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レイヤ 3 インターフェイスについて
レイヤ 3 インターフェイスは、IPv4 および IPv6 パケットをスタティックまたはダイナミック ルー
ティング プロトコルを使って別のデバイスに転送します。 レイヤ 2 トラフィックの IP ルーティ
ングおよび内部 Virtual Local Area Network（VLAN）ルーティングにはレイヤ 3 インターフェイス
が使用できます。

ルーテッド インターフェイス
ポートをレイヤ 2 インターフェイスまたはレイヤ 3 インターフェイスとして設定できます。 ルー
テッド インターフェイスは、IP トラフィックを他のデバイスにルーティングできる物理ポートで
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す。 ルーテッド インターフェイスはレイヤ 3 インターフェイスだけで、スパニングツリー プロ
トコル（STP）などのレイヤ 2 プロトコルはサポートしません。
イーサネット ポートはすべて、デフォルトではスイッチド インターフェイスです。 このデフォ
ルト動作は、CLI セットアップ スクリプトまたは system default switchport コマンドを使用して変
更できます。
ポートに IP アドレスを割り当て、ルーティングをイネーブルにし、このルーテッド インターフェ
イスにルーティング プロトコル特性を割り当てることができます。
レイヤ 3 インターフェイスにスタティック MAC アドレスを割り当てることができます。 MAC ア
ドレスの設定については、を参照してください。
ルーテッド インターフェイスからレイヤ 3 ポート チャネルも作成できます。
ルーテッドインターフェイスおよびサブインターフェイスは、指数関数的に減少するレートカウ
ンタをサポートします。 Cisco NX-OS はこれらの平均カウンタを用いて次の統計情報を追跡しま
す。
• 入力パケット数/秒
• 出力パケット数/秒
• 入力バイト数/秒
• 出力バイト数/秒

サブインターフェイス
レイヤ 3 インターフェイスとして設定した親インターフェイスに仮想サブインターフェイスを作
成できます。 親インターフェイスは物理ポートでもポート チャネルでもかまいません。
親インターフェイスはサブインターフェイスによって複数の仮想インターフェイスに分割されま
す。これらの仮想インターフェイスに IP アドレスやダイナミック ルーティング プロトコルなど
固有のレイヤ 3 パラメータを割り当てることができます。 各サブインターフェイスの IP アドレス
は、親インターフェイスの他のサブインターフェイスのサブネットとは異なります。
サブインターフェイスの名前は、親インターフェイスの名前（たとえば Ethernet 2/1）+ ピリオド
（.）+そのインターフェイス独自の番号です。 たとえば、イーサネット インターフェイス 2/1 に
Ethernet 2/1.1 というサブインターフェイスを作成できます。この場合、.1 はそのサブインターフェ
イスを表します。
Cisco NX-OS では、親インターフェイスがイネーブルの場合にサブインターフェイスがイネーブ
ルになります。 サブインターフェイスは、親インターフェイスには関係なくシャットダウンでき
ます。 親インターフェイスをシャットダウンすると、関連するサブインターフェイスもすべて
シャットダウンされます。
サブインターフェイスを使用すると、親インターフェイスがサポートする各 VLAN に独自のレイ
ヤ 3 インターフェイスを実現できます。 この場合、親インターフェイスは別のデバイスのレイヤ
2 トランキング ポートに接続します。 サブインターフェイスを設定したら 802.1Q トランキング
を使って VLAN ID に関連付けます。
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次の図に、インターフェイス E 2/1 のルータ B に接続するスイッチのトランキング ポートを示し
ます。 このインターフェイスには 3 つのサブインターフェイスがあり、トランキング ポートに接
続する 3 つの VLAN にそれぞれ関連付けられています。
図 1：VLAN のサブインターフェイス

VLAN インターフェイス
VLAN インターフェイスまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、デバイス上の VLAN
を同じデバイス上のレイヤ 3 ルータ エンジンに接続する仮想ルーテッド インターフェイスです。
VLAN には 1 つの VLAN インターフェイスだけを関連付けることができますが、VLAN に VLAN
インターフェイスを設定する必要があるのは、VLAN 間でルーティングする場合か、または管理
VRF（仮想ルーティング/転送）以外の VRF インスタンスを経由してデバイスを IP ホスト接続す
る場合だけです。 VLAN インターフェイスの作成をイネーブルにすると、Cisco NX-OS によって
デフォルト VLAN（VLAN 1）に VLAN インターフェイスが作成され、リモート スイッチ管理が
許可されます。
設定の前に VLAN ネットワーク インターフェイス機能をイネーブルにする必要があります。 シ
ステムはこの機能をディセーブルにする前のチェックポイントを自動的に取得するため、この
チェックポイントにロールバックできます。 ロールバックおよびチェックポイントについては、
を参照してください。

（注）

VLAN 1 の VLAN インターフェイスは削除できません。
VLAN インターフェイスをルーティングするには、トラフィックをルーティングする VLAN ごと
に VLAN インターフェイスを作成し、その VLAN インターフェイスに IP アドレスを割り当てて
レイヤ 3 内部 VLAN ルーティングを実現します。 IP アドレスおよび IP ルーティングの詳細につ
いては、を参照してください。
次の図に、デバイス上の 2 つの VLAN に接続されている 2 つのホストを示します。 VLAN ごとに
VLAN インターフェイスを設定し、VLAN 間の IP ルーティングを使ってホスト 1 とホスト 2 を通
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信させることができます。 VLAN 1 は VLAN インターフェイス 1 のレイヤ 3 で、VLAN 10 は
VLAN インターフェイス 10 のレイヤ 3 で通信します。
図 2：VLAN インターフェイスによる 2 つの VLAN の接続

ループバック インターフェイス
ループバック インターフェイスは、常にアップ状態にある単独のエンドポイントを持つ仮想イン
ターフェイスです。ループバックインターフェイス経由で送信されたパケットはすべて、このイ
ンターフェイスでただちに受信されます。ループバックインターフェイスは物理インターフェイ
スをエミュレートします。
ループバック インターフェイスを使用すると、パフォーマンスの分析、テスト、ローカル通信が
実行できます。 ループバック インターフェイスは、ルーティング プロトコル セッションの終端
アドレスとして設定することができます。 ループバックをこのように設定すると、アウトバウン
ド インターフェイスの一部がダウンしている場合でもルーティング プロトコル セッションはアッ
プしたままです。

トンネル インターフェイス
Cisco NX-OS は、IP トンネルとしてトンネル インターフェイスをサポートします。 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 台のルータ間で作成さ
れたトンネルを通じて IP の結果を転送できます。

レイヤ 3 インターフェイスのライセンス要件
この機能にはライセンスは不要です。 ライセンス パッケージに含まれていない機能はすべて Cisco
NX-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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レイヤ 3 インターフェイスの注意事項および制約事項
レイヤ 3 インターフェイスの設定には次の注意事項と制約事項があります。
• レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスに変更する場合、Cisco NX-OS はイ
ンターフェイスをシャットダウンしてインターフェイスを再度イネーブルにし、レイヤ 3 固
有の設定をすべて削除します。
• レイヤ 2 インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスに変更する場合、Cisco NX-OS はイ
ンターフェイスをシャットダウンしてインターフェイスを再度イネーブルにし、レイヤ 2 固
有の設定をすべて削除します。

レイヤ 3 インターフェイスのデフォルト設定
レイヤ 3 管理状態のデフォルト設定は Shut です。

レイヤ 3 インターフェイスの設定
ルーテッド インターフェイスの設定
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal 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。

ステップ 2

switch(config)# interface
ethernet slot/port

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。

ステップ 3

switch(conifg-if)# no
switchport

インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスとして
設定し、このインターフェイス上のレイヤ 2 に固有の
設定をすべて削除します。
（注）

ステップ 4

switch(config-if)# [ip | ipv6
]ip-address/length

レイヤ 3 インターフェイスを元のレイヤ 2
インターフェイスに変換するには、
switchport コマンドを使用します。

このインターフェイスの IPv4 アドレスまたは IPv6 ア
ドレスを設定します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 5

switch(config-if)# medium
{broadcast | p2p}

（任意）
インターフェイス メディアをポイント ツー ポイント
またはブロードキャストのどちらかとして設定しま
す。
（注）

デフォルト設定は broadcast であり、この設
定はどの show コマンドにも表示されませ
ん。 ただし、p2p に設定を変更した場合、
show running-config コマンドを入力すると、
この設定が表示されます。

ステップ 6

switch(config-if)# show
interfaces

（任意）
レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示します。

ステップ 7

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

（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。

次に、IPv4 ルーテッド レイヤ 3 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 ethernet 2/1
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

サブインターフェイスの設定
はじめる前に
• 親インターフェイスをルーテッド インターフェイスとして設定します。
• このポート チャネル上にサブインターフェイスを作成するには、ポート チャネル インター
フェイスを作成します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

（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
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コマンドまたはアクション

目的
ションにコピーして、変更を永続的に保存しま
す。

ステップ 2

switch(config)# interface
ethernet slot/port.number

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。 slot の範囲は 1 ～ 255 です。
port の範囲は 1 ～ 128 です。

ステップ 3

switch(config-if)# [ip | ipv6]
address ip-address/length

このインターフェイスの IPv4 アドレスまたは IPv6
アドレスを設定します。

ステップ 4

switch(config-if)# encapsulation サブインターフェイス上の IEEE 802.1Q VLAN カ
dot1Q vlan-id
プセル化を設定します。 vlan-id の範囲は 2 ～ 4093
です。

ステップ 5

switch(config-if)# show
interfaces

（任意）
レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示しま
す。

ステップ 6

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

（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。

次に、サブ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 ethernet 2/1
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# encapsulation dot1Q 33
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの帯域幅の設定
ルーテッドインターフェイス、ポートチャネル、またはサブインターフェイスに帯域幅を設定で
きます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 2

switch(config)# interface
ethernet slot/port

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。 slot の範囲は 1 ～ 255 です。 port の範囲は
1 ～ 128 です。

ステップ 3

switch(conifg-if)#
bandwidth [value | inherit
[value]]

次のように、ルーテッドインターフェイス、ポートチャ
ネル、またはサブインターフェイスに帯域幅パラメータ
を設定します。
• value：帯域幅のサイズ（KB 単位）。 範囲は 1 ～
10000000 です。
• inherit：このインターフェイスのすべてのサブイ
ンターフェイスが、帯域幅の値（値が指定されて
いる場合）または親インターフェイスの帯域幅（値
が指定されていない場合）のどちらかを継承する
ことを示します。

ステップ 4

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

（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。

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 に 80000 の帯域幅の値を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bandwidth 80000
switch(config-if)# copy running-config startup-config

VLAN インターフェイスの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature
interface-vlan

VLAN インターフェイス モードをイネーブル
にします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config)# interface vlan
number

VLAN インターフェイスを作成します。 number
の範囲は 1 ～ 4094 です。

ステップ 4

switch(config-if)# [ip | ipv6 ]
address ip-address/length

このインターフェイスの IPv4 アドレスまたは
IPv6 アドレスを設定します。

ステップ 5

switch(config-if)# show interface （任意）
vlan number
VLAN インターフェイスの統計情報を表示しま
す。 number の範囲は 1 ～ 4094 です。

ステップ 6

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

（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。

次に、VLAN インターフェイスを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature interface-vlan
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ループバック インターフェイスの設定
はじめる前に
ループバック インターフェイスの IP アドレスが、ネットワークの全ルータで一意であることを確
認します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface loopback ループバック インターフェイスを作成します。
instance
instance の範囲は 0 ～ 1023 です。

ステップ 3

switch(config-if)# [ip | ipv6 ]
address ip-address/length

このインターフェイスの IPv4 アドレスまたは
IPv6 アドレスを設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch(config-if)# show interface （任意）
loopback instance
ループバック インターフェイスの統計情報を表
示します。 instance の範囲は 0 ～ 1023 です。

ステップ 5

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

（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。

次に、ループバック 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 loopback 0
switch(config-if)# ip address 192.0.2.100/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

VRF へのインターフェイスの割り当て
はじめる前に
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface
interface-typenumber

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。

ステップ 3

switch(conifg-if)#vrf member
vrf-name

このインターフェイスを VRF に追加します。

ステップ 4

switch(config-if)# [ip |
ipv6]ip-address/length

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。
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レイヤ 3 インターフェイスの設定
レイヤ 3 インターフェイス設定の確認

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

switch(config-if)# show vrf
（任意）
[vrf-name] interface interface-type VRF 情報を表示します。
number

ステップ 6

switch(config-if)# show interfaces （任意）
レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示
します。

ステップ 7

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

（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。

次に、VRF にレイヤ 3 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 loopback 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

レイヤ 3 インターフェイス設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。
コマンド

目的

show interface ethernet slot/port

レイヤ 3 インターフェイスの設定情報、ステー
タス、カウンタ（インバウンドおよびアウトバ
ウンド パケット レートおよびバイト レートが
5 分間に指数関数的に減少した平均値を含む）
を表示します。

show interface ethernet slot/port brief

レイヤ 3 インターフェイスの動作ステータスを
表示します。

show interface ethernet slot/port capabilities

レイヤ 3 インターフェイスの機能（ポート タイ
プ、速度、およびデュプレックスを含む）を表
示します。

show interface ethernet slot/port description

レイヤ 3 インターフェイスの説明を表示しま
す。
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レイヤ 3 インターフェイスの設定
レイヤ 3 インターフェイス設定の確認

コマンド

目的

show interface ethernet slot/port status

レイヤ 3 インターフェイスの管理ステータス、
ポート モード、速度、およびデュプレックスを
表示します。

show interface ethernet slot/port.number

サブインターフェイスの設定情報、ステータ
ス、カウンタ（インバウンドおよびアウトバウ
ンド パケット レートおよびバイト レートが 5
分間に指数関数的に減少した平均値を含む）を
表示します。

show interface port-channel channel-id.number

ポート チャネル サブインターフェイスの設定
情報、ステータス、カウンタ（インバウンドお
よびアウトバウンド パケット レートおよびバ
イト レートが 5 分間に指数関数的に減少した平
均値を含む）を表示します。

show interface loopback number

ループバック インターフェイスの設定情報、ス
テータス、カウンタを表示します。

show interface loopback number brief

ループバック インターフェイスの動作ステータ
スを表示します。

show interface loopback number description

ループバック インターフェイスの説明を表示し
ます。

show interface loopback number status

ループバック インターフェイスの管理ステータ
スおよびプロトコル ステータスを表示します。

show interface vlan number

VLAN インターフェイスの設定情報、ステータ
ス、カウンタを表示します。

show interface vlan number brief

VLAN インターフェイスの動作ステータスを表
示します。

show interface vlan number description

VLAN インターフェイスの説明を表示します。

show interface vlan number private-vlan mapping VLAN インターフェイスのプライベート VLAN
情報を表示します。
show interface vlan number status

VLAN インターフェイスの管理ステータスおよ
びプロトコル ステータスを表示します。
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レイヤ 3 インターフェイスのモニタリング

レイヤ 3 インターフェイスのモニタリング
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。
コマンド

目的

show interface ethernet slot/port counters

レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示
します（ユニキャスト、マルチキャスト、ブ
ロードキャスト）。

show interface ethernet slot/port counters brief

レイヤ 3 インターフェイスの入力および出力
カウンタを表示します。

show interface ethernet slot/port counters detailed
[all]

レイヤ 3 インターフェイスの統計情報を表示
します。 オプションとして、32 ビットと 64
ビットのパケットおよびバイトカウンタ（エ
ラーを含む）をすべて含めることができま
す。

show interface ethernet slot/port counters error

レイヤ 3 インターフェイスの入力および出力
エラーを表示します。

show interface ethernet slot/port counters snmp

SNMP MIB から報告されたレイヤ 3 インター
フェイス カウンタを表示します。 これらの
カウンタはクリアできません。

show interface ethernet slot/port.number counters

サブインターフェイスの統計情報（ユニキャ
スト、マルチキャスト、およびブロードキャ
スト）を表示します。

show interface port-channel channel-id.number
counters

ポート チャネル サブインターフェイスの統
計情報（ユニキャスト、マルチキャスト、お
よびブロードキャスト）を表示します。

show interface loopback number counters

ループバック インターフェイスの入力およ
び出力カウンタ（ユニキャスト、マルチキャ
スト、およびブロードキャスト）を表示しま
す。

show interface loopback number counters detailed
[all]

ループバック インターフェイスの統計情報
を表示します。 オプションとして、32 ビッ
トと 64 ビットのパケットおよびバイト カウ
ンタ（エラーを含む）をすべて含めることが
できます。
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レイヤ 3 インターフェイスの設定
レイヤ 3 インターフェイスの設定例

コマンド

目的

show interface loopback number counters errors

ループバック インターフェイスの入力およ
び出力エラーを表示します。

show interface vlan number counters

VLAN インターフェイスの入力および出力カ
ウンタ（ユニキャスト、マルチキャスト、お
よびブロードキャスト）を表示します。

show interface vlan number counters detailed [all]

VLAN インターフェイスの統計情報を表示し
ます。 オプションとして、レイヤ 3 パケッ
トおよびバイト カウンタをすべて含めるこ
とができます（ユニキャストおよびマルチ
キャスト）。

show interface vlan counters snmp

SNMP MIB から報告された VLAN インター
フェイス カウンタを表示します。 これらの
カウンタはクリアできません。

レイヤ 3 インターフェイスの設定例
次に、イーサネット サブインターフェイスを設定する例を示します。
switch# configuration terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1.10
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# description Layer 3 for VLAN 10
switch(config-if)# encapsulation dot1q 10
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

次に、VLAN インターフェイスを設定する例を示します。
switch# configuration terminal
switch(config)# interface vlan 100
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ipv6 address 33:0DB::2/8
switch(config-if)# copy running-config startup-config

次に、ループバック インターフェイスを設定する例を示します。
switch# configuration terminal
switch(config)# interface loopback 3
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip address 192.0.2.2/32
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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レイヤ 3 インターフェイスの関連資料
関連トピック

参照先

コマンド構文

『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』

IP

『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuring Guide』の「Configuring IP」の章

VLAN

『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Configuration Guide』の「Configuring VLANs」
の章

レイヤ 3 インターフェイスの MIB
MIB

MIB のリンク

IF-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。

CISCO-IF-EXTENSION-MIB
ETHERLIKE-MIB

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/
cmtk/mibs.shtml

レイヤ 3 インターフェイスの標準
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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