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VXLAN について

VXLAN の前提条件
VXLANには、次の前提条件があります。

• ESXホストの間の Cisco Nexus 1000Vアップリンクポートプロファイルおよびすべての相互
接続スイッチおよびルータは、VMのMTUより少なくとも 50バイト大きく設定された、サ
ポートされるMTUが必要です。たとえば、VMでは、1500バイトのMTU（アップリンク
と物理デバイスと同じ）を使用するようにデフォルト設定されており、この場合は少なくと

も 1550バイトに設定する必要があります。これが不可能である場合、すべてのVMのVNIC
でMTUを物理ネットワークがサポートするより 50バイトより小さくなるように（たとえば
1450バイト）する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 1000V Port Profile
Configuration Guide』を参照してください。

• Cisco Nexus 1000Vがアップリンクにポートチャネルを使用している場合、負荷分散アルゴ
リズムで 5タプルハッシュ（IP/L4/L4ポート）が使用されるように設定する必要がありま
す。物理スイッチの任意のポートチャネルで同じように使用する必要があります。詳細に

ついては、『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide』を参照してください。

• VXLAN接続を必要とするVEMがルータにより分けられている場合は、次のようにします。
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Cisco Nexus 1000Vの VXLAN転送 VLAN（「capability vxlan」ポートプロファイルが接
続されているもの）に接続されている SVIで、プロキシ ARPをイネーブルにする必要
があります。

•

•マルチキャストルーティングをルータでイネーブルにする必要があります。

• VXLANは 8472の宛先ポートでMAC in IP（UDP）を使用します。任意のファイアウォール
によってこれを許可する必要があります。

• Cisco Nexus 1000Vの VEMからのアップストリームスイッチは、IGMPクエリア機能を提供
する必要があります。

VXLAN のデフォルト設定
次の表に、VXLANパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1：デフォルトの VXLAN パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルVXLAN

VXLAN の設定

VXLAN の最初のイネーブル化
VXLANをイネーブルにするには、VXLANを最初に設定するときに次の 2つの手順を実行する必
要があります。

• VXLANカプセル化用の vmknicsの設定, （2ページ）

• VXLANのイネーブル化, （4ページ）

VXLAN カプセル化用の vmknics の設定

はじめる前に

• VXLANカプセル化トラフィックの転送に使用する VLANを識別します。

•これが、VXLANを設定するすべての VEMのアップリンクポートプロファイルで設定され
ていることを確認します。
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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   

名前付きポートプロファイルのポートプロファイル

コンフィギュレーションモードを開始します。ポー

switch(config)# port-profile
profilename

ステップ 2   

トプロファイルがない場合は、次の特性を使用して

作成されます。

• profilename：ポートプロファイルの名前は最大
80文字で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプ
ロファイルに対して一意である必要があります。

ポートプロファイルをEthernetタイプとし
て設定すると、VMware仮想ポートの設定
には使用できなくなります。

（注）

ポートプロファイルをVMwareポートグループとし
て指定します。

switch(config-port-prof)#
vmware port-group name

ステップ 3   

ここで名前を指定しない限り、ポートプロファイル

は、同じ名前の VMwareポートグループにマッピン
グされます。 VSMを vCenterサーバに接続すると、
ポートグループは、その vCenterサーバ上の仮想ス
イッチに配信されます。

インターフェイスがスイッチアクセスポート（デ

フォルト）であることを指定します。

switch(config-port-prof)#
switchport mode access

ステップ 4   

このポートプロファイルに VLAN IDを割り当てま
す。

switch(config-port-prof)#
switchport access vlan id

ステップ 5   

ポートプロファイルに VXLAN機能を割り当て、こ
のポートプロファイルを継承するインターフェイス

switch(config-port-prof)#
capability vxlan

ステップ 6   

が VXLANカプセル化トラフィックの送信元として
使用されるようにします。

管理上の目的でプロファイル内のすべてのポートを

イネーブルにします。

switch(config-port-prof)# no
shutdown

ステップ 7   

ポートプロファイルの動作ステートを設定します。switch(config-port-prof)# state
enabled

ステップ 8   

ポートプロファイルの設定を表示します。switch(config-port-prof)# show
port-profile name profilename

ステップ 9   
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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、変更を永続的に保存します。

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

ステップ 10   

次に、VXLANカプセル化用に vmknicを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile vmknic-pp
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 100
switch(config-port-prof)# capability vxlan
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# show port-profile vmknic-pp
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

次の作業

vSphere管理者は各 ESX/ESXiホストに新しい vmknic作成し、この vmknicに作成済みのポートプ
ロファイルを割り当てる必要があります。

VXLAN のイネーブル化

はじめる前に

show system vem feature levelコマンドを入力して、機能レベルが 4.2(1)SV1(5.1)以降であることを
確認します。機能レベルが 4.2(1)SV1(5.1)以降でない場合は、『Cisco Nexus 1000V Installation and
Upgrade 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   

VXLAN機能をイネーブルにします。switch(config)# feature
segmentation

ステップ 2   

（任意）

VXLAN機能が有効な場合に表示されます。
switch(config)# show feature | grep
segmentation

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）

VXLANプロセスが実行中かどうかを表示し
ます。

switch(config)# show processes |
grep seg_bd

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、変更を永続的

に保存します。

次に、セグメンテーション機能をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature segmentation
switch(config)# show feature | grep segmentation
network-segmentation 1 disabled
segmentation 1 enabled
switch(config)# show processes | grep seg_bd
4166 S b7de9468 1 - seg_bd
switch(config)# copy running-config startup-config

VXLAN の作成
VXLANと VLANの組み合わせの作成は、2048に制限されます。

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   

VXLANを作成し、識別名を関連付けます。switch(config)# bridge domain
name-string

ステップ 2   

VXLANセグメント IDを指定します。 1つのブ
リッジドメインだけが特定のセグメント ID値を
使用できます。

switch(config-bd)# segment id
[number]

ステップ 3   

有効値の範囲は 4096～ 16777215です（1～ 4095
は VLAN用に予約されています）。

ブロードキャストおよびフラッドのマルチキャ

ストグループを関連付けます。

switch(config-bd)# group ipaddrステップ 4   

予約済みのマルチキャストアドレスは

許可されません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ブリッジドメインの情報を表示します。

switch(config-bd)# show
bridge-domain name-string

ステップ 5   

（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します。

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

ステップ 6   

次に、VXLANを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# bridge-domain tenant-red
switch(config-bd)# segment id 2048
switch(config-bd)# group 239.1.1.1
switch(config-bd)# show bridge-domain tenant-red
switch(config-bd)# copy running-config startup-config

VXLAN を使用するように設定されたポートプロファイルの作成
VLANの代わりにVXLANを使用するように、既存の vEthernetポートプロファイルの設定を変更
して、ポートをブリッジドメインに対応付けることもできます。これを行うには、スイッチポー

トモードアクセスが設定されたプロファイルで switchport access bridge-domain nameコマンドを入
力します。

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   

名前付きポートプロファイルのポートプロファイル

コンフィギュレーションモードを開始します。ポート

switch(config)# port-profile
[type {ethernet | vethernet}]
name

ステップ 2   

プロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成

されます。

• name：ポートプロファイルの名前は最大 80文字
で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプロファイ
ルに対して一意である必要があります。

• type：（任意）ポートプロファイルタイプはイー
サネットまたは vEthernetです。設定が完了する
と、タイプは変更できません。デフォルトは

vEthernetタイプです。

ポートプロファイルタイプをイーサネットとし

て定義すると、ポートプロファイルを物理（イー
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目的コマンドまたはアクション

サネット）ポートに使用できます。 vCenter Server
では、対応するポートグループを選択し、物理

ポート（PNIC）に割り当てることができます。

ポートプロファイルを Ethernetタイプ
として設定すると、VMware仮想ポート
の設定には使用できなくなります。

（注）

ポートプロファイルをVMwareポートグループとして
指定します。

switch(config-port-prof)#
vmware port-group
[pg_name]

ステップ 3   

ここで名前を指定しない限り、ポートプロファイル

は、同じ名前のVMwareポートグループにマッピング
されます。VSMを vCenterサーバに接続すると、ポー
トグループは、その vCenterサーバ上の仮想スイッチ
に配信されます。

インターフェイスがトランキングポートとして使用さ

れることを指定します。

switch(config-port-prof)#
switchport mode access

ステップ 4   

トランクポートは、ネイティブVLANに対しては非タ
グ付きパケットを伝送し、他のすべてのVLANに対し
てはカプセル化されたタグ付きパケットを伝送します。

このポートプロファイルにVXLANのブリッジドメイ
ンを割り当てます。

switch(config-port-prof)#
switchport access
bridge-domain

ステップ 5   

管理上の目的でプロファイル内のすべてのポートをイ

ネーブルにします。

switch(config-port-prof)# no
shutdown

ステップ 6   

ポートプロファイルの動作ステートを設定します。switch(config-port-prof)# state
enabled

ステップ 7   

（任意）

確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

ステップ 8   

（任意）

セグメンテーション設定を表示します。

switch(config-port-prof)#
show running-config
bridge-domain

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、変更を永続的に保存します。

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

ステップ 10   
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VXLANを使用するように設定されたポートプロファイルを作成します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile tenant-profile
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access bridge-domain tenant-red
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# show port-profile name tenant-profile
switch(config-port-prof)# show running-config bridge-domain
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

VXLAN からのポートの削除
この手順を実行すると、ポートがデフォルト VLANに移動します。

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   

名前付きポートプロファイルのポートプロファイルコ

ンフィギュレーションモードを開始します。ポートプ

switch(config)# port-profile
[type {ethernet | vethernet}]
name

ステップ 2   

ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され

ます。

• name：ポートプロファイルの名前は最大 80文字
で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプロファイル
に対して一意である必要があります。

• type：（任意）ポートプロファイルタイプはイー
サネットまたは vEthernetです。設定が完了する
と、タイプは変更できません。デフォルトは

vEthernetタイプです。

ポートプロファイルタイプをイーサネットとして

定義すると、ポートプロファイルを物理（イーサ

ネット）ポートに使用できます。 vCenter Serverで
は、対応するポートグループを選択し、物理ポー

ト（PNIC）に割り当てることができます。

ポートプロファイルを Ethernetタイプと
して設定すると、VMware仮想ポートの
設定には使用できなくなります。

（注）
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目的コマンドまたはアクショ

ン

このポートプロファイルから VXLANブリッジドメイ
ンを削除します。

switch(config-port-prof)# no
switchport access
bridge-domain

ステップ 3   

（任意）

ポートプロファイルを継承したインターフェイスのリス

トを表示します。

switch(config-port-prof)#
show port-profile usage

ステップ 4   

（任意）

すべてのブリッジドメインを表示します。

switch(config-port-prof)#
show bridge-domain

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、変更を永続的に保存します。

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

ステップ 6   

次に VXLANからポートを削除する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile tenant-profile
switch(config-port-prof)# no switchport access bridge-domain tenant-red
switch(config-port-prof)# show port-profile usage
switch(config-port-prof)# show bridge-domain
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

VXLAN の削除
ポート付きの既存のブリッジドメインを削除すると、すべてのポートがダウン状態に移行しま

す。トラフィックのフローが停止します。

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   

VXLANを削除します。switch(config)# no bridge-domain
group-red

ステップ 2   

（任意）

すべてのブリッジドメインを表示します。

switch(config-bd)# show
bridge-domain

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）

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

します。

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

ステップ 4   

次に、VXLANを削除する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# no bridge-domain
switch(config)# show bridge-domain
switch(config)# copy running-config startup-config

セグメンテーションのディセーブル化

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   

すべてのブリッジドメインを表示します。switch(config)# show
bridge-domain

ステップ 2   

ゼロ以外のポート数のすべてのブリッジ

ドメインを認識する必要があります。

（注）

（任意）

すべてのポートプロファイルの実行コンフィギュ

レーションを表示します。

switch(config)# show running
port-profile

ステップ 3   

このコマンドは、どのポートプロファイ

ルに、ステップ 2で特定されたブリッジ
ドメインが設定されているかを識別する

ために使用する必要があります。

（注）

ポートプロファイルを指定し、ポートプロファイ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# port-profile
name

ステップ 4   

ポートプロファイルがない場合は、次の特性を使用

して作成されます。

name：ポートプロファイルの名前は最大 80文字
で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプロファイル
に対して一意である必要があります。

ポートプロファイルを Ethernetタイプと
して設定すると、VMware仮想ポートの設
定には使用できなくなります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

このポートプロファイルから VXLANブリッジド
メインを削除します。

switch(config-port-prof)# no
switchport access
bridge-domain name-string

ステップ 5   

（任意）

ポートプロファイルを継承したインターフェイスの

リストを表示します。

switch(config-port-prof)# show
port-profile usage

ステップ 6   

（任意）

すべてのブリッジドメインを表示します。

switch(config-port-prof)# show
bridge-domain

ステップ 7   

セグメンテーション機能を削除します。switch(config-port-prof)# no
feature segmentation

ステップ 8   

（任意）

プロセスを表示してセグメンテーション機能が動作

していないことを確認します。

switch(config-port-prof)# show
processes | grep seg_bd

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、変更を永続的に保存します。

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

ステップ 10   

次の例は、セグメンテーションをディセーブルにする方法を示しています。

switch# configure terminal
switch(config)# show bridge-domain
switch(config)# show running port-profile
switch(config)# port-profile tenant-profile
switch(config-port-prof)# no switchport access bridge-domain tenant-red
switch(config-port-prof)# show port-profile usage
switch(config-port-prof)# show bridge-domain
switch(config-port-prof)# no feature segmentation
switch(config-port-prof)# show processes | grep seg_bd
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

VXLAN 設定の確認
VXLANの設定情報を表示するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

目的コマンド

VXLANプロセスが実行されていることを表し
ます。

show processes | grep seg_bd

すべてのブリッジドメインを表示します。show bridge-domain
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目的コマンド

インターフェイス設定の短縮バージョンを表示

します。

show interface brief

スイッチポートインターフェイスに関する情報

を表示します。

show interface switchport

show processes | grep seg_bd の例
switch(config)# show processes | grep seg_bd

- NR - 1 - seg_bd

show bridge-domain の例
switch(config)# show bridge-domain
Bridge-domain tenant-red (2 port in all)
Segment ID: 5000 (manual/Active
Group IP: 239.1.1.1

- NR - 1 - seg_bd

show interface brief の例
switch(config)# show interface brief

---------------------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
---------------------------------------------------------------
mgmt 0 -- up 172.23.233.117 1000 1500

-------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
---------------------------------------------------------------------
Eth3/5 1 eth trunk up none 1000

---------------------------------------------------------------------
Vehternet VLAN Type Mode Status Reason Speed
---------------------------------------------------------------------
Veth1 -- virt access up none auto
Veth1 -- virt access up none auto
Veth1 100 virt access up none auto

---------------------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
control0 -- up -- 1000 1500
switch#(config)#

show interface switchport の例
switch(config)# show interface switchport
Name: Ethernet3/5
Switchport: Enabled
Switchport Monitor: Not enabled
Operational Mode: Trunk
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode: trunk
Trunking VLANs Enabled: 180-181,231-233,571-574
Administrative private-vlan primary host-association: none
Administrative private-vlan secondary host-association: none
Administrative private-vlan primary mapping: none
Administrative private-vlan secondary mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
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Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs:
Operational private-vlan: none

ifindex 0x1c000000 swbd 4096
Name Vethernet1
Switchport: Enabled
Switchport Monitor: Not enabled
Operational Mode: access
Access Mode VLAN: 0 (none)
Access BD name: tenant-red
Trunking Native ModeVLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: 1-3967,4048-4093
Administrative private-vlan primary host-association: none
Administrative private-vlan secondary host-association: none
Administrative private-vlan primary mapping: none
Administrative private-vlan secondary mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs:
Operational private-vlan: none

VXLAN の機能の履歴
機能情報リリース機能名

Virtual Extensible Local Area
Network（VXLAN）機能が追加
されました。

4.2(1)SV1(5.1)VXLAN
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