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概要

この資料に Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチによってイーサネット VPN バーチャル拡張可能
な LAN （EVPN/VxLAN） Multisite 環境で設定し確認する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS） レイヤ3 VPN●

マルチプロトコル Border Gateway Protocol（BGP） （MP-BGP）●

EVPN●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

 leaf1# N5K-C5672UP-16G-SUP システム: バージョン 7.3(0)N1(1)
 leaf2#  N9K-C92160YC-X NXOS: バージョン 9.2(3)
 spine1# N9K-C9396PX NXOS: バージョン 9.2(3)
 spine2#  N9K-C9396PX NXOS: バージョン 9.2(3)
 MultisiteBG1# N9K-C93108TC-EX  NXOS: バージョン 9.2(3)
 MultisiteBG2# N9K-C93108TC-FX  NXOS: バージョン 9.3(1)
 multisitespine2# N9K-C9372TX-E NXOS: バージョン 9.2(3)



 Multistespine1# N9K-C92160YC-X NXOS: バージョン 9.2(3)
 MultisteLeaf1# N9K-C93108TC-EX NXOS: バージョン 7.0(3)I7(5)

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

関連製品

最小ソフトウェア および ハードウェア要件 EVPN マルチサイト ボーダーゲートウェイ

項目 要件

Cisco Nexus ハードウェア

● Cisco Nexus 9300 EX プラットフォーム
● Cisco Nexus 9300 FX プラットフォーム
● Cisco Nexus 9332C プラットフォーム
● Cisco Nexus 9364C プラットフォーム
X9700-EX ラインカードが付いている● Cisco Nexus 9500 プラット
フォーム
X9700-FX ラインカードが付いている● Cisco Nexus 9500 プラットフ
ォーム

Cisco NX-OS ソフトウェア Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I7(1) か以降
VXLAN BGP EVPN サイトのサイト内部 ノードのためのハードウェアおよびソフトウェア要件は
EVPN マルチサイト BGW なしでそれらと変わりません

背景説明

データセンタは含んでいるリソース プール-計算電源、ストレージおよび必要なアプリケーショ
ン景気 環境をサポートするです。 データセンタ インフラストラクチャ設計の適切な計画は重要
です。 重要な必要条件はであるもの、そして克服するどのようにこの場合参照して下さい。 現代
ITインフラストラクチャおよびデータセンタ配備は HA を必要として、高いパフォーマンスもっ
と速いレートでスケーリングする、能力常時接続あります。

DC 設計/アーキテクチャ領域の少数の探索された重要な必要条件:

ポート密度は FEX によって、改善されます。●

計算キャパシティはハードウェア 仮想化（UCS）によって改善されます。●

アクセス層 アップリンク帯域幅は FI によって、Port-Channel 改善されます。●

シャーシ レベルの冗長性は vPC によって改善されます。●

SDN ファブリックは ACI によって-ファブリックの下敷き及びオーバーレイを自動化するこ
と改良されます。

●

急速な展開及びサポート新しいサービスは DCNM によって向上されます。●



長距離アプリケーションのための帯域幅の要求はダークファイバか波長 サービスによって改
善されます。

●

とりわけ地理的な冗長性およびスケーリングは/データセンタ 環境をスケーリングするのため
のキー属性動悸を打つことマルチサイト VxLAN/EVPN よりよい DCI ソリューションがある
のを助けます私達がです。

●

マルチサイトはどのように有用であるか。

外部接続はネットワークの他へのデータセンタの接続が含まれています: インターネット、
WAN、またはキャンパスに。 外部接続に提供されるすべてのオプションは multitenant わかって
い、レイヤ3 転送するに外部ネットワーク ドメインに焦点を合わせます。

EVPN は次世代オールインワン VPN ソリューションです。●

それはだけでなく、他の多くの VPN テクノロジーのジョブが、よりよいです。●

レガシー ネットワークの統合。●

選択的なアドバタイズメント/拡張: 伸ばして下さい唯一の L2 -タイプ 2 を使用して拡張であ
る場合もある仕様 VLAN/サブネットはルーティングします。伸ばして下さい唯一の L3 -特定
の L3 ドメインはタイプ 5 ルーティングを使用して拡張である場合もあります。

●

タイプ 4 ルーティングを使用している冗長性グループのオート ディスカバリ。●

別名はタイプ 1 ルーティングを使用してアドレスの、大容量、SH/AA MH 示す値撤回します
。

●

タイプ 3 ルーティングを使用してマルチキャスト トンネルエンドポイントおよび MCAST ト
ンネルタイプのオート ディスカバリ。

●

他のベネフィット

• データセンタおよびクラウドを渡ってバランスをとる負荷。

• 中断への予防的 な応答–障害、すなわちハリケーン、フラッド、等にアプローチする危険性を軽
減します、

• データセンタ メンテナンスおよび移行-長い期間スケジュールされる計画されたイベント レガシ
ー ネットワークの統合。

• バックアップおよびディザスタ リカバリ aaS。

サポートされるトポロジ

BGW にクラウド モデル●

スパインおよび超スパイン モデル間の BGWs●

スパイン モデルの BGWs●



BGWs バックツーバック モデル●

トポロジ

設定







確認







トラブルシューティング

解決するために https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-
switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html を参照して下さい

関連情報

複数のSiteDesign VXLAN EVPN および配備白書●

  VXLAN EVPN マルチサイトの設定●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-739942.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/vxlan/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_VXLAN_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_VXLAN_Configuration_Guide_7x_chapter_01100.html
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