)# ip 192.0.2.1
switch(config-if-hsrp)# exit
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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IPv6 の HSRP グループの設定
IPv6インターフェイスにHSRPグループを設定し、そのHSRPグループに仮想 IPアドレスと仮想
MACアドレスを設定できます。IPv6のHSRPグループを設定すると、HSRPはリンクローカルプ
レフィックスからリンクローカルアドレスを生成します。HSRPでは、Modified EUI-64形式のイ
ンターフェイス IDも生成します。EUI-64インターフェイス IDは、関連の HSRP仮想MACアド
レスから作成されます。HSRP IPv6セカンダリアドレスはありません。

はじめる前に

• HSRPをイネーブルにする必要があります。

• IPv6 HSRPグループを設定するインターフェイスで HSRPバージョン 2がイネーブルになっ
ていることを確認します。

• HSRPグループをイネーブルにする前に、認証、タイマー、プライオリティなどの HSRP属
性を設定してあることを確認します。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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

ステップ 1   

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 2   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interfacetype
number

ステップ 3   

インターフェイスの IPv6アドレスを設定しま
す。

switch(config-if)# ipv6
addressipv6-address/length

ステップ 4   

HSRPバージョン 2のグループを設定します。switch(config-if)# hsrp version 2ステップ 5   

IPv6 HSRPグループを作成し、HSRPコンフィ
ギュレーションモードを開始します。HSRP

switch(config-if)#
hsrpgroup-number [ipv6]

ステップ 6   

バージョン 2で指定できる範囲は 0～ 4095で
す。HSRPバージョン 2で指定できる範囲は 0
～ 4095です。デフォルト値は 0です

HSRPグループの仮想 IPv6アドレスを設定し、
そのグループをイネーブルにします。

switch(config-if-hsrp)# ip
[ipv6-address [secondary]]

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

計算されたリンクローカル仮想 IPv6アドレス
から HSRPグループの仮想 IPv6アドレスを自
動設定し、グループをイネーブルにします。

switch(config-if-hsrp)# ip
autoconfig

ステップ 8   

インターフェイスをイネーブルにします。switch(config-if-hsrp)# no
shutdown

ステップ 9   

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-if-hsrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 10   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

（任意）

HSRP情報を表示します。
switch(config-if-hsrp)# show hsrp
[groupgroup-number] [ipv6]

ステップ 11   

Ethernet 1/2上で HSRPグループを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:0001:0001:/64
switch(config-if)# hsrp version 2
switch(config-if)# hsrp 2 ipv6
switch(config)# ip 2001:DB8::1
switch(config-if-hsrp)# exit
switch(config-if-hsrp)# no shutdown
switch(config-if-hsrp)# copy running-config startup-config

HSRP マスターグループのタスクの設定
マスターグループとスレーブグループを設定することによってスケーリングする場合にパフォー

マンスを最適化するように、MGOの HSRPを設定できます。スレーブグループは、送信される
helloメッセージの数を最小化するマスターグループステートに従います。CiscoNX-OSは、仮想
IPアドレスが設定されると HSRPグループをイネーブルにします。

スレーブグループがマスターグループと同じ冗長性要件を持つことができるように、マスター

グループをスレーブグループと同じ親インターフェイスに設定することを推奨します。マスター

リンクで障害が発生した場合、設定されたリンクが残っていても、スレーブグループもすべてダ

ウンします。

はじめる前に

• HSRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

• HSRPグループをマスターグループとしてイネーブルにする前に、認証、タイマー、プライ
オリティなどの HSRP属性を設定します。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始し、インターフェイスタイプを設定します。

switch(config)#
interfacetype/number

ステップ 2   

インターフェイスの IPアドレスを設定します。switch(config-if)# ip
addressip-address/length

ステップ 3   

HSRPバージョンを設定します。MGOがHSRPバー
ジョン 2のみをサポートするため、HSRPバージョ

switch(config-if)#hsrp version
2

ステップ 4   

ンをバージョン 2に設定する必要があります。デ
フォルトはバージョン 1です。

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュレー
ションモードを開始します。HSRPグループ番号の

switch(config-if)#
hsrpgroup-number [ipv6]

ステップ 5   

範囲は 0～ 4095です。このコマンドの no形式を使
用すると、グループを削除できます。

マスターグループ名を指定します。nameコマンド
を使用すると、通常のHSRPグループをマスターグ

switch(config-if-hsrp)# name
[master-group-name]

ステップ 6   

ループに変更できます。名前を指定しないと、一意

の名前が自動的に生成されます。このコマンドのno
形式を使用すると、マスターグループが通常の

HSRPグループに戻ります。

HSRPグループの仮想 IPアドレスを設定し、マス
ターグループをイネーブルにします。

switch(config-if-hsrp)# ip
[ip-address [secondary]]

ステップ 7   

HSRPコンフィギュレーションモードを終了しま
す。

switch(config-if-hsrp)# exitステップ 8   

インターフェイスをイネーブルにします。switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 9   

（任意）switch(config-if)# show hsrp
[brief] [groupgroup-number]
[ipv4] [ipv6]

ステップ 10   

HSRP情報を表示します。

（任意）switch(config-if)# show hsrp
mgo [namename] [brief]

ステップ 11   

MGOに使用中の HSRPグループとそれらのスレー
ブセッションとの関係を表示します。nameキーワー
ドは、一致する設定名を持つセッションへの出力を

制限します。briefキーワードを指定すると、関連す
るスレーブセッションが各MGOセッションのサマ
リーに示されます。
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目的コマンドまたはアクション

次の例は、Ethernetインターフェイス 1/1にHSRPマスターグループを設定する方法を示していま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# ip address 11.0.0.1/24
switch(config-if)# hsrp version 2
switch(cofig-if)# hsrp 11
switch(config-if-hsrp)# name master1
switch(config-if-hsrp)# ip 11.0.0.100
switch(config-if-hsrp)# exit
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# show hsrp group 11
switch(config-if)# show hsrp mgo name master1

HSRP スレーブグループの設定
マスターグループとは異なるインターフェイスに属するスレーブリンクで障害が発生すると、追

従しているグループの状態に関係なく、スレーブグループはダウンします。

マスターグループとスレーブグループを設定することによってスケーリングする場合にパフォー

マンスを最適化するように、MGOの HSRPを設定できます。スレーブグループは、送信される
helloメッセージの数を最小化するマスターグループステートに従います。CiscoNX-OSは、仮想
IPアドレスが設定されると HSRPグループをイネーブルにします。

スレーブグループがマスターグループと同じ冗長性要件を持つことができるように、マスター

グループをスレーブグループと同じ親インターフェイスに設定することを推奨します。マスター

リンクで障害が発生した場合、設定されたリンクが残っていても、スレーブグループもすべてダ

ウンします。

はじめる前に

• HSRP機能がイネーブルになっていることを確認します。

• HSRPグループをマスターグループとしてイネーブルにする前に、認証、タイマー、プライ
オリティなどの HSRP属性を設定します。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdc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

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始し、インターフェイスタイプを設定します。

switch(config)#
interfacetype/number

ステップ 2   

インターフェイスの IPアドレスを設定します。switch(config-if)# ip
addressip-address/length

ステップ 3   

HSRPバージョンを設定します。MGOがHSRPバージョ
ン 2のみをサポートするため、HSRPバージョンをバー

switch(config-if)# hsrp
version 2

ステップ 4   

ジョン2に設定する必要があります。デフォルトはバー
ジョン 1です。

（任意）switch(config-if)# hsrpmac
refreshseconds

ステップ 5   

HSRPスレーブグループのMACリフレッシュ間隔を設
定します。複数のサブインターフェイスが設定されてい

る場合にこのコマンドを使用すると、送信される hello
メッセージの数を最小化して、HSRPプロトコルのオー
バーヘッドと CPU使用率を低減できます。

このコマンドは、個別のサブインターフェイスでは使用

できません。これは、すべてのサブインターフェイス上

のすべてのグループに適用されます。デフォルトは 60
秒です。範囲は 0～ 10000です。

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。HSRPグループ番号の範囲は 0

switch(config-if)#
hsrpgroup-number [ipv6]

ステップ 6   

～4095です。このコマンドのno形式を使用すると、グ
ループを削除できます。

通常の HSRPグループをスレーブグループとして設定
します。

switch(config-if-hsrp)#
follow [master-group-name]

ステップ 7   

HSRPグループをスレーブグループとして設定すると、
グループの他の設定（仮想 IPアドレスなど）が通知な
しで消去されるため、ip ip-addressコマンドを入力する
前に followコマンドを入力する必要があります。

スレーブグループは、未定義のリファレンスマスター

グループ名を転送する場合があります。

このコマンドの no形式を使用すると、スレーブグルー
プが通常の HSRPグループに戻ります。

HSRPグループの仮想 IPアドレスを設定し、スレーブ
グループをイネーブルにします。

switch(config-if-hsrp)# ip
[ip-address]

ステップ 8   

HSRPコンフィギュレーションモードを終了します。switch(config-if-hsrp)# exitステップ 9   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

インターフェイスをイネーブルにします。switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 10   

（任意）switch(config-if)# show
hsrp [brief]

ステップ 11   

HSRP情報を表示します。[groupgroup-number]
[ipv4] [ipv6]

（任意）switch(config-if)# show
hsrp mgo [namename]
[brief]

ステップ 12   

MGOに使用中の HSRPグループとそれらのスレーブ
セッションとの関係を表示します。nameキーワードは、
一致する設定名を持つセッションへの出力を制限しま

す。briefキーワードを指定すると、関連するスレーブ
セッションが各MGOセッションのサマリーに示されま
す。

次の例は、Ethernetインターフェイス 1/2にHSRPスレーブグループを設定する方法を示していま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip address 12.0.0.1/24
switch(config-if)# hsrp version 2
switch(cofig-if)# hsrp 12
switch(config-if-hsrp)# follow master1
switch(config-if-hsrp)# ip 12.0.0.100
switch(config-if-hsrp)# exit
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# show hsrp group 11
switch(config-if)# show hsrp mgo name master1

手動による HSRP 仮想 MAC アドレスの設定
設定されているグループ番号から HSRPが導き出したデフォルトの仮想MACアドレスを変更で
きます。vPCリンクの vPCピアの両方で同じ仮想MACアドレスを設定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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface type
number

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュレー
ションモードを開始します。HSRPバージョン 1で

switch(config-if)# hsrp
group-number [ipv4]

ステップ 3   

指定できる範囲は 0～ 255です。HSRPバージョン
2で指定できる範囲は 0～ 4095です。デフォルト
値は 0です

HSRPグループの仮想MACアドレスを設定します。
ストリングには標準のMACアドレスフォーマット
（xxxx.xxxx.xxxx）を使用します。

switch(config-if-hsrp)#
mac-address string

ステップ 4   

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-if-hsrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次の例は、HSRP仮想MACアドレスを手動で設定する方法を示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# hsrp 2
switch(config-if-hsrp)# mac-address 5000.1000.1060
switch(config-if-hsrp)# copy running-config startup-config

バーンドイン MAC アドレスによる HSRP 仮想 MAC アドレスの設定
設定されているグループ番号から HSRPが導き出したデフォルトの仮想MACアドレスを変更で
きます。vPCリンクの vPCピアの両方で同じ仮想MACアドレスを設定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   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch(config)#
interfacetype number

ステップ 2   

HSRP仮想MACアドレスにインターフェイスの BIAを使用
するように、HSRPを設定します。必要に応じてscope interface

switch(config-if)# hsrp
use-bia [scope interface]

ステップ 3   

キーワードを使用すると、このインターフェイス上のすべて

のグループにバーンドインMACアドレスを使用するように
HSRPを設定できます。
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目的コマンドまたはアク

ション

use-biaコマンドを使用して HSRPを設定すると、
プロキシ ARPが中断します。ルータで障害が発生
してプロキシ ARPデータベースが失われても、ス
タンバイルータはそれに対応できなくなります。

use-biaオプションが設定されている場合、HSRPア
クティブデバイスのARPプロセスは、検索対象の
仮想アドレスがないため、その HSRPグループを
誤まってスタンバイデバイスと認識します。その

結果、HSRPアクティブデバイスとスタンバイデ
バイスの両方によって、プロキシ ARP要求への
ARP応答が抑制されます。

（注）

（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することにより、リブートや

リスタート後も変更が永続的に保存されるようにします。

switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 4   

次の例は、HSRP仮想MACアドレスを手動で設定する方法を示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# hsrp use-bia
switch(config-if)# copy running-config startup-config

HSRP の認証
クリアテキストまたはMD5ダイジェスト認証を使用してプロトコルを認証するように、HSRPを
設定できます。MD5認証ではキーチェーンが使用されます。詳細については、『CiscoNexus7000
Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照してください。

はじめる前に

• HSRPをイネーブルにする必要があります。

• HSRPグループのすべてのメンバに同じ認証およびキーを設定する必要があります。

• MD5認証を使用する場合は、キーチェーンが作成してあることを確認します。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config-if)# hsrp
group-number [ipv4 | ipv6]

ステップ 3   

authentication textコマンドを使用して、このイン
ターフェイスに HSRPのクリアテキスト認証を設

switch(config-if-hsrp)#
authentication {text string |md5
{key-chain key-chain | key-string
{0 | 7} text [timeout seconds]}}

ステップ 4   

定します。または authentication md5コマンドを
使用して、このインターフェイスに HSRPのMD5
認証を設定できます。MD5認証を設定すると、
キーチェーンまたはキー文字列を使用できるよう

になります。キーストリングを使用する場合は、

必要に応じて、HSRPが新しいキーのみを受け入れ
る時間のタイムアウトを設定できます。指定でき

る範囲は 0～ 32767秒です。

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-if-hsrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

（任意）

HSRP情報を表示します。
switch(config-if-hsrp)# show hsrp
[group group-number]

ステップ 6   

キーチェーンの作成後に、Ethernet 1/2で HSRPのMD5認証を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch (config)# interface ethernet 1/2
switch(config)# key chain hsrp-keys
switch(config-keychain)# key 0
switch(config-keychain-key)# key-string 7 zqdest
switch(config-keychain-key) accept-lifetime 00:00:00 Jun 01 2010 23:59:59 Sep 12 2010
switch(config-keychain-key) send-lifetime 00:00:00 Jun 01 2010 23:59:59 Aug 12 2010
switch(config-keychain-key) key 1
switch(config-keychain-key) key-string 7 uaeqdyito
switch(config-keychain-key) accept-lifetime 00:00:00 Aug 12 2010 23:59:59 Dec 12 2010
switch(config-keychain-key) send-lifetime 00:00:00 Sep 12 2010 23:59:59 Nov 12 2010
switch(config-keychain-key)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# hsrp 2
switch(config-if-hsrp)# authenticate md5 key-chain hsrp-keys
switch(config-if-hsrp)# copy running-config startup-config
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HSRP オブジェクトトラッキングの設定
他のインターフェイスまたはルータの可用性に基づいて、プライオリティが調整されるように

HSRPグループを設定できます。デバイスがオブジェクトトラッキング対応として設定されてい
て、なおかつトラッキング対象のオブジェクトがダウンした場合、デバイスのプライオリティは

ダイナミックに変更されます。

トラッキングプロセスはトラッキング対象オブジェクトに定期的にポーリングを実行し、値の変

化をすべて記録します。値が変化すると、HSRPがプライオリティを再計算します。HSRPイン
ターフェイスにプリエンプションを設定している場合は、プライオリティの高い HSRPインター
フェイスがアクティブルータになります。

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   

次のいずれかの作業を実行し

ます。

ステップ 2   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 3   

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュレー
ションモードを開始します。

switch(config-if)# hsrp
group-number [ipv4 | ipv6]

ステップ 4   

HSRPグループでのアクティブルータ選択に使用
するプライオリティレベルを設定します。有効な

範囲は 0～ 255です。デフォルトは 100です。

switch(config-if-hsrp)# priority
[value]

ステップ 5   

HSRPインターフェイスの重み付けを左右する、
トラッキング対象のオブジェクトを指定します。

switch(config-if-hsrp)# track
object-number [decrement value]

ステップ 6   

value引数には、トラッキング対象のオブジェク
トで障害が発生した場合に、HSRPインターフェ
イスのプライオリティから差し引く値を指定しま

す。範囲は1～255です。デフォルトは10です。

現在のアクティブルータよりプライオリティが高

い場合に、HSRPグループのアクティブルータと
switch(config-if-hsrp)# preempt
[delay [minimum seconds]
[reload seconds] [sync seconds]]

ステップ 7   

して引き継ぐようにルータを設定します。このコ

マンドは、デフォルトでディセーブルになってい

ます。指定できる範囲は 0～ 3600秒です。

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-if-hsrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   
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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。

（任意）

インターフェイスの HSRP情報を表示します。
switch(config-if-hsrp)# show hsrp
interface interface-type number

ステップ 9   

Ethernet 1/2上で HSRPオブジェクトトラッキングを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# track 1 interface ethernet 2/2 line-protocol
switch(config)# interface ethernet 1/2

switch(config-if)# hsrp 2
switch(config-if-hsrp)# track 1 decrement 20
switch(config-if-hsrp)# copy running-config startup-config

HSRP プライオリティの設定
インターフェイス上で HSRPプライオリティを設定できます。HSRPでは、プライオリティを使
用して、アクティブルータとして動作するHSRPグループメンバを決定します。vPC対応のイン
ターフェイスで HSRPを設定する場合は、オプションで vPCトランクにフェールオーバーする時
期を制御するしきい値の上限と下限を設定できます。スタンバイルータのプライオリティが下限

のしきい値を下回った場合、HSRPは、すべてのスタンバイルータトラフィックを vPCトランク
全体に送信し、アクティブな HSRPルータを通して転送します。HSRPでは、スタンバイ HSRP
ルータプライオリティが上限しきい値を超えるまで、この状況を維持します。

IPv6 HSRPグループでは、すべてのグループメンバのプライオリティが同じ場合、HSRPは IPv6
リンクローカルアドレスに基づいてアクティブルータを選択します。

IPv4 HSRPグループにおいて、プライオリティが同じ場合、HSRPはインターフェイスの IPアド
レスに基づいてアクティブルータを選択します。

Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1)よりも前のリリースでは、HSRPピアが既存のHSRPアクティ
ブピアよりも高い送信元インターフェイス IPアドレスを持っており、プリエンプションがイ
ネーブルになっている場合、既存のHSRPアクティブピアと同じプライオリティを持つHSRP
ピアが、既存の HSRPアクティブピアよりも先にネットワークで使用されます。

（注）

Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1)以降では、HSRPピアが既存の HSRPアクティブピアよりも高い
送信元インターフェイス IPアドレスを持っており、プリエンプションがイネーブルになっている
場合でも、既存の HSRPアクティブピアと同じプライオリティを持つ HSRPピアは、HSRPアク
ティブピアよりも先にネットワークで使用されません。
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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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interfacetype
number

ステップ 2   

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュレー
ションモードを開始します。HSRPバージョン 1

switch(config-if)#
hsrpgroup-number [ipv4]

ステップ 3   

で指定できる範囲は0～255です。HSRPバージョ
ン 2で指定できる範囲は 0～ 4095です。デフォル
ト値は 0です

インターフェイスコンフィギュレーションモード

で、HSRPグループでのアクティブルータの選択
switch(config-if-hsrp)# prioritylevel
[forwarding-threshold
lowerlower-valueupperupper-value]

ステップ 4   

に使用されるプライオリティレベルを設定しま

す。levelの範囲は 0～ 255です。デフォルトは
100です。オプションで、vPCトランクにフェー
ルオーバーする時点を決定するために vPCが使用
するしきい値の上限と下限を設定します。

lower-valueの範囲は 1～ 255です。デフォルトは
1です。upper-valueの範囲は 1～ 255です。デフォ
ルトは 255です。

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-if-hsrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次の例は、HSRPのプライオリティレベルを 60に設定し、vPCで使用される上限と下限のしきい
値を設定します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# hsrp 2
switch(config-if-hsrp)# priority 60 forwarding-threshold lower 40 upper 50
switch(config-if-hsrp)# copy running-config startup-config

HSRP コンフィギュレーションモードでの HSRP のカスタマイズ
必要に応じて、HSRPの動作をカスタマイズできます。仮想 IPアドレスを設定することによって、
HSRPグループをイネーブルにすると、そのグループがただちに動作可能になることに注意して
ください。HSRPをカスタマイズする前に HSRPグループをイネーブルにした場合、機能のカス
タマイズが完了しないうちに、ルータがグループの制御を引き継いでアクティブルータになる可

能性があります。HSRPのカスタマイズを予定している場合は、HSRPグループをイネーブルにす
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る前に行ってください。HSRPをカスタマイズするには、HSRPコンフィギュレーションモード
で次の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

HSRPグループの IP冗長名を指定します。stringは 1～ 255
文字です。デフォルトストリングのフォーマットは、

switch(config-if-hsrp)#
name string

ステッ

プ 1   

hsrp-interface short-name group-idです。例：hsrp-Eth2/1-1。

現在のアクティブルータよりもプライオリティが高い場合

に、HSRPグループのアクティブルータとして引き継ぐよう
switch(config-if-hsrp)#
preempt [delay
[minimum seconds]

ステッ

プ 2   
にルータを設定します。このコマンドは、デフォルトでディ

[reload seconds] [sync
seconds]] セーブルになっています。指定できる範囲は 0～ 3600秒で

す。

次のように、この HSRPメンバーの helloタイムおよびホー
ルドタイムを設定します。

switch(config-if-hsrp)#
timers [msec] hellotime
[msec] holdtime

ステッ

プ 3   

• hellotime：helloパケットを送信してから、次の helloパ
ケットを送信するまでのインターバル。指定できる範囲

は 1～ 254秒です。

• holdtime：helloパケットの情報が無効と見なされるまで
のインターバル。指定できる範囲は 3～ 255です。

オプションの msecキーワードは、引数がデフォルトの秒単
位ではなく、ミリ秒単位で表されることを指定します。タイ

マーの範囲（ミリ秒）は次のとおりです。

• hellotime：helloパケットを送信してから、次の helloパ
ケットを送信するまでのインターバル。指定できる範囲

は 255～ 999ミリ秒です。

• holdtime：helloパケットの情報が無効と見なされるまで
のインターバル。指定できる範囲は 750～ 3000ミリ秒
です。

次の例は、HSRPコンフィギュレーションモードで HSRPをカスタマイズする方法を示していま
す。

switch(config-if-hsrp)# name HSRP-1
switch(config-if-hsrp)# preempt delay minimum 60
switch(config-if-hsrp)# timers 5 18

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
566

『Configuring HSRP』



インターフェイスコンフィギュレーションモードでの HSRP のカスタマイズ
必要に応じて、HSRPの動作をカスタマイズできます。仮想 IPアドレスを設定することによって、
HSRPグループをイネーブルにすると、そのグループがただちに動作可能になることに注意して
ください。HSRPをカスタマイズする前に HSRPグループをイネーブルにした場合、機能のカス
タマイズが完了しないうちに、ルータがグループの制御を引き継いでアクティブルータになる可

能性があります。HSRPのカスタマイズを予定している場合は、HSRPグループをイネーブルにす
る前に行ってください。HSRPをカスタマイズするには、インターフェイスコンフィギュレーショ
ンモードで次の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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

グループがイネーブルになってから、グループに

参加するまでにHSRPが待機する最小時間を指定
switch(config-if)# hsrp delay
minimum seconds

ステップ 3   

します。指定できる範囲は 0～ 10000秒です。デ
フォルトは 0です。

リロード後、グループに参加するまでにHSRPが
待機する最小時間を指定します。指定できる範囲

は 0～ 10000秒です。デフォルトは 0です。

switch(config-if)# hsrp delay
reload seconds

ステップ 4   

次の例は、インターフェイスコンフィギュレーションモードでHSRPをカスタマイズする方法を
示しています。

switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# hsrp delay minimum 30
switch(config-if)# hsrp delay reload 30

HSRP の拡張ホールドタイマーの設定
制御された（グレースフル）スイッチオーバーや ISSU（ソフトウェアアップグレードやスーパー
バイザスイッチオーバーを含む）の際に、拡張ホールドタイマーを使用して拡張 NSFをサポー
トするように、HSRPを設定できます。すべての HSRPルータに拡張ホールドタイマーを設定し
てください。

拡張ホールドタイマーを設定する場合は、すべてのHSRPルータで拡張ホールドタイマーを設定
する必要があります。デフォルトでないホールドタイマーを設定する場合は、HSRP拡張ホール
ドタイマーの設定時にすべての HSRPルータで同じ値を設定してください。
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HSRP拡張ホールドタイマーは、HSRPv1のミリ秒の helloタイマーやホールドタイマーを設定し
た場合は適用されません。これは、HSRPv2には適用されません。

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   

IPv4と IPv6の両方のグループに、HSRP拡張ホール
ドタイマーを秒単位で設定します。タイマーの範囲

は 10～ 255です。デフォルトは 10です。

switch(config)# hsrp timers
extended-hold [timer]

ステップ 2   

拡張ホールド時間を表示するには、show
hsrpコマンドまたは show running-config
hsrpコマンドを使用します。

（注）

（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 3   

次の例は、HSRPの拡張ホールドタイマーの設定方法を示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# hsrp timers extended-hold
switch(config)# copy running-config startup-config

HSRP 設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

すべてのグループまたは特定のグループのHSRP
ステータスを表示します。

show hsrp [groupgroup-number]

すべてのインターフェイスまたは特定のイン

ターフェイスの HSRP遅延値を表示します。
show hsrp delay [interfaceinterface-type slot/port]

インターフェイスのHSRPステータスを表示し
ます。

show hsrp [interfaceinterface-type slot/port]
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目的コマンド

ステートが active、init、listen、または standby
の仮想フォワーダについて、グループまたはイ

ンターフェイスのHSRPステータスを表示しま
す。disabledを含めてすべてのステートを表示
する場合は、allキーワードを使用します。

show hsrp [groupgroup-number]
[interfaceinterface-type slot/port] [active] [all] [init]
[learn] [listen] [speak] [standby]

ステートが active、init、listen、または standby
の仮想フォワーダについて、グループまたはイ

ンターフェイスのHSRPステータスの要約を表
示します。disabledを含めてすべてのステート
を表示する場合は、allキーワードを使用しま
す。

show hsrp [groupgroup-number]
[interfaceinterface-type slot/port] active] [all] [init]
[learn] [listen] [speak] [standby] brief

MGOに使用中の HSRPグループとそれらのス
レーブセッションとの関係を表示します。

show hsrp mgo [namename] [brief]

HSRP の設定例
次の例は、MD5認証とインターフェイストラッキングを指定して、インターフェイスでHSRPを
イネーブルにする方法を示しています。

key chain hsrp-keys
key 0
key-string 7 zqdest
accept-lifetime 00:00:00 Jun 01 2008 23:59:59 Sep 12 2008
send-lifetime 00:00:00 Jun 01 2008 23:59:59 Aug 12 2008
key 1
key-string 7 uaeqdyito
accept-lifetime 00:00:00 Aug 12 2008 23:59:59 Dec 12 2008
send-lifetime 00:00:00 Sep 12 2008 23:59:59 Nov 12 2008
feature hsrp
track 2 interface ethernet 2/2 ip
interface ethernet 1/2
ip address 192.0.2.2/8
hsrp 1
authenticate md5 key-chain hsrp-keys
priority 90
track 2 decrement 20
ip 192.0.2.10

no shutdown

次の例は、インターフェイスに HSRPプライオリティを設定する方法を示しています。
interface vlan 1
hsrp 0

preempt
priority 100 forwarding-threshold lower 80 upper 90
ip 192.0.2.2
track 1 decrement 30
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HSRP の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Configuring GLBP』ゲートウェイロードバランシン

グプロトコルの設定

『Configuring VRRP』VRRPの設定

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command
Reference』

HSRP CLIコマンド

『CiscoNexus 7000 Series NX-OSHigh Availability and Redundancy
Guide』

ハイアベイラビリティの設定

MIB

マニュアルタイトル関連項目

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-HSRP-MIB

HSRP の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.2(2)MGO

この機能が導入されました。6.2(2)FabricPathエニーキャスト
HSRP

BFDのサポートが追加されました。詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Interfaces Configuration Guide』を
参照してください。

5.0(2)BFD

IPv6のサポートが追加されました。5.0(2)IPv6
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機能情報リリース機能名

オブジェクトトラックリストのサポー

トが追加されました。

4.2(1)オブジェクトトラックリ

スト

拡張 NFSサポートの拡張ホールドタイ
マーのサポートが追加されました。

4.2(1)拡張ホールドタイマー

CISCO-HSRP-MIBのサポートが追加され
ました。

4.2(1)CISCO-HSRP-MIB

HSRPプライオリティにおける vPCしき
い値のサポートが追加されました。

4.1(3)プライオリティしきい値

この機能が導入されました。4.0(1)HSRP
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第 22 章

『Configuring VRRP』

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 573 ページ

• VRRPの概要, 574 ページ

• VRRPのライセンス要件, 581 ページ

• VRRPに関する注意事項と制約事項, 581 ページ

• VRRPパラメータのデフォルト設定, 582 ページ

• 『Configuring VRRP』, 583 ページ

• VRRPの設定の確認, 597 ページ

• VRRP統計情報のモニタリング, 598 ページ

• VRRPの設定例, 598 ページ

• VRRPの関連資料, 600 ページ

• VRRPの機能の履歴, 600 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。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
573

https://tools.cisco.com/bugsearch/


VRRP の概要
VRRPを使用すると、仮想 IPアドレスを共有するルータグループを設定することによって、ファー
ストホップ IPルータで透過的フェールオーバーが可能になります。VRRPではそのグループのマ
スタールータが選択され、仮想 IPアドレスへのすべてのパケットが処理できるようになります。
残りのルータはスタンバイになり、マスタールータで障害が発生した場合に処理を引き継ぎま

す。

VRRP の動作
LANクライアントは、ダイナミックプロセスまたはスタティック設定を使用することによって、
特定のリモート宛先へのファーストホップにするルータを決定できます。ダイナミックルータ

ディスカバリの例を示します。

プロキシ ARP：クライアントはアドレス解決プロトコル（ARP）を使用して到達すべき宛先を取
得します。ルータは独自のMACアドレスで ARP要求に応答します。

ルーティングプロトコル：クライアントはダイナミックルーティングプロトコルのアップデー

トを（ルーティング情報プロトコル（RIP）などから）受信し、独自のルーティングテーブルを
形成します。

ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）クライアント：クライアントはインターネット制御メッ
セージプロトコル（ICMP）ルータディスカバリクライアントを実行します。

ダイナミックディスカバリプロトコルのデメリットは、LANクライアントにある程度、設定お
よび処理のオーバーヘッドが発生することです。また、ルータが故障した場合、他のルータに切

り替えるプロセスも遅くなる場合があります。

ダイナミックディスカバリプロトコルの代わりに、クライアント上でデフォルトルータをスタ

ティックに設定することもできます。この方法を使用すると、クライアントの設定および処理が

簡素化されますが、シングルポイント障害が生じます。デフォルトゲートウェイで障害が発生し

た場合、LANクライアントの通信はローカル IPネットワークセグメントに限定され、ネットワー
クの他の部分から切り離されます。

VRRPでは、ルータグループ（VRRPグループ）が単一の仮想 IPアドレスを共有できるようにす
ることによって、スタティック設定に伴う問題を解決できます。

VRRP IPアドレスは、VRRPに参加しているデバイスの物理 IPアドレスと異なっている必要
があります。異なっていないと、ARPまたはMACエントリが破損し、転送の問題が発生する
ことがあります。

（注）

さらに、デフォルトゲートウェイとして仮想 IPアドレスを指定して、LANクライアントを設定
できます。
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次の図は、ルータ A、B、Cが VRRPグループを形成している基本的な VLANトポロジを示して
います。VRRPグループの IPアドレスは、ルータ Aのイーサネットインターフェイスに設定さ
れているアドレス（10.0.0.1）とは異なっている必要があります。

図 49：基本的な VRRP トポロジ

仮想 IPアドレスにルータ Aの物理イーサネットインターフェイスの IPアドレスが使用されるの
で、ルータ Aがマスター（別名「IPアドレスオーナー」）になります。ルータ Aはマスターと
して、VRRPグループの仮想 IPアドレスを所有し、送信されたパケットをこの IPアドレスに転送
します。クライアント 1～ 3には、デフォルトゲートウェイの IPアドレス 10.0.0.1が設定されて
います。

ルータ Bおよび Cの役割はバックアップです。マスターで障害が発生すると、プライオリティが
最も高いバックアップルータがマスターになり、仮想 IPアドレスを引き継いで、LANホストへ
のサービスが途切れないようにします。ルータ Aが回復すると、そのルータが再びマスターにな
ります。

Cisco NX-OS Release 4.1(2)以降では、VRRP仮想 IPアドレス宛のルーテッドポートで受信し
たパケットはローカルルータで終端します。この処理は、そのルータがマスタ VRRPルータ
であってもバックアップVRRPルータであっても同様に行われます。これにはpingトラフィッ
クと Telnetトラフィックが含まれます。VRRP仮想 IPアドレス宛のレイヤ 2（VLAN）イン
ターフェイスで受信したパケットは、マスタールータで終端します。

（注）

VRRP の利点
VRRPの利点は、次のとおりです。
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•冗長性：複数のルータをデフォルトゲートウェイルータとして設定できるので、ネットワー
クにシングルポイント障害が発生する確率が下がります。

•ロードシェアリング：複数のルータで LANクライアントとの間のトラフィックを分担でき
ます。トラフィックの負荷が使用可能なルータ間でより公平に分担されます。

•マルチVRRPグループ：プラットフォームがマルチMACアドレスをサポートする場合、ルー
タの物理インターフェイス上で、最大255のVRRPグループをサポートします。マルチVRRP
グループによって、LANトポロジで冗長性およびロードシェアリングを実現できます。

•マルチ IPアドレス：セカンダリ IPアドレスを含めて、複数の IPアドレスを管理できます。
イーサネットインターフェイス上で複数のサブネットを設定している場合は、各サブネット

で VRRPを設定できます。

•プリエンプト：障害マスターを引き継いでいたバックアップルータより、さらにプライオリ
ティが高いバックアップルータが使用可能になったときに、プライオリティが高い方を優先

させることができます。

•アドバタイズメントプロトコル：VRRPアドバタイズメントに、専用のインターネット割り
当て番号局（IANA）規格マルチキャストアドレス（224.0.0.18）を使用します。このアド
レッシング方式によって、マルチキャストを提供するルータ数が最小限になり、テスト機器

でセグメント上の VRRPパケットを正確に識別できるようになります。IANAは VRRPに IP
プロトコル番号 112を割り当てています。

• VRRPトラッキング：インターフェイスのステートに基づいて VRRPプライオリティを変更
することによって、最適なVRRPルータがグループのマスターになることが保証されます。

• VRRPv3の利点は、次のとおりです。

◦マルチベンダー環境での相互運用性。

◦ IPv4および IPv6アドレスファミリのサポート。

◦ VRRS経路によるスケーラビリティの向上。

複数の VRRP グループ
物理インターフェイスには、最大 255の VRRPグループを設定できます。ルータインターフェイ
スがサポートできる VRRPグループの数は、次の要因によって決まります。

•ルータの処理能力

•ルータのメモリの能力

ルータインターフェイス上で複数のVRRPグループが設定されたトポロジでは、インターフェイ
スはある VRRPグループのマスター、および他の 1つまたは複数の VRRPグループのバックアッ
プとして動作可能です。
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次の図の LANトポロジでは、ルータ Aと Bがクライアント 1～ 4のトラフィックを共有するよ
うに、VRRPが設定されています。ルータ Aと Bの一方で障害が発生した場合、もう一方がバッ
クアップとして機能します。

図 50：ロードシェアリングおよび冗長構成の VRRP トポロジ

このトポロジには、オーバーラップする 2つのVRRPグループに対応する 2つの仮想 IPアドレス
が含まれています。VRRPグループ 1では、ルータ Aが IPアドレス 10.0.0.1のオーナーであり、
マスターです。ルータ Bはルータ Aのバックアップです。クライアント 1と 2には、デフォルト
ゲートウェイの IPアドレス 10.0.0.1が設定されています。

VRRPグループ 2では、ルータ Bが IPアドレス 10.0.0.2のオーナーであり、マスターです。ルー
タ Aはルータ Bのバックアップです。クライアント 3～ 4には、デフォルトゲートウェイの IP
アドレス 10.0.0.2が設定されています。

VRRP ルータのプライオリティおよびプリエンプト
VRRP冗長構成の重要な側面は、VRRPルータのプライオリティです。各 VRRPルータが果たす
役割やマスタールータで障害が発生した場合のアクションは、プライオリティによって決まるか

らです。

VRRPルータが仮想 IPアドレスおよび物理インターフェイスの IPアドレスを所有する場合、その
ルータはマスターとして機能します。マスターのプライオリティは 255です。

プライオリティによって、VRRPルータがバックアップルータとして動作するかどうかが決まり、
さらに、マスターで障害が発生した場合にマスターになる順序も決まります。

たとえば、ルータ Aが LANトポロジにおけるマスターであり、そのルータ Aで障害が発生した
場合、VRRPはバックアップ Bが引き継ぐのか、バックアップ Cが引き継ぐのかを判断する必要
があります。ルータ Bにプライオリティ 101が設定されていて、ルータ Cがデフォルトのプライ
オリティ 100の場合、VRRPはルータ Bをマスターになるべきルータとして選択します。ルータ
Bの方がプライオリティが高いからです。ルータ Bおよび Cにデフォルトのプライオリティ 100
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が設定されている場合は、VRRPは IPアドレスが大きい方のバックアップをマスターになるべき
ルータとして選択します。

VRRPではプリエンプションを使用して、VRRPバックアップルータがマスターになってからの
アクションを決定します。プリエンプションはデフォルトでイネーブルなので、VRRPは新しい
マスターよりプライオリティの高いバックアップがオンラインになると、バックアップに切り替

えます。たとえば、ルータ Aがマスターであり、そのルータ Aで障害が発生した場合、VRRPは
（プライオリティの順位が次である）ルータ Bを選択します。ルータ Cがルータ Bより高いプラ
イオリティでオンラインになると、ルータ Bで障害が発生していなくても、VRRPはルータ Cを
新しいマスターとして選択します。

プリエンプションをディセーブルにした場合、VRRPが切り替わるのは、元のマスターが回復し
た場合、または新しいマスターで障害が発生した場合に限られます。

vPC および VRRP
VRRPは仮想ポートチャネル（vPC）と相互運用できます。vPCを使用すると、物理的には 2つ
の異なる Cisco Nexus 7000シリーズデバイスに接続しているリンクを、3番目のデバイスに対し
て1つのポートのように見せることができます。vPCの詳細については、『CiscoNexus7000Series
NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

vPCはマスター VRRPルータとバックアップ VRRPルータの両方を使用してトラフィックを転送
します。

プライマリ vPCピアデバイスの VRRPをアクティブに、セカンダリ vPCデバイスの VRRPを
スタンバイにそれぞれ設定する必要があります。

（注）

VRRP のアドバタイズメント
VRRPマスターは、同じグループ内の他の VRRPルータに VRRPアドバタイズメントを送信しま
す。アドバタイズメントは、マスターのプライオリティおよびステートを伝達します。CiscoNX-OS
は VRRPアドバタイズメントを IPパケットにカプセル化して、VRRPグループに割り当てられた
IPマルチキャストアドレスに送信します。Cisco NX-OSがアドバタイズメントを送信する間隔は
デフォルトでは 1秒ですが、ユーザ側で別のアドバタイズインターバルを設定できます。

VRRP 認証
VRRPは、次の認証機能をサポートしています。

•認証なし

•プレーンテキスト認証

VRRPは次の場合に、パケットを拒否します。

•認証方式がルータと着信パケットで異なる。
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•テキスト認証文字列がルータと着信パケットで異なる。

VRRP トラッキング
VRRPは次の 2つのトラッキングオプションをサポートしています。

•ネイティブインターフェイストラッキング：インターフェイスのステートを追跡し、その
ステートを使用して、VRRPグループにおけるVRRPルータのプライオリティを判別します。
インターフェイスがダウンしている場合、またはインターフェイスにプライマリ IPアドレス
がない場合、トラッキング対象ステートはダウンとなります。

•オブジェクトトラッキング：設定されたオブジェクトのステートを追跡し、そのステートを
使用して VRRPグループの VRRPルータのプライオリティを判別します。

トラッキング対象ステート（インターフェイスまたはオブジェクト）がダウンになると、VRRP
はユーザがトラッキング対象ステートに対して新しいプライオリティをどのように設定するかに

基づいて、プライオリティをアップデートします。トラッキング対象ステートがオンラインにな

ると、VRRPは仮想ルータグループの元のプライオリティを復元します。

たとえば、ネットワークへのアップリンクがダウンした場合、別のグループメンバーがVRRPグ
ループのマスターとして引き継げるように、VRRPグループメンバーのプライオリティを引き下
げなければならないことがあります。

VRRPはレイヤ 2インターフェイスのトラッキングをサポートしていません。（注）

VRRPv3 および VRRS
VRRPのバージョン 3（VRRPv3）では、スイッチのグループで単一の仮想スイッチを形成して、
冗長性を実現し、ネットワーク内のシングルポイント障害が生じる可能性を減らすことができま

す。これにより、仮想スイッチをデフォルトゲートウェイとして使用するように、LANクライア
ントを設定できます。スイッチのグループを表す仮想スイッチは、VRRPv3グループとも呼ばれ
ます。

仮想ルータ冗長サービス（VRRS）では、VRRPv3を監視することでステートレス冗長サービスを
VRRS経路と VRRSクライアントに提供することで VRRPv3のスケーラビリティが向上します。
VRRPv3は、VRRPv3ステータス情報（現在および過去の冗長状態、アクティブおよび非アクティ
ブのレイヤ 2およびレイヤ 3アドレスなど）を VRRS経路とすべての登録済み VRRSクライアン
トに配信する VRRSサーバとして機能します。

VRRSクライアントは、VRRPv3を使用して、グループのステートに応じてサービスやリソース
を提供または抑制する他の Ciscoプロセスまたはアプリケーションです。VRRS経路は、VRRS
データベース情報を使用して、拡張インターフェイス環境全体に拡張ファーストホップゲート

ウェイの冗長性を提供する特殊な VRRSクライアントです。

VRRSは、単独ではそれ自身のステートを管理することしかできません。VRRPv3グループに
VRRSクライアントをリンクすると、ステートレスまたはステートフルフェールオーバーが実装
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可能になるように、VRRSでクライアントアプリケーションにサービスを提供できるようにする
メカニズムが提供されます。ステートフルフェールオーバーでは、フェールオーバーが発生した

ときに運用データが失われないように障害の前に所定バックアップとの通信が必要になります。

VRRS経路はクライアントと同様に動作しますが、VRRSアーキテクチャと統合されます。この
経路により、何百ものインターフェイス間で1つの仮想アドレスを設定することでファーストホッ
プゲートウェイの冗長性を拡張する方法が提供されます。VRRS経路の仮想ゲートウェイの状態
は、ファーストホップ冗長プロトコル（FHRP）VRRSサーバの状態によります。

VRRPv3は、現在の状態（マスター、バックアップ、または運用不可能な初期状態（INIT））を
VRRSに通知し、その情報を経路またはクライアントに渡します。VRRPv3グループ名は、VRRS
をアクティブにし、VRRPv3グループをクライアントまたは同じ名前の VRRSの一部として設定
されている経路と関連付けます。

経路およびクライアントは、VRRPv3サーバの状態で機能します。VRRPv3グループの状態が変
化すると、VRRS経路とクライアントの動作（インターフェイスのシャットダウン、アカウンティ
ングログの追加などのタスクの実行）が VRRSから受信した状態により変化します。

VRRP 用 BFD
この機能では、双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートします。BFDは、高速転送とパ
ス障害の検出時間を提供する検出プロトコルです。BFDは 2台の隣接デバイス間のサブセカンド
障害を検出し、BFDの負荷の一部を、サポートされるモジュール上のデータプレーンに分散でき
るため、プロトコル helloメッセージよりも CPUを使いません。詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

ハイアベイラビリティ

VRRPは、ステートフルリスタートとステートフルスイッチオーバーを通してハイアベイラビリ
ティをサポートします。ステートフルリスタートは、VRRPが障害を処理してリスタートすると
きに行われます。ステートフルスイッチオーバーは、アクティブスーパーバイザがスタンバイ

スーパーバイザに切り替わるときに行われます。Cisco NX-OSは、スイッチオーバー後に実行コ
ンフィギュレーションを適用します。

VRRPv3は、ステートフルスイッチオーバーをサポートしていません。

仮想化のサポート

VRRPは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートしています。VRFは仮
想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。デフォルトでは、Cisco NX-OSのデフォルト
の VDCとデフォルトの VRFが使用されます（別の VDCや VRFを特に設定しない限り）。イン
ターフェイスの VRFメンバーシップを変更すると、Cisco NX-OSによってすべてのレイヤ 3設定
（VRRPを含む）が削除されます。

詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』およ
びレイヤ 3仮想化の設定, （439ページ）を参照してください。
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VRRP のライセンス要件
この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

VRRP に関する注意事項と制約事項
•管理インターフェイス上で VRRPを設定できません。

• VRRPがイネーブルの場合は、ネットワーク上のデバイス全体で VRRP設定を複製する必要
があります。

•同一インターフェイス上では、複数のファーストホップ冗長プロトコルを設定しないことを
推奨します。

• VRRPを設定するインターフェイスに IPアドレスを設定し、そのインターフェイスをイネー
ブルにしてからでなければ、VRRPはアクティブになりません。

•インターフェイス VRFメンバーシップまたはポートチャネルメンバーシップを変更した場
合、またはポートモードをレイヤ 2に変更した場合は、Cisco NX-OSによってインターフェ
イス上のすべてのレイヤ 3設定が削除されます。

• VRRPでレイヤ2インターフェイスをトラッキングするよう設定した場合、レイヤ2をシャッ
トダウンしてからインターフェイスを再度イネーブル化することにより、VRRPプライオリ
ティを更新してレイヤ 2インターフェイスのステートを反映させる必要があります。

• VRRPの BFDは、2台のルータ間でのみ設定できます。

• VRRP IPアドレスは VRRPに参加するデバイスの物理 IPアドレスと異なっている必要があ
ります。そのようになっていないと、ARPまたはMACエントリが破損し、転送の問題が発
生する場合があります。

• VRRPv3設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

◦ VRRPv3は既存のダイナミックプロトコルの代替にはなりません。VRRPv3は、マルチ
アクセス、マルチキャスト、またはブロードキャスト対応イーサネット LANで使用す
るために設計されています。

◦ VRRPv3は、イーサネットおよびファストイーサネットインターフェイス、ブリッジ
グループ仮想インターフェイス（BVI）、およびギガビットイーサネットインターフェ
イスと、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）仮想プライベートネットワー
ク（VPN）、VRF対応MPLS VPN、および VLAN上でのみサポートされます。

◦ VRRPv3が使用中の場合、VRRPv2は使用できません。VRRPv3を設定するには、VRRPv2
設定をディセーブルにする必要があります。

◦ VRRSは現在、VRRPv3と合わせて使用する場合にのみ使用できます。
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◦ VRRPv3ミリ秒タイマーは、絶対に必要な場合以外は使用しないようにし、使用する場
合は慎重な検討とテストが必要です。ミリ秒の値は望ましい状況でのみ動作します。ミ

リ秒のタイマー値は、VRRPv3も含めてサポートしている限り、サードパーティベン
ダーと互換性があります。

◦ VRRPv3がVRRS経路の冗長インターフェイスと同じネットワークパス上で動作する場
合にのみ、完全なネットワークの冗長性を実現できます。完全な冗長性のために、次の

制約事項が適用されます。

◦ VRRS経路は、親VRRPv3グループと同じ物理インターフェイスを使用する必要が
あるか、または親 VRRPv3グループと同じ物理インターフェイスを持つサブイン
ターフェイス上で設定する必要があります。

◦ VRRS経路をスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に設定できるのは、関連付け
られた VLANが親 VRRPv3グループが設定された VLANと同じトランクを共有す
る場合のみです。

VRRP パラメータのデフォルト設定

デフォルトの RIP パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

1秒アドバタイズインターバル

認証なし認証

イネーブルプリエンプション

100プライオリティ

ディセーブルVRRP機能

ディセーブルVRRPv3

ディセーブルVRRS

イネーブルVRRPv3セカンダリアドレスの一致

100VRRPv3グループのプライオリティ

1000ミリ秒VRRPv3アドバタイズメントタイマー
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『Configuring VRRP』

VRRP のイネーブル化
VRRPグループを設定してイネーブルにするには、事前に VRRP機能をグローバルにイネーブル
にしておく必要があります。

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   

VRRP機能をイネーブルにします。switch(config)# [no] feature
vrrp

ステップ 2   

この機能をディセーブルにするには、このコマンドの

no形式を使用します。

このコマンドの no形式を使用すると、VDCで機能が
ディセーブルになり、関連する設定がすべて削除され

ます。

（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 3   

次の例では、VRRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# feature vrrp
switch(config)# copy running-config startup-config

VRRP グループの設定
VRRPグループを作成し、仮想 IPアドレスを割り当て、グループをイネーブルにすることができ
ます。

VRRPグループに設定できる仮想 IPv4アドレスは 1つです。マスター VRRPルータはデフォルト
で、仮想 IPアドレスを直接の宛先とするパケットをドロップします。これは、VRRPマスターが
パケットを転送するネクストホップルータとしてのみ想定されているからです。アプリケーショ

ンによって、Cisco NX-OSが仮想ルータ IP宛のパケットを受け付けるようにする必要がありま
す。仮想 IPアドレスに secondaryオプションを使用すると、ローカルルータが VRRPマスターの
場合に、これらのパケットを受け付けます。
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VRRPグループを設定した場合は、そのグループをアクティブにするために、グループを明示的
にイネーブルにする必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用しま
す。

インターフェイスに IPアドレスが設定されていることを確認します。

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

仮想ルータグループを作成します。範囲は1～255
です。

switch(config-if)# vrrp numberステップ 3   

指定の VRRPグループに仮想 IPv4アドレスを設定
します。このアドレスは、インターフェイスのIPv4
アドレスと同じサブネットになければなりません。

switch(config-if-vrrp)# address
ip-address [secondary]

ステップ 4   

secondaryオプションは、仮想ルータの IPアドレス
に送信されたパケットを、VRRPルータが受け取っ
てアプリケーションに配信するよう、アプリケー

ションが要求している場合にのみ使用します。

VRRPグループをイネーブルにします。デフォルト
では、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# no
shutdown

ステップ 5   

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-if-vrrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

（任意）

（任意）VRRP情報を表示します。
switch(config-if-vrrp)# show
vrrp

ステップ 7   

次の例では、VRRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1

switch(config-if)# vrrp 250
switch(config-if-vrrp)# address 192.0.2.8
switch(config-if-vrrp)# no shutdown
switch(config-if-vrrp)# copy running-config startup-config
switch(config-if-vrrp)# show vrrp
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VRRP プライオリティの設定
仮想ルータの有効なプライオリティ範囲は 1～ 254です（1が最下位、254が最上位のプライオリ
ティ）。バックアップのデフォルトのプライオリティ値は 100です。インターフェイスアドレス
がプライマリ仮想 IPアドレスと同じデバイス（マスター）の場合、デフォルト値は 255です。

vPC対応のインターフェイスで VRRPを設定する場合は、オプションで vPCトランクにフェール
オーバーする時期を制御するしきい値の上限と下限を設定できます。バックアップルータのプラ

イオリティが下限のしきい値を下回った場合、VRRPは、すべてのバックアップルータトラフィッ
クをvPCトランク全体に送信し、マスターVRRPルータを通して転送します。バックアップVRRP
ルータのプライオリティがしきい値の上限を超えるまで、VRRPはこの処理を継続します。

はじめる前に

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用
します。

•インターフェイスに IPアドレスが設定されていることを確認します。

• VRRPをイネ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   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

仮想ルータグループを作成します。範囲は1～ 255
です。

switch(config-if)# vrrp numberステップ 3   

VRRPグループをディセーブルにします。デフォル
トでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)#
shutdown

ステップ 4   

VRRPグループでアクティブルータの選択に使用さ
れるプライオリティレベルを設定します。levelの

switch(config-if-vrrp)# priority
level [forwarding-threshold
lower lower-value upper
upper-value]

ステップ 5   

範囲は 1～ 254です。バックアップの場合、デフォ
ルトは 100です。インターフェイス IPアドレスが
仮想 IPアドレスと等しいマスターの場合は 255で
す。

オプションで、vPCトランクにフェールオーバーす
る時点を決定するために vPCが使用するしきい値
の上限と下限を設定します。lower-valueの範囲は 1
～ 255です。デフォルトは 1です。upper-valueの範
囲は 1～ 255です。デフォルトは 255です。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
585

『Configuring VRRP』



目的コマンドまたはアクション

VRRPグループをイネーブルにします。デフォルト
では、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# no
shutdown

ステップ 6   

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-if-vrrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

（任意）

VRRP情報を表示します。
switch(config-if-vrrp)# show
vrrp

ステップ 8   

次の例では、VRRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1

switch(config-if)# vrrp 250
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if-vrrp)# priority 60 forwarding-threshold lower 40 upper 50
switch(config-if-vrrp)# no shutdown
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config-if-vrrp)# show vrrp

VRRP 認証の設定
VRRPグループに単純なテキスト認証を設定できます。

はじめる前に

•ネットワーク上のすべての VRRPデバイスで、認証設定が同じであることを確認します。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用
します。

•インターフェイスに IPアドレスが設定されていることを確認します。IPv4の設定, （33ペー
ジ）を参照してください。

• VRRPをイネ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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

仮想ルータグループを作成します。範囲は 1～
255です。

switch(config-if)# vrrp numberステップ 3   

VRRPグループをディセーブルにします。デフォ
ルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)#
shutdown

ステップ 4   

単純なテキスト認証オプションを指定し、キー

ネームパスワードを指定します。キーネームの

switch(config-if-vrrp)#
authentication text password

ステップ 5   

範囲は 1～ 255文字です。16文字以上を推奨し
ます。テキストパスワードは、英数字で最大 8
文字です。

VRRPグループをイネーブルにします。デフォ
ルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# no
shutdown

ステップ 6   

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-if-vrrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

（任意）

VRRP情報を表示します。
switch(config-if-vrrp)# show
vrrp

ステップ 8   

次の例では、VRRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1

switch(config-if)# vrrp 250
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if-vrrp)# authentication text aPassword
switch(config-if-vrrp)# no shutdown
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config-if-vrrp)# show vrrp

アドバタイズメントパケットのタイムインターバルの設定

アドバタイズメントパケットのタイムインターバルを設定できます。

はじめる前に

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用
します。

•インターフェイスに IPアドレスが設定されていることを確認します。

• VRRPをイネーブルにする必要があります。
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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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

仮想ルータグループを作成します。範囲は 1
～ 255です。

switch(config-if)# vrrp numberステップ 3   

VRRPグループをディセーブルにします。デ
フォルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# shutdownステップ 4   

アドバタイズメントフレームの送信間隔を秒

数で設定します。範囲は1～255です。デフォ
ルト値は 1秒です。

switch(config-if-vrrp)#
advertisement interval seconds

ステップ 5   

VRRPグループをイネーブルにします。デフォ
ルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# no
shutdown

ステップ 6   

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-if-vrrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

（任意）

VRRP情報を表示します。
switch(config-if-vrrp)# show vrrpステップ 8   

次の例では、VRRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1

switch(config-if)# vrrp 250
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if-vrrp)# advertisement-interval 15
switch(config-if-vrrp)# no shutdown
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config-if-vrrp)# show vrrp

プリエンプションのディセーブル化

VRRPグループメンバーのプリエンプションをディセーブルにできます。プリエンプションをディ
セーブルにした場合は、プライオリティのより高いバックアップルータが、プライオリティのよ

り低いマスタールータを引き継ぐことはありません。プリエンプションはデフォルトでイネーブ

ルです。
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はじめる前に

• VRRPをイネーブルにする必要があります。

•インターフェイスに IPアドレスが設定されていることを確認します。

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

仮想ルータグループを作成します。範囲は 1～
255です。

switch(config-if)# vrrp numberステップ 3   

VRRPグループをディセーブルにします。デフォ
ルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)#
shutdown

ステップ 4   

プリエンプトオプションをディセーブルにし

て、プライオリティが上位のバックアップが使

switch(config-if-vrrp)# no
preempt

ステップ 5   

用されてもマスターが変わらないようにしま

す。

VRRPグループをイネーブルにします。デフォ
ルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# no
shutdown

ステップ 6   

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-if-vrrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

（任意）

VRRP情報を表示します。
switch(config-if-vrrp)# show vrrpステップ 8   

次の例では、VRRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1

switch(config-if)# vrrp 250
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if-vrrp)# no preempt
switch(config-if-vrrp)# no shutdown
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switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config-if-vrrp)# show vrrp

VRRP インターフェイスステートトラッキングの設定
インターフェイスステートトラッキングでは、デバイス内の他のインターフェイスのステートに

基づいて、仮想ルータのプライオリティが変更されます。トラッキング対象のインターフェイス

がダウンしたり、IPアドレスが削除されると、Cisco NX-OSはトラッキングプライオリティ値を
仮想ルータに割り当てます。トラッキング対象のインターフェイスがアップ状態になり、IPアド
レスがこのインターフェイスに設定されると、Cisco NX-OSは設定されているプライオリティを
仮想ルータに復元します。

インターフェイスステートトラッキングを動作させるには、インターフェイス上でプリエン

プションをイネーブルにする必要があります。

（注）

VRRPはレイヤ 2インターフェイスのトラッキングをサポートしていません。（注）

はじめる前に

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用
します。

•インターフェイスに IPアドレスが設定されていることを確認します。IPv4の設定, （33ペー
ジ）を参照してください。

• VRRPをイネーブルにする必要があります。

•仮想ルータがイネーブルになっていることを確認します。

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
interface-type slot/port

ステップ 2   

仮想ルータグループを作成します。範囲は 1
～ 255です。

switch(config-if)# vrrp numberステップ 3   

VRRPグループをディセーブルにします。デ
フォルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# shutdownステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

VRRPグループのインターフェイスプライオ
リティトラッキングをイネーブルにします。

プライオリティの範囲は 1～ 254です。

switch(config-if-vrrp)# track
interface type number priority
value

ステップ 5   

VRRPグループをイネーブルにします。デフォ
ルトでは、ディセーブルです。

switch(config-if-vrrp)# no
shutdown

ステップ 6   

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-if-vrrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

（任意）

VRRP情報を表示します。
switch(config-if-vrrp)# show vrrpステップ 8   

次の例では、VRRPをイネーブルにしています。
switch # configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1

switch(config-if)# vrrp 250
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if-vrrp)# track interface ethernet 2/10 priority 254
switch(config-if-vrrp)# no shutdown
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config-if-vrrp)# show vrrp

VRRPv3 機能のイネーブル化
VRRPv3グループを設定してイネーブルにするには、その前にVRRPv3機能をグローバルにイネー
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   

VRRPバージョン3と仮想ルータ冗長サービス（VRRS）を
イネーブルにします。このコマンドの no形式を使用する
と、VDCでVRRPv3とVRRSがディセーブルになります。

switch(config)# feature
vrrpv3

ステップ 2   

VRRPv2が現在設定されている場合は、グローバルコン
フィギュレーションモードで no feature vrrpコマンドを使
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目的コマンドまたはアク

ション

用して VRRPv2の設定を削除し、その後 feature vrrpv3コ
マンドを使用して VRRPv3をイネーブルにします。

次の例は、VRRPv3をイネーブルにする方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# enable vrrpv3

VRRPv3 グループの作成
VRRPv3グループを作成し、仮想 IPアドレスを割り当て、グループをイネーブルにすることがで
きます。

はじめる前に

• VRRPv3機能がイネーブルであることを確認します。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

•インターフェイス上で IPアドレスが設定されていることを確認します。

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)#
interfacetype/number

ステップ 2   

VRRPv3グループを作成し、VRRPv3グループコ
ンフィギュレーションモードを開始します。範囲

は 1～ 255です。

switch(config-if)#
vrrpv3numberaddress-family
[ipv4 | ipv6]

ステップ 3   

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
addressip-address [primary |
secondary]

ステップ 4   

VRRPv3グループのプライマリまたはセカンダリ
IPv4/IPv6アドレスを指定します。

VRRPv3グループでセカンダリ IPアドレスを使用
するには、まず同じグループでプライマリ IPアド
レスを設定する必要があります。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
descriptiondescription

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

VRRPv3グループの説明を指定します。最大80文
字の英数字を入力できます。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
match-address

ステップ 6   

アドバタイズメントパケットのセカンダリアド

レスと設定したアドレスを照合します。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
preempt [delay
minimumseconds]

ステップ 7   

オプションの延期時間を指定して、プライオリ

ティの低いマスタースイッチのプリエンプション

をイネーブルにします。範囲は 0～ 3600です。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
prioritylevel

ステップ 8   

VRRPv3グループのプライオリティを指定します。
有効な範囲は 1～ 254です。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
timers advertiseinterval

ステップ 9   

アドバタイズメントタイマーを設定します（ミリ

秒単位）。範囲は 100～ 40950です。

シスコは、このタイマーを 1秒以上の値に設定す
ることを推奨します。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
vrrp2

ステップ 10   

VRRPv2のみをサポートしているデバイスとの相
互運用性を確保するために、VRRPv2に対するサ
ポートも同時にイネーブルにします。

VRRPv2互換モードは、VRRPv2から VRRPv3に
アップグレードするために提供されます。これは

完全なVRRPv2実装ではないので、アップグレー
ドを実行する場合にのみ使用してください。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
vrrs leadervrrs-leader-name

ステップ 11   

VRRSに登録するリーダーの名前を指定します。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
shutdown

ステップ 12   

VRRPv3グループの VRRP設定をディセーブルに
します。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
show fhrp [interface-type
interface-number] [verbose]

ステップ 13   

ファーストホップ冗長性プロトコル（FHRP）の
情報を表示します。詳細情報を表示するには、

verboseキーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
copy running-config
startup-config

ステップ 14   

この設定変更を保存します。

次に、VRRPv3グループを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# vrrpv3 5 address-family ipv4
switch(config-if)# hsrp version 2
switch(config-if-vrrpv3-group)# address 100.0.1.10 primary
switch(config-if-vrrpv3-group)# description group3
switch(config-if-vrrpv3-group)# match-adress
switch(config-if-vrrpv3-group)# preempt delay minimum 30
switch(config-if-vrrpv3-group)# priority 3
switch(config-if-vrrpv3-group)# timers advertise 1000
switch(config-if-vrrpv3-group)# vrrp2
switch(config-if-vrrpv3-group)# vrrs leader leader1
switch(config-if-vrrpv3-group)# shutdown
switch(config-if-vrrpv3-group)# show fhrp ethernet 1/2 verbose
switch(config-if-vrrpv3-group)# show running-config startup-config

FHRP クライアントの初期化に関する遅延時間の設定

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   

FHRPクライアントの初期化の遅延時間を指定し
ます。指定できる範囲は 0～ 3600秒です。

switch(config)# fhrp delay
{[minimum] [reload] seconds}

ステップ 2   

minimumキーワードを使用すると、インターフェ
イスが使用可能になった後の遅延時間を設定でき

ます。

reloadコマンドを使用すると、デバイスのリロー
ド後の遅延時間を設定できます。

（任意）switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

この設定変更を保存します。

次の例は、FHRPクライアントの初期化に関する遅延時間の設定方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# fhrp delay minimum 14
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VRRPv3 制御グループの設定

はじめる前に

• VRRPv3機能がイネーブルであることを確認します。

正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

インターフェイス上で IPアドレスが設定されていることを確認します。

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   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interfacetype/numberステップ 2   

インターフェイスの IPアドレスを設定しま
す。

switch(config-if)# ip addressip
address mask [secondary]

ステップ 3   

secondaryキーワードを使用すると、インター
フェイスに追加の IPアドレスを設定できま
す。

VRRPv3グループを作成し、VRRPv3グルー
プコンフィギュレーションモードを開始し

ます。範囲は 1～ 255です。

switch(config-if)#
vrrpv3numberaddress-family [ipv4
| ipv6]

ステップ 4   

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
addressip-address [primary |
secondary]

ステップ 5   

VRRPv3グループのプライマリまたはセカン
ダリ IPv4/IPv6アドレスを指定します。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)# vrrs
leadervrrs-leader-name

ステップ 6   

VRRSに登録するリーダーの名前を指定しま
す。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)#
shutdown

ステップ 7   

VRRPv3グループの VRRP設定をディセーブ
ルにします。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)# show
fhrp [interfice-type interface-number]
[verbose]

ステップ 8   

ファーストホップ冗長性プロトコル（FHRP）
の情報を表示します。
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目的コマンドまたはアクション

詳細情報を表示するには、verboseキーワー
ドを使用します。

（任意）switch(config-if-vrrpv3-group)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

この設定変更を保存します。

次に、VRRPv3制御グループを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip address 209.165.200.230 255.255.255.224
switch(config-if)# vrrpv3 5 address-family ipv4
switch(cofig-if-vrrpv3-group)# address 209.165.200.227 primary
switch(cofig-if-vrrpv3-group)# vrrs leader leader1
witch(cofig-if-vrrpv3-group)# shutdown
switch(cofig-if-vrrpv3-group)# show fhrp ethernet 1/2 verbose
switch(cofig-if-vrrpv3-group)# show running-config startup-config

VRRS 経路の設定
仮想ルータ冗長サービス（VRRS）の経路を設定できます。拡張環境では、VRRS経路はVRRPv3
制御グループと組み合わせて使用する必要があります。

はじめる前に

• VRRPv3機能がイネーブルであることを確認します。

•正しいVDCを使用していることを確認します（または switchtovdcコマンドを使用します）。

•インターフェイス上で IPアドレスが設定されていることを確認します。

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)#
interfacetype/number

ステップ 2   

インターフェイスの IPアドレスを設定します。switch(config-if)# ip
addressip-address mask
[secondary]

ステップ 3   

secondaryキーワードを使用すると、インター
フェイスに追加の IPアドレスを設定できます。

VRRSグループのVRRS経路を定義し、VRRS経
路コンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config-if)# vrrs
pathwayvrrs-tag

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

vrrs-tag引数には、経路に関連付けられている
VRRSタグの名前を指定します。

経路のMACアドレスを指定します。switch(configif-vrrs-pw)#mac
address {mac-address | inherit}

ステップ 5   

inheritキーワードを使用すると、経路は、関連
付けられているVRRPv3グループの仮想MACア
ドレスを継承します。

経路の仮想 IPv4アドレスまたは IPv6アドレスを
定義します。

switch(configif-vrrs-pw)#
addressip-address

ステップ 6   

VRRPv3グループは、複数の経路を制御できま
す。

（任意）switch(configif-vrrs-pw)# show
vrrs pathwayinterface-type
interface-number

ステップ 7   

異なる経路の状態（アクティブ、非アクティブ、

非対応など）に関する VRRS経路の情報を表示
します。

（任意）switch(config-if-vrrs-pw)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

この設定変更を保存します。

次の例は、VRRS経路の設定方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip address 209.165.200.230 255.255.255.224
switch(config-if)# vrrs pathway path1
switch(config-if-vrrs-pw)# mac address fe24.fe24.fe24
switch(config-if-vrrs-pw)# address 209.165.201.10
switch(config-if-vrrs-pw)# show vrrs pathway ethernet 1/2
switch(config-if-vrrs-pw)# show running-config startup-config

VRRP の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

すべてのグループについて、VRRPステータス
を表示します。

show vrrp

1つの VRRPグループについて、VRRPステー
タスを表示します。

show vrrp vrgroup-number

VRRSクライアント情報を表示します。show vrrs client [client-name]
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目的コマンド

異なる経路の状態（アクティブ、非アクティ

ブ、非対応など）に関するVRRS経路の情報を
表示します。

show vrrs pathway [interface type/number]

VRRSサーバ情報を表示します。show vrrs server

VRRSタグ情報を表示します。show vrrs tag [tag-name]

ファーストホップ冗長性プロトコル（FHRP）
の情報を表示します。

show fhrp [interface-type interface-name] [verbose]

インターフェイスの仮想ルータ設定を表示しま

す。

show interface interface-type

VRRP 統計情報のモニタリング
次のいずれかのコマンドを使用して、機能に関する統計情報を表示します。

目的コマンド

VRRPの統計情報を表示します。show vrrp statistics

•特定のインターフェイスの IPv4 VRRP統計情報を消去するには、clear vrrp vrコマンドを使
用します。

•デバイスのすべてのインターフェイスについて、すべてのVRRP統計情報を消去するには、
clear vrrp statisticsコマンドを使用します。

•特定の IPv4仮想ルータの統計情報をすべて消去するには、clear vrrp ipv4コマンドを使用し
ます。

VRRP の設定例
この例では、ルータ Aとルータ Bはそれぞれ 3つの VRRPグループに属しています。コンフィ
ギュレーションにおいて、各グループのプロパティは次のとおりです。

•グループ 1：

•仮想 IPアドレスは 10.1.0.10です。

•ルータ Aはプライオリティ 120で、このグループのマスターになります。

•アドバタイズインターバルは 3秒です。
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•プリエンプションはイネーブルです。

•グループ 5：

◦ルータ Bはプライオリティ 200で、このグループのマスターになります。

◦アドバタイズインターバルは 30秒です。

◦プリエンプションはイネーブルです。

•グループ 100：

•ルータ Aは、IPアドレスが上位（10.1.0.2）なので、このグループのマスターになりま
す。

•アドバタイズインターバルはデフォルトの 1秒です。

•プリエンプションはディセーブルです。

ルータ A
switch (config)# interface ethernet 1/0

switch (config-if)# ip address 10.1.0.2/16
switch (config-if)# no shutdown
switch (config-if)# vrrp 1
switch (config-if-vrrp)# priority 120
switch (config-if-vrrp)# authentication text cisco
switch (config-if-vrrp)# advertisement-interval 3
switch (config-if-vrrp)# address 10.1.0.10
switch (config-if-vrrp)# no shutdown
switch (config-if-vrrp)# exit
switch (config-if)# vrrp 5
switch (config-if-vrrp)# priority 100
switch (config-if-vrrp)# advertisement-interval 30
switch (config-if-vrrp)# address 10.1.0.50
switch (config-if-vrrp)# no shutdown
switch (config-if-vrrp)# exit
switch (config-if)# vrrp 100
switch (config-if-vrrp)# no preempt
switch (config-if-vrrp)# address 10.1.0.100
switch (config-if-vrrp)# no shutdown

ルータ B
switch (config)# interface ethernet 1/0

switch (config-if)# ip address 10.2.0.1/2
witch (config-if)# no shutdown
switch (config-if)# vrrp 1
switch (config-if-vrrp)# priority 100
switch (config-if-vrrp)# authentication text cisco
switch (config-if-vrrp)# advertisement-interval 3
switch (config-if-vrrp)# address 10.2.0.10
switch (config-if-vrrp)# no shutdown
switch (config-if-vrrp)# exit
switch (config-if)# vrrp 5
switch (config-if-vrrp)# priority 200
switch (config-if-vrrp)# advertisement-interval 30
switch (config-if-vrrp)# address 10.2.0.50
switch (config-if-vrrp)# no shutdown
switch (config-if-vrrp)# exit
switch (config-if)# vrrp 100
switch (config-if-vrrp)# no preempt
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switch (config-if-vrrp)# address 10.2.0.100
switch (config-if-vrrp)# no shutdown

次に、VRRPv3をイネーブルにしVRRPv3グループを作成およびカスタマイズする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature vrrp
switch(config)# interface ethernet 4/6
switch (config-if)# vrrpv3 5 address-family ipv4
switch (config-if-vrrp3-group)# address 209.165.200.225 primary
switch (config-if-vrrp3-group)# description group3
switch (config-if-vrrp3-group)# match-address
switch (config-if-vrrp3-group)# preempt delay minimum 30

VRRP の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Configuring GLBP』, （521ページ）ゲートウェイロードバランシン

グプロトコルの設定

『Configuring HSRP』, （539ページ）HSRPの設定

『Cisco Nexus 7000 Series Unicast Routing Command Reference』VRRP CLIコマンド

『CiscoNexus 7000 Series NX-OSHigh Availability and Redundancy
Guide』

ハイアベイラビリティの設定

VRRP の機能の履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

これらの機能が導入されました。6.2(2)VRRPv3および VRRS

BFDのサポートが追加されました。5.2(1)VRRP用 BFD

プライオリティのしきい値と vPCのサ
ポートが追加されました。

4.2(1)VRRPプライオリティのし
きい値

VRRPの複数のオブジェクトタイプのト
ラッキングのサポートが追加されまし

た。

4.2(1)VRRPオブジェクトトラッ
キング

この機能が導入されました。4.0(1)VRRP
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第 23 章

オブジェクトトラッキングの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 機能情報の確認, 601 ページ

• オブジェクトトラッキングについて, 602 ページ

• オブジェクトトラッキングのライセンス要件, 604 ページ

• オブジェクトトラッキングの前提条件, 604 ページ

• オブジェクトトラッキングに関する注意事項と制約事項, 604 ページ

• オブジェクトトラッキングパラメータのデフォルト設定, 605 ページ

• オブジェクトトラッキングの設定, 605 ページ

• オブジェクトトラッキングの設定の確認, 615 ページ

• オブジェクトトラッキングの設定例, 615 ページ

• オブジェクトトラッキングの関連資料, 615 ページ

• オブジェクトトラッキングの標準, 616 ページ

• オブジェクトトラッキングの機能の履歴, 616 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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オブジェクトトラッキングについて

オブジェクトトラッキングを使用すると、インターフェイス回線プロトコルのステート、IPルー
ティング、ルート到達可能性など、デバイス上の特定のオブジェクトをトラッキングして、その

トラッキング対象オブジェクトのステートが変化したときに対処することができます。この機能

により、ネットワークのアベイラビリティが向上し、オブジェクトがダウンした場合のリカバリ

時間が短縮されます。

オブジェクトトラッキング機能を使用すると、トラッキング対象オブジェクトを作成できます。

複数のクライアントでこのオブジェクトを使用し、トラッキング対象オブジェクトが変化したと

きのクライアント動作を変更できます。複数のクライアントがそれぞれの関心をトラッキングプ

ロセスに登録し、同じオブジェクトをトラッキングし、オブジェクトのステートが変化したとき

に異なるアクションを実行します。

クライアントには次の機能が含まれます。

• Embedded Event Manager（EEM）

•ゲートウェイロードバランシングプロトコル（GLBP）

•ホットスタンバイ冗長プロトコル（HSRP）

•仮想ポートチャネル（vPC）

•仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）

オブジェクトトラッキングは、トラッキング対象オブジェクトのステータスをモニタし、変更が

あった場合は関係クライアントに伝えます。各トラッキング対象オブジェクトは、一意の番号で

識別します。クライアントはこの番号を使用して、トラッキング対象オブジェクトのステートが

変化したときに実行するアクションを設定できます。

Cisco NX-OSがトラッキングするオブジェクトタイプは、次のとおりです。

•インターフェイスラインプロトコルステート：ラインプロトコルステートがアップまたは
ダウンかどうかをトラッキングします。

•インターフェイス IPルーティングステート：インターフェイスに IPv4または Ipv6アドレス
が設定されており、IPv4または Ipv6ルーティングがイネーブル化されアクティブどうかをト
ラッキングします。

• IPルート到達可能性：IPv4または IPv6ルートが存在しており、ローカルデバイスから到達
可能かどうかをトラッキングします。

たとえば、HSRPを設定すると、冗長ルータの1つをネットワークの他の部分に接続するインター
フェイスのラインプロトコルをトラッキングできます。リンクプロトコルがダウンした場合、影

響を受けるHSRPルータのプライオリティを変更し、より適切なネットワーク接続が得られるバッ
クアップルータにスイッチオーバーされるようにできます。

オブジェクトトラッキングに関する詳細については、以下の章を参照してください。

•『Configuring GLBP』, （521ページ）
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•『Configuring HSRP』, （539ページ）

•レイヤ 3仮想化の設定, （439ページ）

オブジェクトトラッキングリスト

オブジェクトトラッキングリストを使用すると、複数のオブジェクトのステートをまとめてト

ラッキングできます。オブジェクトトラッキングリストは次の機能をサポートします。

•ブール「and」機能：トラッキングリストオブジェクトがアップになるには、トラッキング
リスト内に定義された各オブジェクトがアップ状態である必要があります。

•ブール「or」機能：トラッキング対象オブジェクトがアップになるには、トラッキングリス
ト内に定義された少なくとも 1つのオブジェクトがアップ状態である必要があります。

•しきい値パーセンテージ：トラッキング対象リストに含まれるアップオブジェクトのパーセ
ンテージが、アップ状態になるトラッキングリストの設定されたアップしきい値を上回って

いる必要があります。トラッキング対象リストに含まれるダウンオブジェクトのパーセン

テージが設定されたトラッキングリストのダウンしきい値を上回っている場合、トラッキン

グ対象リストはダウンとしてマークされます。

•しきい値の重み：トラッキング対象リスト内の各オブジェクトに重み値を割り当て、トラッ
キングリストに重みしきい値を割り当てます。すべてのアップオブジェクトの重み値の合

計がトラッキングリストの重みアップしきい値を超えている場合、トラッキングリストは

アップ状態になります。すべてのダウンオブジェクトの重み値の合計がトラッキングリス

トの重みダウンしきい値を超えている場合、トラッキングリストはダウン状態になります。

他のエンティティ（たとえば、仮想ポートチャネル（vPC））は、オブジェクトトラッキングリ
ストを使用することにより、vPCを作成する複数のピアリンクのステートに基づいて vPCのス
テートを変更できます。

vPCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照し
てください。

ハイアベイラビリティ

オブジェクトトラッキングは、ステートフルリスタートを通じてハイアベイラビリティをサポー

トします。ステートフルリスタートが実行されるのは、オブジェクトトラッキングプロセスが

クラッシュした場合です。オブジェクトトラッキングは、デュアルスーパーバイザシステムで

のステートフルスイッチオーバーもサポートします。スイッチオーバー後に Cisco NX-OSが実行
コンフィギュレーションを適用します。

オブジェクトトラッキングを使用して、ネットワーク全体の可用性が向上するように、クライア

ントの動作を変更することもできます。
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仮想化のサポート

オブジェクトトラッキングは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートし
ています。VRFは仮想化デバイスコンテキスト（VDC）内にあります。デフォルトでは、Cisco
NX-OSのデフォルトの VDCとデフォルトの VRFが使用されます（別の VDCや VRFを特に設定
しない限り）。Cisco NX-OSはデフォルトで、デフォルト VRFのオブジェクトのルート到達可能
ステートをトラッキングします。別のVRFのオブジェクトをトラッキングする場合は、オブジェ
クトをその VRFのメンバーとしてを設定する必要があります。

詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』およ
びレイヤ 3仮想化の設定, （439ページ）を参照してください。

オブジェクトトラッキングのライセンス要件

この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はす

べてCiscoNX-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。

オブジェクトトラッキングの前提条件

機能固有の前提条件については、プラットフォームのマニュアルを参照してください。（注）

VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開始す
る必要があります。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を
参照してください。

オブジェクトトラッキングに関する注意事項と制約事項

オブジェクトトラッキング設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• VDCごとに最大 500のトラッキング対象オブジェクトがサポートされます。

•イーサネット、サブインターフェイス、トンネル、ポートチャネル、ループバックインター
フェイス、および VLANインターフェイスをサポートします。

• HSRPグループまたは GLBPグループごとに 1つのトラッキング対象オブジェクトがサポー
トされます。

• Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用
する Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。
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オブジェクトトラッキングパラメータのデフォルト設定

デフォルトのオブジェクトトラッキングパラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

デフォルト VRFのメンバTracked Object VRF

オブジェクトトラッキングの設定

インターフェイスに対するオブジェクトトラッキングの設定

CiscoNX-OSを、インターフェイスのラインプロトコルまたは IPv4や IPv6ルーティングのステー
トをトラッキングするように設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インターフェイスのトラッキング対象オブジェ

クトを作成し、トラッキングコンフィギュレー

switch(config)# track object-id
interface interface-type number {{ip
| ipv6} routing | line-protocol}

ステップ 2   

ションモードを開始します。object-idの範囲は
1～ 500です。

（任意）

オブジェクトトラッキング情報を表示します。

switch(config-track)# show track
[object-id]

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。
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次の例は、Ethernet 1/2にラインプロトコルステートのオブジェクトトラッキングを設定する方
法を示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# track 1 interface ethernet 1/2 line-protocol
switch(config)# copy running-config startup-config

次の例は、Ethernet 1/2に IPv4ルーティングステートのオブジェクトトラッキングを設定する方
法を示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# track 2 interface ethernet 1/2 ip routing
switch(config)# copy running-config startup-config

次の例は、Ethernet 1/2に IPv6ルーティングステートのオブジェクトトラッキングを設定する方
法を示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# track 3 interface ethernet 1/2 ipv6 routing
switch(config)# copy running-config startup-config

トラッキングオブジェクトの削除

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

インターフェイスのトラッキング対象オブジェク

トを削除します。object-idの範囲は1～500です。
switch(config)# no track 1ステップ 2   

（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 3   

次の例は、オブジェクトトラッキングの削除方法を示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# no track 1
switch(config)# copy running-config startup-config

ルート到達可能性に対するオブジェクトトラッキングの設定

Cisco NX-OSを、IPルートまたは IPv6ルートの存在と到達可能性をトラッキングするように設定
できます。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

ルートのトラッキング対象オブジェクトを作成し、ト

ラッキングコンフィギュレーションモードを開始し

switch(config)# track object-id
{ip | ipv6} route prefix/length
reachability

ステップ 2   

ます。object-idの範囲は1～500です。IPのプレフィッ
クスフォーマットは A.B.C.D/lengthです。lengthの範
囲は 1～ 32です。IPv6のプレフィックスフォーマッ
トは A:B::C:D/lengthです。lengthの範囲は 1～ 128で
す。IPv6のプレフィックスフォーマットは
A:B::C:D/lengthです。lengthの範囲は 1～ 128です。

（任意）

オブジェクトトラッキング情報を表示します。

switch(config-track)# show
track [object-id]

ステップ 3   

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実行することにより、リ

switch(config-track)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

ブートやリスタート後も変更が永続的に保存されるよ

うにします。

次の例は、デフォルト VRFで IPv4ルートのオブジェクトトラッキングを設定する方法を示して
います。
switch # configure terminal
switch(config)# track 4 ip route 192.0.2.0/8 reachability
switch(config-track)# copy running-config startup-config

次の例は、デフォルト VRFで IPv6ルートのオブジェクトトラッキングを設定する方法を示して
います。
switch # configure terminal
switch(config)# track 5 ipv6 route 10::10/128 reachability
switch(config-track)# copy running-config startup-config

ブール式を含むオブジェクトトラッキングリストの設定

複数のトラッキング対象オブジェクトを含むオブジェクトトラッキングリストを設定できます。

トラッキング対象リストには1つまたは複数のオブジェクトが含まれます。ブール式では、「and」
または「or」演算子を使用して 2種類の演算を実行できます。たとえば、「and」演算子を使用し
て2つのインターフェイスをトラッキングする場合、「アップ」は両方のインターフェイスがアッ
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プであることを意味し、「ダウン」はどちらかのインターフェイスがダウンであることを意味し

ます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

トラッキング対象リストオブジェクトを設定し、トラッキン

グコンフィギュレーションモードを開始します。トラッキン

switch(config)# track
track-number list
boolean {and | or}

ステップ 2   

グ対象リストのステートがブール式に基づいて決まることを

指定します。キーワードは次のとおりです。

• and：すべてのオブジェクトがアップの場合にリストが
アップになり、1つ以上のオブジェクトがダウンの場合
にリストがダウンになることを指定します。たとえば 2
つのインターフェイスをトラッキングする場合、アップ

は両方のインターフェイスがアップ状態であることを表

し、ダウンはいずれかのインターフェイスがダウン状態

であることを表します。

• or：少なくとも 1つのオブジェクトがアップの場合にリ
ストがアップになることを指定します。たとえば 2つの
インターフェイスをトラッキングする場合、アップはい

ずれか一方のインターフェイスがアップ状態であること

を意味し、ダウンは両方のインターフェイスがダウン状

態であることを意味します。

track-numberの範囲は 1～ 500です。

トラッキングリストにトラッキング対象オブジェクトを追加

します。object-idの範囲は 1～ 500です。オプションの not
switch(config-track)#
object object-number
[not]

ステップ 3   

キーワードを指定すると、トラッキング対象オブジェクトの

ステートが否定されます。

例では、オブジェクト10がアップのときに、トラッ
キング対象リストがオブジェクト 10をダウンとし
て検出します。

（注）
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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-track)#
copy running-config
startup-config

ステップ 4   

（任意）

オブジェクトトラッキング情報を表示します。

switch(config-track)#
show track

ステップ 5   

次の例は、複数のオブジェクトを含むトラッキングリストをブール「and」として設定する方法を
示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# track 1 list boolean and
switch(config-track)# object 10
switch(config-track)# object 20 not
switch(config)# copy running-config startup-config

パーセンテージしきい値を含むオブジェクトトラッキングリストの設定

パーセンテージしきい値を含むオブジェクトトラッキングリストを設定できます。トラッキング

対象リストには 1つまたは複数のオブジェクトが含まれます。トラッキングリストがアップ状態
になるには、アップオブジェクトのパーセンテージがトラッキングリストに設定されたパーセン

トしきい値を超えている必要があります。たとえば、追跡対象リストに 3つのオブジェクトが含
まれており、アップしきい値を 60 %に設定した場合は、2つのオブジェクト（全オブジェクトの
66 %）がアップ状態になるまで、追跡リストがアップ状態になりません。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

トラッキング対象リストオブジェクトを設定し、ト

ラッキングコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# track
track-number list threshold
percentage

ステップ 2   

します。トラッキング対象リストのステートが設定

されたしきい値パーセントに基づいて決まることを

指定します。

track-numberの範囲は 1～ 500です。
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目的コマンドまたはアクション

トラッキング対象リストのしきい値パーセントを設

定します。指定できる範囲は 0～ 100%です。
switch(config-track)# threshold
percentage up up-value down
down-value

ステップ 3   

トラッキングリストにトラッキング対象オブジェク

トを追加します。object-idの範囲は 1～ 500です。
switch(config-track)# object
object-number

ステップ 4   

例では、オブジェクト 10がアップのとき
に、トラッキング対象リストがオブジェ

クト 10をダウンとして検出します。

（注）

（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-track)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

（任意）

オブジェクトトラッキング情報を表示します。

switch(config-track)# show
track

ステップ 6   

次の例は、複数のオブジェクトを含むトラッキングリストをブール「and」として設定する方法を
示しています。
switch # configure terminal
switch(config)# track 1 list threshold percentage
switch(config-track)# threshold percentage up 70 down 30
switch(config-track)# object 10
switch(config-track)# object 20
switch(config-track)# object 30
switch(config-track)# copy running-config startup-config

重みしきい値を含むオブジェクトトラッキングリストの設定

重みしきい値を含むオブジェクトトラッキングリストを設定できます。トラッキング対象リスト

には 1つまたは複数のオブジェクトが含まれます。トラッキングリストがアップステートになる
には、アップオブジェクトの重み値の合計がトラッキングリストに設定されたアップ重みしきい

値を超えている必要があります。たとえば、トラッキング対象リストに重み値がデフォルトの 10
である 3つのオブジェクトがあり、アップしきい値を 15に設定した場合、トラッキングリスト
がアップ状態になるには、2つのオブジェクトがアップ状態になる（重み値の合計が 20になる）
必要があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

トラッキング対象リストオブジェクトを設定し、

トラッキングコンフィギュレーションモードを開

switch(config)# track
track-number list threshold
weight

ステップ 2   

始します。トラッキング対象リストのステートが

設定されたしきい値重みに基づいて決まることを

指定します。

track-numberの範囲は 1～ 500です。

トラッキング対象リストのしきい値重みを設定し

ます。範囲は 1～ 255です。
switch(config-track)# threshold
weight up up-value down
down-value

ステップ 3   

トラッキングリストにトラッキング対象オブジェ

クトを追加します。object-idの範囲は 1～ 500で
switch(config-track)# object
object-id weight value

ステップ 4   

す。valueの範囲は 1～ 255です。デフォルトの重
み値は 10です。

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-track)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

（任意）

オブジェクトトラッキング情報を表示します。

switch(config-track)# show trackステップ 6   

次の例は、アップ重みしきい値が 30、ダウンしきい値が 10のトラッキングリストの設定方法を
示しています。

この例では、オブジェクト10とオブジェクト20がアップの場合にトラッキングリストがアッ
プになり、3つのオブジェクトがすべてダウンの場合にトラッキングリストがダウンになりま
す。

（注）

switch # configure terminal
switch(config)# track 1 list threshold weight
switch(config-track)# threshold weight up 30 down 10
switch(config-track)# object 10 weight 15
switch(config-track)# object 20 weight 15
switch(config-track)# object 30
switch(config-track)# copy running-config startup-config
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オブジェクトトラッキングの遅延の設定

トラッキング対象オブジェクトまたはオブジェクトトラッキングリストに対して、オブジェクト

またはリストがステートの変化を開始したときに適用する遅延を設定できます。トラッキング対

象オブジェクトまたはトラッキングリストは、ステートの変化が発生したときに遅延タイマーを

開始しますが、遅延タイマーが切れるまでステートの変化を認識しません。遅延タイマーが切れ

ると、Cisco NX-OSは再びオブジェクトのステートを確認し、オブジェクトまたはリストが現在
も変更されたステートのままだった場合にだけステートの変化を記録します。オブジェクトト

ラッキングは遅延タイマーが切れる前の中間的なステートの変化を無視します。

たとえば、インターフェイスラインプロトコルのトラッキング対象オブジェクトがアップステー

トであり、ダウン遅延が 20秒に設定されている場合は、ラインプロトコルがダウンになると遅
延タイマーが開始します。20秒後にラインプロトコルがダウンになっていなければ、このオブ
ジェクトはダウンステートになりません。

トラッキング対象オブジェクトまたはトラッキングリストには、独立したアップ遅延とダウン遅

延を設定できます。遅延を削除すると、オブジェクトトラッキングからアップ遅延とダウン遅延

の両方が削除されます。

遅延は任意の時点で変更できます。オブジェクトまたはリストがトリガーされたイベントから遅

延タイマーをすでにカウントしている場合は、次のようにして新しい遅延が計算されます。

•新しい設定値が古い設定値より小さい場合は、新しい値でタイマーが開始します。

•新しい設定値が古い設定値より大きい場合は、新しい設定値から現在のタイマーのカウント
ダウンを引き、古い設定値を引いたものがタイマーになります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdc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   

ルートのトラッキング対象オブジェクトを作成し、

トラッキングコンフィギュレーションモードを開始

switch(config)# track object-id
{parameters}

ステップ 2   

します。object-idの範囲は 1～ 500です。IPのプレ
フィックスフォーマットはA.B.C.D/lengthです。length
の範囲は 1～ 32です。IPv6のプレフィックスフォー
マットは A:B::C:D/lengthです。lengthの範囲は 1～
128です。

トラッキング対象リストオブジェクトを設定し、ト

ラッキングコンフィギュレーションモードを開始し

switch(config-track)# track
track-number list {parameters}

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ます。トラッキング対象リストのステートが設定さ

れたしきい値重みに基づいて決まることを指定しま

す。

track-numberの範囲は 1～ 500です。

オブジェクトの遅延タイマーを設定します。指定で

きる範囲は 0～ 180秒です。
switch(config-track)# delay
{up up-time [down down-time]
| down down-time [up
up-time]}

ステップ 4   

track-numberの範囲は 1～ 500です。

（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-track)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

（任意）

オブジェクトトラッキング情報を表示します。

switch(config-track)# show
track

ステップ 6   

次の例は、ルートのオブジェクトトラッキングを設定して、遅延タイマーを使用する方法を示し

ています。
switch # configure terminal
switch(config)# track 2 ip route 209.165.201.0/8 reachability
switch(config-track)# delay up 20 down 30
switch(config-track)# copy running-config startup-config

次の例では、アップ重みしきい値 30、ダウンしきい値 10、および遅延タイマーを指定して、ト
ラッキングリストを設定します。
switch# configure terminal
switch(config)# track 1 list threshold weight
switch(config-track)# threshold weight up 30 down 10
switch(config-track)# object 10 weight 15
switch(config-track)# object 20 weight 15
switch(config-track)# object 30
switch(config-track)# delay up 20 down 30
switch(config-track)# copy running-config startup-config

次の show trackコマンドの出力例は、インターフェイスのシャットダウン前後の遅延タイマーを
示しています。
switch(config-track)# show track
Track 1
Interface loopback1 Line Protocol
Line Protocol is UP
1 changes, last change 00:00:13
Delay down 10 secs

switch(config-track)# interface loopback 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# show track
Track 1
Interface loopback1 Line Protocol
Line Protocol is delayed DOWN (8 secs remaining)<------- delay timer counting down
1 changes, last change 00:00:22
Delay down 10 secs
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非デフォルト VRF に対するオブジェクトトラッキングの設定
特定の VRFでオブジェクトをトラッキングするように Cisco NX-OSを設定できます。

はじめる前に

•正しい VDCを使用していることを確認します。VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用
します。

•デフォルト以外の VRFが最初に作成されることを確認します。

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   

ルートのトラッキング対象オブジェクトを作成し、

トラッキングコンフィギュレーションモードを開

switch(config)# track object-id
{ip | ipv6} route prefix/length
reachability

ステップ 2   

始します。object-idの範囲は 1～ 500です。IPのプ
レフィックスフォーマットはA.B.C.D/lengthです。
lengthの範囲は 1～ 32です。IPv6のプレフィック
スフォーマットは A:B::C:D/lengthです。lengthの
範囲は 1～ 128です。

設定されたオブジェクトのトラッキングに使用する

VRFを設定します。
switch(config-track)# vrf
member vrf-name

ステップ 3   

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-track)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

（任意）

オブジェクトトラッキング情報を表示します。

switch(config-track)# show
track

ステップ 5   

次の例は、ルートのオブジェクトトラッキングを設定し、VRF Redを使用してそのオブジェクト
の到達可能性情報を調べる方法を示しています。

switch # configure terminal
switch(config)# track 2 ip route 209.165.201.0/8 reachability
switch(config-track)# vrf member Red
switch(config-track)# copy running-config startup-config

次の例は、IPv6ルートのオブジェクトトラッキングを設定し、VRFRedを使用してそのオブジェ
クトの到達可能性情報を調べる方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# track 3 ipv6 route 1::2/64 reachability

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
614

オブジェクトトラッキングの設定



switch(config-track)# vrf member Red
switch(config-track)# copy running-config startup-config

次の例は、VRFRedの代わりにVRFBlueを使用してオブジェクトの到達可能性情報を調べるよう
に、トラッキング対象オブジェクト 2を変更する方法を示しています。

switch(config-track)# show track
switch(config)# track 2
switch(config-track)# vrf member Blue
switch(config-track)# copy running-config startup-config

オブジェクトトラッキングの設定の確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

1つまたは複数のオブジェクトについて、オブ
ジェクトトラッキング情報を表示します。

show track [object-id] [brief]

インターフェイスベースのオブジェクトトラッ

キング情報を表示します。

show track [object-id] interface [brief]

IPv4または IPv6ルートベースのオブジェクト
トラッキング情報を表示します。

show track [object-id] {ip | ipv6} route [brief]

IPルート IPv6オブジェクトトラッキングの設
定情報を表示します。

show trun track

オブジェクトトラッキングの設定例

次の例は、ルート到達可能性に対してオブジェクトトラッキングを設定し、VRF Redを使用して
ルートの到達可能性情報を調べる方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# track 2 ip route 209.165.201.0/8 reachability
switch(config-track)# vrf member Red

オブジェクトトラッキングの関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Command Reference』

オブジェクトトラッキング CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』

Embedded Event Managerの設定
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オブジェクトトラッキングの標準

この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の

サポートは変更されていません。

オブジェクトトラッキングの機能の履歴

この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

IPv6のサポートが追加されました。5.0(2)IPv6

トラッキング対象オブジェクトの更新を

遅延する機能のサポートが追加されまし

た。

4.2(4)トラッキング遅延

オブジェクトトラッキングリストとブー

ル式のサポートが追加されました。

4.2(1)オブジェクトトラッキン

グリスト

この機能が導入されました。4.0(1)オブジェクトトラッキン

グ
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付録 A
Cisco NX-OS Unicast Features Release 6.x でサ
ポートされている IETF RFC

• BGPの RFC, 617 ページ

• ファーストホップ冗長プロトコルの RFC, 618 ページ

• IPサービスに関する RFCの参考資料, 619 ページ

• IPv6の RFC, 619 ページ

• IS-ISの RFC, 620 ページ

• OSPFの RFC, 621 ページ

• RIPの RFC, 621 ページ

BGP の RFC
TitleRFC
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『An Application of the BGP Community Attribute in Multi-home
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『BGP Route Flap Damping』RFC 2439
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RFC 2463
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