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IP トンネルについて
IPトンネルを使うと、同じレイヤまたは上位レイヤのプロトコルをカプセル化して、2台のデバ
イス間で作成されたトンネルを通じて IPに結果を転送できます。

IPトンネルは次の 3つの主要コンポーネントで構成されています。

•パッセンジャプロトコル：カプセル化する必要があるプロトコル。パッセンジャプロトコ
ルの例には IPv4があります。

•キャリアプロトコル：パッセンジャプロトコルをカプセル化するために使用するプロトコ
ル。CiscoNX-OSは、キャリアプロトコルとして、Generic Routing Encapsulation（GRE）と、
IP-in-IPカプセル化およびカプセル化解除をサポートします。
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•トランスポートプロトコル：カプセル化したプロトコルを伝送するために使用するプロトコ
ル。トランスポートプロトコルの例には IPv4があります。

IPトンネルは IPv4などのパッセンジャプロトコルを使用し、このプロトコルを GREなどのキャ
リアプロトコル内にカプセル化します。次に、このキャリアプロトコルは IPv4などのトランス
ポートプロトコルを通じてデバイスから送信されます。

対応する特性を持つトンネルインターフェイスをトンネルの両端にそれぞれ設定します。

設定の前にトンネル機能をイネーブルにする必要があります。

GRE トンネル
さまざまなパッセンジャプロトコルのキャリアプロトコルとして GREを使用できます。トンネ
ルインターフェイスの選択は、PBRポリシーを基本とすることもできます。

この図は、GREトンネルの IPトンネルのコンポーネントを示しています。オリジナルのパッセン
ジャプロトコルパケットはGREペイロードとなり、デバイスはパケットにGREヘッダーを追加
します。次にデバイスはトランスポートプロトコルヘッダーをパケットに追加して送信します。

図 1：GRE PDU

ポイントツーポイント IP-in-IP トンネルのカプセル化およびカプセル
化解除

ポイントツーポイント IP-in-IPの encapsulationおよび decapsulationは、送信元トンネルインター
フェイスから宛先トンネルインターフェイスにカプセル化されたパケットを送信するために作成

できるトンネルのタイプです。これらのトンネルインターフェイスの選択は、PBRポリシーを基
本とすることもできます。このタイプのトンネルは、着信トラフィックと発信トラフィックの両

方を伝送します。

マルチポイント IP-in-IP トンネルのカプセル化解除
マルチポイント IP-in-IPの decapsulate-anyは、任意の数の IP-in-IPトンネルから 1つのトンネルイ
ンターフェイスにパケットのカプセル化を解除するために作成できるトンネルのタイプです。こ
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のトンネルは発信トラフィックを伝送しません。ただし、任意の数のリモートトンネルエンドポ

イントが、このように設定されたトンネルを宛先として使用することができます。

IP トンネルのライセンス要件
ライセンス要件製品

IPトンネルには 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

IP トンネルの前提条件
IPトンネルには次の前提条件があります。

• IPトンネルを設定するための TCP/IPに関する基礎知識があること。

•スイッチにログインしている。

• Cisco NX-OSの Enterprise Servicesライセンスをインストールしていること。

• IPトンネルを設定してイネーブルにする前にデバイスのトンネリング機能をイネーブルにし
ておくこと。

IP トンネルの注意事項および制約事項
IPトンネルの設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• Cisco NX-OSソフトウェアは、IETF RFC 2784に定義されている GREヘッダーをサポートし
ます。Cisco NX-OSソフトウェアは、トンネルキーと IETF RFC 1701のその他のオプション
をサポートしません。

• Cisco Nexusデバイスは、次の最大数のトンネルをサポートします。

◦ GREおよび IP-in-IP標準トンネル：8トンネル

◦マルチポイント IP-in-IPトンネル：32トンネル

•各トンネルは、1つの等コストマルチパス（ECMP）隣接関係を消費します。

• Cisco Nexusデバイスは、次の機能をサポートしません。

•パスの最大伝送単位（MTU）の検出

Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイドリリース 7.x    
3

IP トンネルの設定
IP トンネルのライセンス要件



•トンネルインターフェイス統計情報

•アクセスコントロールリスト（ACL）

•ユニキャストリバースパス転送（URPF）

•マルチキャストトラフィックおよびインターネットグループ管理プロトコル（IGMP）、
Protocol Independent Multicast（PIM）などの関連するマルチキャストプロトコル

• Cisco NX-OSソフトウェアは、トンネルインターフェイスのWeb Cache Control Protocol
（WCCP）をサポートしません。

• Cisco NX-OSソフトウェアは、レイヤ 3トラフィックのみをサポートします。

• Cisco NX-OSソフトウェアは、トンネル間の ECMPとトンネル宛先の ECMPをサポートしま
す。

• IPv6-in-IPv6トンネルはサポートされません。

• GREトンネルについては、BorderGatewayProtocol（BGP）、OpenShortest PathFirst（OSPF）、
Enhanced InteriorGatewayRoutingProtocol（EIGRP）などの限定された制御プロトコルがサポー
トされます。

• Release 6.0(2)U5(1)以降では、トンネルが設定されていない場合、Cisco Nexus 3000シリーズ
スイッチは、すべてのパケットをドロップします。また、トンネルが設定されている場合で

も、トンネルインターフェイスが設定されていないか、トンネルインターフェイスがシャッ

トダウン状態のときは、パケットがドロップされます。

ポイントツーポイントトンネル（送信元と宛先）：Cisco Nexus 3000シリーズスイッチは、
featuretunnelコマンドが設定されており、着信パケットの外部送信元および宛先アドレスと
一致するトンネル送信元および宛先アドレスによって設定されている使用可能なトンネルイ

ンターフェイスが存在する場合に、そのスイッチを宛先とするすべての IP-in-IPパケットの
カプセル化を解除します。送信元および宛先パケットが一致しない場合またはインターフェ

イスがシャットダウン状態の場合は、パケットがドロップされます。

トンネルのカプセル化解除（送信元のみ）：Cisco Nexus 3000シリーズスイッチは、feature
tunnelコマンドが設定されており、着信パケットの外部宛先アドレスと一致するトンネル送
信元アドレスによって設定されている使用可能なトンネルインターフェイスが存在する場合

に、そのスイッチを宛先とするすべての IP-in-IPパケットのカプセル化を解除します。送信
元パケットが一致しない場合またはインターフェイスがシャットダウン状態の場合は、パ

ケットがドロップされます。

• Release 6.0(2)U6(1)以降、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチは、GREヘッダーによっての
み IPv6 in IPv4をサポートします。トンネルでサポートされる新しい制御プロトコルは、次
のとおりです。

• BGP with v6

• OSPFv3

• EIGRP over v6
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• GRE v4/v6トンネル設定は、デフォルトルーティングモードでのみサポートされます。マル
チキャストトラフィックまたはマルチキャストプロトコル（IGMP/PIMなど）はサポートさ
れません。ACL/QoSポリシーはサポートされません。スイッチでは最大8つのトンネル（す
べて IPinIP、すべてGRE、またはその両方の任意の組み合わせ）がサポートされます。トン
ネル経由で送受信されたパケットおよびスイッチを宛先とするパケットは、トンネル統計情

報ではカウントされません。

• Cisco Nexus 3000シリーズスイッチの ASICは、ハードウェアでの GREカプセル化およびカ
プセル化解除をサポートします。

•カプセル化側では、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチは、ハードウェアでの単一検索を実
行します。

• Cisco Nexus 3000シリーズスイッチではハードウェアで単一検索が実行されるため、ソフト
ウェアは、2回目の検索に関連するすべての変更（トンネルの宛先の隣接関係など）によっ
て常に最新のハードウェア情報を保持する必要があります。

•カプセル化解除側では、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチは、外部 IPヘッダー検索を実行
するための個別のテーブルを持つため、同じ目的の ACLは不要です。

IP トンネリングのデフォルト設定
次の表に、IPトンネル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 IP トンネルパラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルトンネル機能

IP トンネルの設定

トンネリングのイネーブル化

はじめる前に

IPトンネルを設定する前にトンネリング機能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   

スイッチのトンネル機能をイネーブルにしま

す。

switch(config)# feature tunnelステップ 2   

コンフィギュレーションモードに戻ります。switch(config)# exitステップ 3   

スイッチのトンネル機能を表示します。switch(config)# show feature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# 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。

次に、トンネル機能をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature tunnel
switch(config)# exit
switch(config)# copy running-config startup-config

トンネルインターフェイスの作成

トンネルインターフェイスを作成して、この論理インターフェイスを IPトンネルに設定できま
す。GREモードがデフォルトのトンネルモードです。

はじめる前に

トンネルの送信元と宛先の両方が同じ Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンス内にあ
る必要があります。

トンネリング機能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   

新しいトンネルインターフェイスを作成します。switch(config)# [no] interface
tunnelnumber

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

このトンネルモードを GRE、ipip、または ipip
decapsulate-onlyに設定します。

switch(config)# tunnel mode
{gre ip | ipip {ip |
decapsulate-any}}

ステップ 3   

greキーワードおよび ipキーワードは、IPでのGRE
カプセル化の使用を指定します。

ipipキーワードは、IP-in-IPカプセル化の使用を指
定します。オプションの decapsulate-anyキーワー
ドは、あるトンネルインターフェイスの IP-in-IPト
ンネルを終了させます。このキーワードは、発信ト

ラフィックを伝送しないトンネルを作成します。た

だし、リモートトンネルエンドポイントは、設定

されたトンネルを宛先として使用できます。

この IPトンネルの送信元アドレスを設定します。switch(config)# tunnel source
{ip address | interface-name}

ステップ 4   

この IPトンネルの宛先アドレスを設定します。switch(config)# tunnel
destination {ip address |
host-name}

ステップ 5   

（任意）

設定されたVRFインスタンスをトンネルの IP宛先
アドレスの検索に使用します。

switch(config)# tunnel
use-vrfvrf-name

ステップ 6   

（任意）

トンネルインターフェイスの統計情報を表示しま

す。

switch(config)# show interface
tunnelnumber

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# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

次に、トンネルインターフェイスを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface tunnel 1
switch(config)# tunnel source ethernet 1/2
switch(config)# tunnel destination 192.0.2.1
switch(config)# copy running-config startup-config
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ポリシーベースルーティングに基づくトンネルインターフェイスの

設定

トンネルインターフェイスを作成し、PBRポリシーに基づいて、この論理インターフェイスを IP
トンネルに設定できます。

はじめる前に

トンネリング機能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   

新しいトンネルインターフェイスを作成します。switch(config)# [no] interface
tunnelnumber

ステップ 2   

このインターフェイスの IPアドレスを設定します。switch(config)# ip addressip
address

ステップ 3   

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)#
route-mapmap-name

ステップ 4   

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

switch(config-route-map)#
match ip address
access-list-namename

ステップ 5   

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。

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。トンネルインターフェイ

switch(config-route-map)# set
ip next-hopaddress

ステップ 6   

スを選択するために、トンネル IPアドレスをネクス
トホップアドレスとして指定できます。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。ネクストホップエントリから ECMPを選択する
には、load-shareオプションを使用します。

次に、PBRに基づくトンネルインターフェイスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface tunnel 1
switch(config)# ip address 1.1.1.1/24
switch(config)# route-map pbr1
switch(config-route-map)# match ip address access-list-name pbr1
switch(config-route-map)# set ip next-hop 1.1.1.1
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GRE トンネルの設定
GREv6トンネルは、IPv6トランスポートで異なるタイプのパケットを伝送するために使用されま
す。GREv6トンネルは、IPv4ペイロードのみを伝送します。トンネルのCLIは、IPv6トンネルを
選択し、v6トンネルの送信元と宛先を設定するために拡張されました。

トンネルインターフェイスをGREトンネルモード、ipipモード、または ipip decapsulate-onlyモー
ドに設定できます。GREモードがデフォルトのトンネルモードです。Release 6.0(2)U6(1)以降、
CiscoNexus 3000シリーズスイッチは、GREヘッダーによってのみ IPv4トンネルで IPv6ペイロー
ドをサポートします。

はじめる前に

トンネリング機能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   

トンネル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
tunnelnumber

ステップ 2   

このトンネルモードを GRE、ipip、または ipip
decapsulate-onlyに設定します。

switch(config-if)# tunnel
mode {gre ip | ipip {ip |
decapsulate-any}}

ステップ 3   

greキーワードおよび ipキーワードは、IPでの GRE
カプセル化の使用を指定します。

ipipキーワードは、IP-in-IPカプセル化の使用を指定
します。オプションの decapsulate-anyキーワード
は、あるトンネルインターフェイスの IP-in-IPトン
ネルを終了させます。このキーワードは、発信トラ

フィックを伝送しないトンネルを作成します。ただ

し、リモートトンネルエンドポイントは、設定され

たトンネルを宛先として使用できます。

トンネル VRF名を設定します。switch(config-if)# tunnel
use-vrfvrf-name

ステップ 4   

IPv6アドレスを設定します。switch(config-if)# ipv6
addressIPv6 address

ステップ 5   

トンネルの送信元アドレスおよび宛先アド

レスは同じまま（IPv4アドレス）です。
（注）

（任意）

トンネルインターフェイスの統計情報を表示します。

switch(config-if)# show
interface tunnelnumber

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスで送信される IPパケットの最大伝
送ユニット（MTU）を設定します。

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

ステップ 8   

次に、GRE v4トンネル経由の IPv6ペイロードを設定する例を示します。トンネルの送信元、宛
先、IPv4アドレス、IPv6アドレスを設定し、no shutコマンドを実行します。GRE v4トンネルが
作成されると、トンネル経由の v4または v6ルートを設定できます。
switch# configure terminal
switch(config)# interface tunnel 10
switch(config)# tunnel source 11.1.1.1
switch(config)# tunnel destination 11.1.1.2
switch(config-if)# tunnel mode gre ip
switch(config-if)# tunnel use-vrf red
switch(config-if)# ip address 10.1.1.1/24
switch(config-if)# ipv6 address 2:2::2/64
switch(config-if)# no shut

switch(config)# ip route 50.1.1.0/24 tunnel 10
switch(config)# ipv6 route 2000:100::/64 tunnel 10

次に、GRE v4トンネルインターフェイス 10を表示し、IPv4および IPv6ルートを表示する例を
示します。

switch(config)# show int tunnel 10
Tunnel 10 is up

Admin State: up
Internet address(es):
10.1.1.1/24
1010::1/64
MTU 1476 bytes, BW 9 Kbit
Tunnel protocol/transport GRE/IP
Tunnel source 11.1.1.1, destination 11.1.1.2
Transport protocol is in VRF "default"

switch#show ipv6 route
…
2000:100::/64, ubest/mbest: 1/0, attached

*via Tunnel10, [1/0], 00:00:16, static

#show ip route
…
50.1.1.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via Tunnel10, [1/0], 00:03:33, static

次に、GRE v6トンネル経由の IPv4ペイロードを設定する例を示します。トンネルモードを GRE
IPv6に設定し、トンネルの v6送信元および宛先、IPv4アドレスを設定して、no shutコマンドを
実行します。GRE v6トンネルが作成されると、トンネル経由の v4ルートを設定できます。
switch# configure terminal
switch(config)# interface tunnel 20
switch(config-if)# tunnel mode gre ipv6
switch(config)# tunnel source 1313::1
switch(config)# tunnel destination 1313::2
switch(config-if)# tunnel use-vrf red
switch(config-if)# ip address 20.1.1.1/24
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switch(config-if)# no shut

switch(config)# ip route 100.1.1.0/24 tunnel 20

次に、GRE v6トンネルインターフェイス 20を表示する例を示します。
show interface tunnel 20
Tunnel 20 is up

Admin State: up
Internet address is 20.1.1.1/24
MTU 1456 bytes, BW 9 Kbit
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
Tunnel source 1313::1, destination 1313::2
Transport protocol is in VRF "default"

#show ip route
…
100.1.1.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via Tunnel20, [1/0], 00:01:00, static

red10# show interface brief | grep Tunnel
Tunnel10 up 10.1.1.1/24 GRE/IP 1476
Tunnel20 up 20.1.1.1/24 GRE/IPv6 1456

次に、ipipトンネルを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface tunnel 1
switch(config-if)# tunnel mode ipip
switch(config-if)# mtu 1400
switch(config-if)# copy running-config startup-config
switch(config-if)# no shut

トンネルインターフェイスへの VRF メンバーシップの割り当て
VRFにトンネルインターフェイスを追加できます。

はじめる前に

トンネリング機能がイネーブルになっていることを確認します。

VRF用のインターフェイスを設定した後で、トンネル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 tunnel
number

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)# 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)# 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)# show vrf
[vrf-name] interface interface-type
number

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-if)# 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。

次に、VRFにトンネル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 tunnel 0
switch(config-if)# vrf member RemoteOfficeVRF
switch(config-if)# ip address 209.0.2.1/16
switch(config-if)# copy running-config startup-config

IP トンネル設定の確認
設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

トンネルインターフェイスの設定を表示します

（MTU、プロトコル、転送、および VRF）。
入力および出力パケット、バイト、およびパ

ケットレートを表示します。

show interface tunnelnumber

トンネルインターフェイスの動作状態、IPア
ドレス、カプセル化のタイプ、MTUを表示し
ます。

show interface tunnelnumberbrief

トンネルインターフェイスに設定された説明を

表示します。

show interface tunnelnumberdescription

トンネルインターフェイスの動作ステータスを

表示します。

show interface tunnelnumberstatus

トンネルインターフェイスの errdisable状態を
表示します。

show interface tunnelnumberstatus err-disabled
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IP トンネリングの設定例
次に、単純な GREトンネルを示します。イーサネット 1/2は、ルータ Aのトンネル送信元であ
り、ルータ Bのトンネル宛先です。イーサネットインターフェイス 1/3は、ルータ Bのトンネル
送信元であり、ルータ Aのトンネル宛先です。
router A:
feature tunnel
interface tunnel 0
ip address 209.165.20.2/8
tunnel source ethernet 1/2
tunnel destination 192.0.2.2
tunnel mode gre ip

interface ethernet1/2
ip address 192.0.2.55/8

router B:
feature tunnel
interface tunnel 0
ip address 209.165.20.1/8
tunnel source ethernet 1/3
tunnel destination 192.0.2.55
tunnel mode gre ip

interface ethernet 1/3
ip address 192.0.2.2/8

IP トンネルの関連資料
マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 3000 Series Interfaces Command
Reference』

IPトンネルコマンド

IP トンネルの標準
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。

IP トンネル設定の機能履歴
表 2：IP トンネル設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

これらのトンネルモードのサポートが追

加されました。

6.0(2)U2(1)マルチポイントおよびポイントツーポ

イント IP-in-IPのカプセル化とカプセ
ル化解除
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機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。5.0(3)U4(1)IPトンネル
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