Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーショ
ン ガイド
初版：2011 年 10 月 25 日
最終更新：2012 年 08 月 10 日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

Text Part Number: OL-25808-03-J

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま
しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容
については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販
売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。 このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨
事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。 このマニュアルに記載されている製品の使用
は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。 添付されていない場合には、代理店にご連絡く
ださい。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。 シスコお
よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証
をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、
間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと
します。
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://

www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1110R)
このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。 マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使
用されています。 説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
© 2011-2012

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目次

はじめに v
対象読者 v
表記法 v
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料 vii
マニュアルに関するフィードバック ix
マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート ix
新機能および変更情報 1
新機能および変更情報 1
Locator/ID Separation Protocol の設定 3
Locator/ID Separation Protocol に関する情報 3
LISP 機能の概要 4
LISP デバイスの概要 5
LISP サイト デバイス 5
LISP インフラストラクチャ 6
LISP インターネットワーキング デバイス 6
LISP のライセンス要件 7
LISP の注意事項と制限事項 7
LISP のデフォルト設定 8
Locator/ID Separation Protocol の設定 8
LISP 機能のイネーブル化 8
LISP ITR/ETR（xTR）機能の設定 9
LISP ITR/ETR（xTR）の設定 9
オプションの LISP ITR/ETR（xTR）機能の設定 11
LISP-ALT の機能の設定 13
必須の LISP Map-Resolver 機能の設定 14
LISP Map-Server 機能の設定 16

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーション ガイド
OL-25808-03-J

iii

目次

必須の LISP Map-Server 機能の設定 16
オプションの LISP Map-Server 機能の設定 17
必須の LISP Proxy-ITR 機能の設定 19
必須の LISP Proxy-ETR 機能の設定 20
その他の関連資料 21
関連資料 21
標準 21
MIB 22
RFC 22
LISP の機能の履歴 22
LISP VM-Mobility 25
LISP VM-Mobility に関する情報 25
ダイナミック EID 26
LAN 機能拡張を含む VM-Mobility 26
サブネット間の VM-Mobility 27
LISP のライセンス要件 27
LISP の注意事項と制限事項 27
LISP のデフォルト設定 28
LISP VM-Mobility の設定 28
VLAN 機能拡張を含む VM-Mobility の設定 28
サブネット間の VM-Mobility の設定 32
VM-Mobility の HSRP の設定 35
その他の関連資料 37
RFC 37
標準 38
MIB 38
LISP の機能の履歴 38
LISP の設定の制限値 39
LISP の設定の制限値 39

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーション ガイド
iv

OL-25808-03-J

はじめに
ここでは、次の項目について説明します。
• 対象読者, v ページ
• 表記法, v ページ
• Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, vii ページ
• マニュアルに関するフィードバック , ix 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, ix ページ

対象読者
この出版物は Cisco Nexus シリーズ デバイスの設定と保守を行う経験豊富なネットワーク管理者
を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
表記法

説明

bold

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。

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードま
たは引数）です。

[x | y]

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。
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表記法

説明

{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 | z}]

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。

variable

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。

string

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。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

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。

太字の 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。

イタリック体の screen フォン 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
ト
で示しています。
<>

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。

!、#

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）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。
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はじめに
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

注意

「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。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
完全な Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マニュアル セットは、次の URL で入手できます。
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 で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_release_notes_list.html
コンフィギュレーション
これらのマニュアルは、次の URL で入手できます。
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は次のとおりです。
• 『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』
• 『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』
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Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

• 『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 で入手できます。
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は次のとおりです。
• 『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』
• 『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、次のランディング ページから入手できます。
http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference』
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はじめに
マニュアルに関するフィードバック

• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』
• Cisco NX-OS ライセンス ガイド
• 『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
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は Really Simple Syndication（RSS）フィードとして
購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配
信されるように設定することもできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、
RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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章

新機能および変更情報
• 新機能および変更情報, 1 ページ

新機能および変更情報
このマニュアルでは、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Configuration Guide』の新機能および
変更された機能について、リリース固有の情報を示します。
表 1：新機能および変更情報

機能

説明

リリース 6.1(1) での —
変更はありません。
LISP

変更されたリリース

参照先

—

—

この機能が導入されまし 5.2(1)
た。

—
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章

Locator/ID Separation Protocol の設定
この章では、入力トンネル ルータ（ITR）、出力トンネル ルータ、Proxy-ITR（PITR）、Proxy-ETR
（PETR）、Map Resolver（MR）、Map-Server（MS）、LISP-ALT デバイスを含む、LISP 関連の
すべてのデバイス上で基本的な Cisco NX-OS Locator/ID Separation Protocol（LISP）機能を設定す
る方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
• Locator/ID Separation Protocol に関する情報, 3 ページ
• LISP 機能の概要, 4 ページ
• LISP デバイスの概要, 5 ページ
• LISP のライセンス要件, 7 ページ
• LISP の注意事項と制限事項, 7 ページ
• LISP のデフォルト設定, 8 ページ
• Locator/ID Separation Protocol の設定, 8 ページ
• その他の関連資料, 21 ページ
• LISP の機能の履歴, 22 ページ

Locator/ID Separation Protocol に関する情報
LISP は、エンド ホストに割り当てられたエンドポイント ID（EID）と、グローバル ルーティン
グ システムを構成するデバイス（主にルータ）に割り当てられたルーティング ロケータ（RLOC）
という 2 つの新しい名前空間を作成することによって IP アドレッシングの新しいセマンティック
を実装するネットワーク アーキテクチャおよびプロトコルです。 EID と RLOC の機能を分割する
ことによって、ルーティング システムのスケーラビリティ、マルチホーミングの効率、および入
力トラフィック エンジニアリングの向上を含むいくつかの利点がもたらされます。 LISP のエン
ド サイト サポートは、シスコ ルータなどのデバイス上に設定されます。
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Locator/ID Separation Protocol の設定
LISP 機能の概要

LISP 機能の概要
現在のインターネット ルーティングおよびアドレッシング アーキテクチャでは、IP アドレスはデ
バイスに関する 2 つの機能（デバイスの ID とデバイスのネットワークへの接続方法）を同時に表
す 1 つの名前空間として使用されます。 この 1 つの名前空間の非常に明白かつ有害な結果の 1 つ
が、マルチホーミング、トラフィック エンジニアリング（TE）、集約不可能なアドレス割り当
て、合併や吸収などのビジネス イベントの結果としてのインターネットの DFZ（デフォルト フ
リー ゾーン）の急増によって示されています。
LISP では、エンドホストに割り当てられたエンドポイント ID（EID）と、グローバル ルーティン
グ システムを構成するデバイス（主にルータ）に割り当てられたルーティング ロケータ（RLOC）
という 2 つの新しい名前空間を作成することによって、現在の IP アドレスのセマンティックを変
更します。 これらの 2 つの名前空間によって、次の利点が提供されます。
• トポロジ的に集約された RLOC の使用による、ルーティング システムのスケーラビリティの
向上
• EID 空間の外部で番号付けされたデバイスによる、プロバイダーからの独立性
• トラフィック エンジニアリングの向上による、エンド サイトの運用経費の低いマルチホー
ミング
• IPv6 への移行機能
LISP は、主にネットワーク エッジ デバイスに配置される、単純で、増分的な、ネットワーク ベー
スの実装です。 ホスト スタック、ドメイン ネーム サービス（DNS）、またはローカル ネット
ワークインフラストラクチャを変更する必要はなく、既存のネットワークインフラストラクチャ
への大きな変更はほとんどありません。
シスコの LISP 開発の理念は、最初から、エンド ユーザの変更や配置の複雑さを最小限に抑える
ことにありました。
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Locator/ID Separation Protocol の設定
LISP デバイスの概要

次の図は、LISP の配置環境を示しています。 LISP 環境には、LISP サイト（EID 名前空間）、LISP
以外のサイト（RLOC 名前空間）、および LISP マッピング サービス（インフラストラクチャ）
という 3 つの不可欠な環境が存在します。
図 1：Cisco NX-OS LISP の配置環境

LISP EID 名前空間は、今日定義されているカスタマー エンド サイトを表します。 唯一の違いは、
これらの LISP サイト内で使用される IP アドレスが、LISP 以外のサイトであるインターネット
（RLOC 名前空間）内にはアドバタイズされないという点にあります。 エンド ユーザの LISP 機
能は、入力トンネル ルータ（ITR）および出力トンネル ルータ（ETR）デバイスの LISP の役割で
機能する CE ルータ上に排他的に配置されます。

（注）

この ITR と ETR は、この図では xTR として省略されています。
LISP をマッピング サービスやインターネット インターワーキングのサポートとともに完全に実
装するには、追加の LISP インフラストラクチャ コンポーネントの配置も必要になる可能性があ
ります。 これらの追加の LISP インフラストラクチャ コンポーネントには、Map-Server（MS）、
Map-Resolver（MR）、プロキシ入力トンネル ルータ（PITR）、プロキシ出力トンネル ルータ
（PETR）、および ALT の LISP の役割をサポートするデバイスが含まれます。

LISP デバイスの概要
次のデバイスは、完全な LISP 配置で検出されます。

LISP サイト デバイス
LISP サイト デバイスは次のとおりです。
入力トンネル ルータ（ITR）：このデバイスは、LISP サイト エッジ デバイスとして配置されま
す。 サイトに面したインターフェイス（内部ホスト）からのパケットを受信し、LISP がリモート
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の LISP サイトへのパケットをカプセル化するか、または ITR がパケットを LISP 以外のサイトに
ネイティブに転送します。
出力トンネル ルータ（ETR）：このデバイスは、LISP サイト エッジ デバイスとして配置されま
す。 コアに面したインターフェイス（インターネット）からのパケットを受信し、LISP パケット
をカプセル化解除するか、または LISP パケットをサイトにあるローカルの EID に配信します。

（注）

CE デバイスは、ITR 機能と ETR 機能の両方を実装できます。 このタイプの CE デバイスは
xTR と呼ばれます。 ただし、LISP 仕様では、デバイスが ITR 機能と ETR 機能の両方を実行す
る必要はありません。
両方のデバイスについて、EID 名前空間は、ホストおよびルータのエンドサイト アドレスのサ
イト内で使用されます。 EID は DNS レコードに入力されます。 EID 名前空間は、基礎となる
インターネット内でグローバルにはルーティングされません。 これに対して、RLOC 名前空間
は（インターネット）コアで使用されます。 RLOC は、LISP ルータおよび ISP ルータのイン
フラストラクチャ アドレスとして使用され、基礎となるインフラストラクチャ内でグローバ
ルにルーティングされます。 ホストは RLOC を認識せず、RLOC はホストを認識しません。

LISP インフラストラクチャ
LISP インフラストラクチャ デバイスは次のとおりです。
Map-Server（MS）：このデバイスは、LISP インフラストラクチャ コンポーネントとして配置さ
れます。 LISP サイトごとに、登録側の ETR が権限を持つ EID プレフィックスを指定することに
よって、LISP サイトが登録できるように設定されている必要があります。 認証キーは、ETR 上に
設定されているキーに一致している必要があります。 MS は、ETR から Map-Register 制御パケッ
トを受信します。 MS に LISP ALT へのサービス インターフェイスが設定されている場合、MS
は、登録された ETR への EID プレフィックスの集約を ALT に挿入します。 MS はまた ALT から
も Map-Request 制御パケットを受信し、その制御パケットを、クエリーが実行されている EID プ
レフィックスに対して権限を持つ登録された ETR にカプセル化します。
Map-Resolver（MR）：このデバイスは、LISP インフラストラクチャ デバイスとして配置されま
す。 ITR から、自身にカプセル化された Map-Request を受信します。 LISP ALT へのサービス イ
ンターフェイスが設定されている場合、Map-Request を ALT に転送します。 MR はまた、LISP 以
外のアドレスに対するクエリーに応答して、Negative Map-Reply を ITR に送信します。
代替トポロジ（ALT）：これは論理的なトポロジであり、スケーラブルな EID プレフィックス集
約を提供するために LISP インフラストラクチャの一部として配置されます。 ALT は、総称ルー
ティング カプセル化（GRE）トンネル経由のデュアルスタック（IPv4 および IPv6）ボーダー ゲー
トウェイ プロトコル（BGP）として配置されるため、基本的なルータ ハードウェアを備えた ALT
のみのデバイス、または BGP と GRE をサポートできるその他の市販のデバイスを使用できます。

LISP インターネットワーキング デバイス
LISP インターネットワーキング デバイスは次のとおりです。
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Proxy-ITR（PITR）：このデバイスは、LISP 以外のサイトと LISP サイトの間を接続する LISP イ
ンフラストラクチャ デバイスです。 PITR は、LISP EID 名前空間を集約するより短いプレフィッ
クスをインターネットにアドバタイズします。これにより、LISP サイト宛ての LISP 以外のトラ
フィックが誘導されます。 PITR は次に、このトラフィックをカプセル化して LISP サイトに転送
します。 このプロセスは、LISP と LISP 以外のインターネットワーキングを促進するだけでなく、
LISP サイトが、LISP 以外のトラフィックからの LISP 入力トラフィック エンジニアリングの利点
を認識できるようにします。
Proxy-ETR（PETR）：このデバイスは、ネイティブな IPv6 RLOC 接続を持たない IPv6 LISP サイ
トが、IPv6 RLOC 接続しか持たない LISP サイトに到達できるようにする LISP インフラストラク
チャ デバイスです。 さらに、PETR を使用すると、ユニキャスト リバース パス転送（URPF）の
制限のある LISP サイトが LISP 以外のサイトに到達できるようにすることもできます。

LISP のライセンス要件
次の表に、Locator/ID Separation Protocol のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

この機能には、Transport Services ライセンスが必要です。 Cisco 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。

LISP の注意事項と制限事項
LISP 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
• LISP には、EPLD バージョン 186.008 以降の Cisco Nexus 7000 シリーズ 32 ポート 10 ギガビッ
ト イーサネット（M1）モジュール（N7K-M132XP-12 または N7K-M132XP-12L）が必要で
す。
• OTV またはその他の任意の LAN 機能拡張メカニズムでデータセンター間の HSRP hello メッ
セージをフィルタリングして、アクティブ-アクティブの HSRP 設定を作成し、データセン
ター ホストのための出力パスの最適化を提供する必要があります。
• 拡張 LAN 内のすべてのデータセンターの HSRP グループと HSRP 仮想 IP アドレスが同じで
ある必要があります。 HSRP グループ番号のロケーション間の一貫性を保持することによ
り、仮想ファースト ホップ ゲートウェイに対して常に同じ MAC アドレスが使用されること
が保証されます。
• LISP サブネット間の VM-Mobility では、ダイナミック EID のローミングを許可するすべての
HSRP グループにわたって同じ MAC アドレスを設定する必要があります。 また、サブネッ
ト間で使用されるときに VM-Mobility がイネーブルになるインターフェイスに対してプロキ
シ ARP もイネーブルにする必要があります。
• LISP は、F2 シリーズ モジュールではサポートされません。
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LISP のデフォルト設定
次の表に、LISP パラメータのデフォルト設定を示します。
表 2：LISP のデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

feature lisp コマンド

ディセーブル

Locator/ID Separation Protocol の設定
LISP 機能のイネーブル化
Cisco NX-OS デバイス上の LISP 機能をイネーブルにできます。

手順の概要
1. configure terminal
2. feature lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

feature lisp

LISP フィーチャ セットがまだ設定されていない場
合は、イネーブルにします。

例：
switch(config)# feature lisp

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーション ガイド
8

OL-25808-03-J

Locator/ID Separation Protocol の設定
LISP ITR/ETR（xTR）機能の設定

LISP ITR/ETR（xTR）機能の設定
LISP ITR/ETR（xTR）の設定
マッピング サービスのための LISP Map-Server および Map-Resolver を備えた LISP xTR は、IPv4
と IPv6 の両方のアドレス ファミリに対してイネーブルにしたり、設定したりできます。

手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp itr
3. {ip | ipv6} lisp etr
4. （任意） {ip | ipv6} lisp itr-etr
5. {ip | ipv6} lisp itr map-resolver map-resolver-address
6. {ip | ipv6} database-mapping EID-prefix/prefixlength locator priority priority weight weight
7. {ip | ipv6} lisp etr map-server map-server-address key key-type authentication-key
8. exit
9. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

{ip | ipv6} lisp itr

LISP ITR 機能をイネーブルにします。

例：
switch(config)# ip lisp itr

例：
switch(config)# ipv6 lisp itr

ステップ 3

{ip | ipv6} lisp etr

LISP ETR 機能をイネーブルにします。

例：
switch(config)# ip lisp etr

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

{ip | ipv6} lisp itr-etr

switch(config)# ipv6 lisp itr-etr

（任意）
LISP ITR 機能と LISP ETR 機能の両方をイネーブルにします。
同じデバイス上で ITR 機能と ETR 機能の両方がイネーブルに
なっている場合は、{ip | ipv6} lisp itr コマンドと {ip | ipv6} lisp
etr コマンドを個別に使用する代わりにこのコマンドを使用する
ことによって設定を簡略化できます。

{ip | ipv6} lisp itr map-resolver
map-resolver-address

このルータが IPv4 または IPv6 EID の Map-Request メッセージを
送信する先の Map-Resolver のロケータ アドレスを設定します。

例：
switch(config)# ip lisp itr-etr

例：

ステップ 5

例：

（注）

switch(config)# ip lisp itr
map-resolver 10.10.10.1

例：

Map-Resolver のロケータ アドレスには IPv4 または
IPv6 アドレスを指定できます。 詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command
Reference』を参照してください。

switch(config)# ipv6 lisp itr
map-resolver 10.10.10.1

ステップ 6

{ip | ipv6} database-mapping
EID-prefix/prefixlength locator priority
priority weight weight
例：
switch(config)# ip lisp
database-mapping 10.10.10.0/24
172.16.1.1 priority 1 weight 100

例：
switch(config)# ipv6 lisp
database-mapping
2001:db8:bb::/48 172.16.1.1 priority
1 weight 100

この LISP サイトのためのすべての IPv4 または IPv6 EID プレ
フィックスの EID から RLOC へのマッピング関係、および関連
するトラフィック ポリシーを設定します。
（注）

サイトに、同じ EID プレフィックス ブロックに関連
する複数のロケータがある場合は、ip lisp
database-mapping コマンドを複数回入力して、特定の
EID プレフィックス ブロックのすべてのロケータを設
定します。
サイトに、複数の EID プレフィックス ブロックが割
り当てられている場合は、そのサイトに割り当てられ
た EID プレフィックス ブロックごとに、および EID
プレフィックスに到達するために使用できるロケータ
ごとに ip lisp database-mapping コマンドを入力しま
す。
サイトに複数の ETR がある場合は、ip lisp
database-mapping および ipv6 lisp database-mapping コ
マンドですべての ETR を設定して、使用されるオプ
ションの一貫性を保証する必要があります。

ステップ 7

{ip | ipv6} lisp etr map-server
map-server-address key key-type
authentication-key

IPv4 または IPv6 LISP ETR として機能しているこのルータの登
録先の LISP Map-Server のロケータ 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
（注）

例：
switch(config)# ip lisp etr
map-server 172.16.1.2
key 0 123456789

Map-Server のロケータ アドレスには IPv4 または IPv6
アドレスを指定できます。 詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command Reference』を
参照してください。

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
map-server 172.16.1.2
key 0 123456789

ステップ 8

この Map-Server は、この ETR 上に設定されている
EID プレフィックスに一致する EID プレフィックス
と、この ETR上に設定されているキーに一致するキー
を使用して設定する必要があります。

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 9

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定パラメータを表
示します。

show {ip | ipv6} lisp
例：
switch# show ip lisp

例：
switch# show ipv6 lisp

次の作業
必要に応じて、オプションの LISP xTR パラメータを入力します。

オプションの LISP ITR/ETR（xTR）機能の設定
LISP xTR のオプション機能を設定できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. （任意） {ip | ipv6} lisp etr accept-map-request-mapping [verify]
3. （任意） {ip | ipv6} lisp ip lisp etr map-cache-ttl time-to-live
4. （任意） {ip | ipv6} lisp map-cache-limit cache-limit [reserve-list list]
5. （任意） {ip | ipv6} lisp map-request-source source-address
6. （任意） {ip | ipv6} lisp path-mtu-discovery {min lower-bound|max upper-bound}
7. （任意） [no] lisp loc-reach-algorithm {tcp-count | echo-nonce | rloc-probing}
8. exit
9. （任意） show {ip|ipv6} lisp
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

{ip | ipv6} lisp etr
accept-map-request-mapping [verify]
例：
switch(config)# ip lisp etr
accept-map-request verify

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
accept-map-request verify

ステップ 3

{ip | ipv6} lisp ip lisp etr map-cache-ttl
time-to-live
例：

（任意）
LISP ITR の代わりに、Map-Server から受信された Map-Request
メッセージに含まれている IPv4 または IPv6 マッピング デー
タをキャッシュするように LISP ETR を設定します。
verify キーワードは、マッピング データをキャッシュできる
が、ETR が独自の Map-Request をマッピング データ レコー
ドからのロケータのいずれかに送信し、同じデータを含む
Map-Reply を応答として受信できるまで、パケットの転送に
使用できないようにします。 デフォルトでは、ルータは
Map-Request メッセージに含まれているマッピング データを
キャッシュしません。
（任意）
この ETR によって送信される LISP Map-Reply メッセージに
挿入される存続可能時間（TTL）値（分単位で）を設定しま
す。

switch(config)# ip lisp etr
map-cache-ttl 720

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
map-cache-ttl 720

ステップ 4

{ip | ipv6} lisp map-cache-limit cache-limit （任意）
[reserve-list list]
保存が許可される LISP マップ キャッシュ エントリの最大数
を設定します。 デフォルトでは、LISP マップ キャッシュの
例：
制限は 1000 エントリです。
switch(config)# ip lisp map-cache-limit
2000

例：
switch(config)# ipv6 lisp
map-cache-limit 2000

ステップ 5

{ip | ipv6} lisp map-request-source
source-address
例：
switch(config)# ip lisp
map-request-source 172.16.1.1

（任意）
LISP Map-Request メッセージの送信元アドレスとして使用さ
れるアドレスを設定します。 デフォルトでは、ip lisp
database-mapping または ipv6 lisp database-mapping コマン
ドで設定されたロケータ アドレスのいずれかが LISP
Map-Request メッセージのデフォルトの送信元アドレスとし
て使用されます。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
switch(config)# ipv6 lisp
map-request-source
2001:db8:0a::1

ステップ 6

{ip | ipv6} lisp path-mtu-discovery {min
lower-bound|max upper-bound}
例：
switch(config)# ip lisp
path-mtu-discovery min 1200

（任意）
パス MTU ディスカバリのための LISP ルータの最小と最大の
MTU を設定します。 デフォルトでは、LISP ルータによって
パス MTU ディスカバリはイネーブルになっています。
注意

パス MTU ディスカバリの使用をディセーブルにする
ことは推奨しません。

例：
switch(config)# ipv6 lisp
path-mtu-discovery min 1200

ステップ 7

rloc-probing

（任意）
LISP ロケータ到達可能性アルゴリズムの使用をイネーブルま
たはディセーブルにします。 ロケータ到達可能性アルゴリズ
ムは、アドレス ファミリに依存しません。 デフォルトでは、
すべてのロケータ到達可能性アルゴリズムがディセーブルに
なっています

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

[no] lisp loc-reach-algorithm {tcp-count |
echo-nonce | rloc-probing}
例：
switch(config)# lisp loc-reach-algorithm

ステップ 8

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 9

show {ip|ipv6} lisp
例：

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定パラメータを
表示します。

switch# show ip lisp

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック
LISP ITR/ETR（xTR）の設定 , （9 ページ）

LISP-ALT の機能の設定
LISP-ALT（ALT）機能は IPv4 と IPv6 の両方のアドレス ファミリに対してイネーブルにしたり、
設定したりできます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp alt-vrf vrf-name
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

{ip | ipv6} lisp alt-vrf vrf-name

LISP-ALT VRF の VRF 名を使用するように LISP
を設定します。

例：
switch(config)# ip lisp alt-vrf lisp

例：
switch(config)# ipv6 lisp alt-vrf lisp

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show {ip | ipv6} lisp
例：

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定パ
ラメータを表示します。

switch# show ip lisp

例：
switch# show ipv6 lisp

必須の LISP Map-Resolver 機能の設定
LISP Map-Resolver（MR）機能は IPv4 と IPv6 の両方のアドレス ファミリに対してイネーブルにし
たり、設定したりできます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp map-resolver
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

デバイス上の LISP Map-Resolver 機能をイネーブ
ルにします。

{ip | ipv6} lisp map-resolver
例：
switch(config)# ip lisp map-resolver

例：
switch(config)# ipv6 lisp map-resolver

ステップ 3

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

exit
例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定パ
ラメータを表示します。

show {ip | ipv6} lisp
例：
switch# show ip lisp

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック
LISP-ALT の機能の設定, （13 ページ）
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LISP Map-Server 機能の設定

LISP Map-Server 機能の設定
必須の LISP Map-Server 機能の設定
LISP Map-Server（MS）機能は IPv4 と IPv6 の両方のアドレス ファミリに対してイネーブルにした
り、設定したりできます。

手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp map-server
3. lisp site site-name
4. description description
5. authentication-key key-type password
6. eid-prefix EID-prefix [route-tag tag]
7. end
8. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

{ip | ipv6} lisp map-server

デバイス上の LISP Map-Server 機能をイネーブルに
します。

例：
switch(config)# ip lisp map-server

例：
switch(config)# ipv6 lisp map-server

ステップ 3

lisp site site-name

サイト名を作成し、LISP サイト コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
switch(config)# lisp site Customer1
switch(config-lisp-site)#

ステップ 4

description description

設定されている LISP サイトの説明を入力します。

例：
switch(config-lisp-site)# description LISP
Site Customer1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

authentication-key key-type password

設定されている LISP サイトの認証キーのタイプと
パスワードを入力します。

例：

switch(config-lisp-site)# authentication-key （注）
0 123456789

ステップ 6

eid-prefix EID-prefix [route-tag tag]
例：

ETR で正常に登録されるには、このパス
ワードが ETR 上に設定されているパス
ワードに一致している必要があります。

設定されている LISP サイトが権限を持つ EID プレ
フィックスを入力し、さらにオプションでルート タ
グを追加します。

switch(config-lisp-site)# eid-prefix
192.168.1.0/24
route-tag 12345

例：
switch(config-lisp-site)# eid-prefix
2001:db8:aa::/48
route-tag 12345

ステップ 7

LISP サイト コンフィギュレーション モードを終了
します。

end
例：
switch(config-lisp-site)# end
switch#

ステップ 8

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定パラ
メータを表示します。

show {ip | ipv6} lisp
例：
switch# show ip lisp

例：
switch# show ipv6 lisp

次の作業
必要に応じて、オプションの LISP Map-Server 設定項目を入力します。
関連トピック
LISP-ALT の機能の設定, （13 ページ）

オプションの LISP Map-Server 機能の設定
オプションの LISP Map-Server 機能を設定できます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. lisp site site-name
3. （任意） allowed-locators rloc1 [rloc2 [...]]
4. end
5. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

lisp site site-name
例：

指定したサイトの LISP サイト コンフィギュレーション モー
ドを開始します。 このサイトが存在しない場合は、作成さ
れます。

switch(config)# lisp site Customer1
switch(config-lisp-site)#

ステップ 3

allowed-locators rloc1 [rloc2 [...]]
例：

ステップ 4

（任意）
設定されている LISP サイトの Map-Register メッセージに含
めることを許可されるロケータを入力します。

switch(config-lisp-site)#
allowed-locators 172.16.8.1
2001:db8:aa::1

（注）

end

LISP サイト コンフィギュレーション モードを終了します。

allowed-locators コマンドが設定されている場合
は、LISP サイトの設定内の Map-Server に示され
ているすべてのロケータも、受け入れられる
Map-Register メッセージのために ETR によって送
信される Map-Register メッセージに表示される必
要があります。

例：
switch(config-lisp-site)# end
switch#

ステップ 5

show {ip | ipv6} lisp
例：

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定パラメータ
を表示します。

switch# show ip lisp

例：
switch# show ipv6 lisp
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関連トピック
LISP-ALT の機能の設定, （13 ページ）
必須の LISP Map-Server 機能の設定, （16 ページ）

必須の LISP Proxy-ITR 機能の設定
LISP Proxy-ITR 機能は IPv4 と IPv6 の両方のアドレス ファミリに対してイネーブルにしたり、設
定したりできます。

手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} proxy-itr locator [other-address-family-locator]
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

{ip | ipv6} proxy-itr locator
[other-address-family-locator]
例：
switch(config)# ip lisp proxy-itr
172.16.8.1

デバイス上の LISP Proxy-ITR 機能を設定します。 locator
アドレスは、データ パケットまたは Map-Request メッ
セージをカプセル化するための送信元アドレスとして使
用されます。 オプションで、他のアドレス ファミリ（た
とえば、ip proxy-itr コマンドでは IPv6）のアドレスを指
定できます。

例：
switch(config)# ipv6 lisp proxy-itr
2001:db8:aa::1

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show {ip | ipv6} lisp
例：

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定パラメー
タを表示します。

switch# show ip lisp
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必須の LISP Proxy-ETR 機能の設定

コマンドまたはアクション

目的

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック
LISP-ALT の機能の設定, （13 ページ）

必須の LISP Proxy-ETR 機能の設定
LISP Proxy-ETR 機能は IPv4 と IPv6 の両方のアドレス ファミリに対してイネーブルにしたり、設
定したりできます。

手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} proxy-etr
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

{ip | ipv6} proxy-etr

LISP Proxy-ETR 機能を設定します。

例：
switch(config)# ip lisp proxy-etr

例：
switch(config)# ipv6 lisp proxy-etr

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

例：
switch(config)# exit
switch#
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

show {ip | ipv6} lisp

（任意）
設定されたすべての IPv4 または IPv6 LISP 設定
パラメータを表示します。

例：
switch# show ip lisp

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック
LISP-ALT の機能の設定, （13 ページ）

その他の関連資料
ここでは、LISP の実装に関する追加情報について説明します。

関連資料
関連項目

参照先

Cisco NX-OS のライセンス

Cisco NX-OS ライセンス ガイド

標準

タイトル

標準
このリリースによってサポートされる新しい規
格や変更された規格はありません。
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MIB

MIB
MIB

MIB リンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco NX-OS ソフ
トウェア リリース、およびフィーチャ セット
の MIB を検索してダウンロードする場合は、
次の URL にある Cisco MIB Locator を使用しま
す。http://www.cisco.com/go/mibs

RFC

タイトル

draft-ietf-lisp-07

Locator/ID Separation Protocol（LISP）

RFC

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-07
LISP 代替トポロジ（LISP+ALT）

draft-ietf-lisp-alt-04

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-alt-04
IPv4 と IPv6 によるインターワーキング LISP

draft-ietf-lisp-interworking-01

http://tools.ietf.org/html/
draft-ietf-lisp-interworking-01
draft-ietf-lisp-lig-00

LISP Internet Groper（LIG）
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-lig-00

draft-ietf-lisp-ms-05

LISP Map-Server
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-ms-05

LISP の機能の履歴
表 3：LISP の機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

LISP-ALT の機能

5.2(3)

この機能は他の LISP 機能を設定するために必
要はありません。
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LISP の機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

Locator/ID Separation Protocol
（LISP）

5.2(1)

この機能が導入されます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーション ガイド
OL-25808-03-J

23

Locator/ID Separation Protocol の設定
LISP の機能の履歴
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• LISP VM-Mobility に関する情報, 25 ページ
• LISP のライセンス要件, 27 ページ
• LISP の注意事項と制限事項, 27 ページ
• LISP のデフォルト設定, 28 ページ
• LISP VM-Mobility の設定, 28 ページ
• その他の関連資料, 37 ページ
• LISP の機能の履歴, 38 ページ

LISP VM-Mobility に関する情報
LISP Virtual Machine（VM）Mobility を使用すると、IP エンドポイントが、割り当てられている IP
アドレスを維持しながらロケーションを変更できます。 LISP では、ロケーション情報（RLOC）
が ID 情報（EID）から分離されるため、モバイル デバイスはロケーションを動的に変更できま
す。 RLOC はトポロジとの関連付けを維持するため、従来のルーティングによって到達できます。
EID はロケーションの動的な変更が可能であり、EID がネットワークに接続されている場所に応
じて、異なる RLOC を使用して到達できます。
LISP トンネル ルータ（xTR）は、データ プレーン イベントに基づいて VM 移動を動的に検出し
ます。 LISP VM-Mobility では、LISP ルータで受信されたホスト トラフィックの送信元 IP アドレ
スを、ローミングが許可されたプレフィックスの範囲に対して比較します。許可されたプレフィッ
クスの範囲内にあるローミング デバイスの IP プレフィックスは、ダイナミック EID と呼ばれま
す。 新しい xTR が移動を検出すると、その xTR は EID と RLOC の間のマッピングを更新するた
め、基礎となるルーティングが中断されることなく、そのトラフィックが新しいロケーションに
リダイレクトされます。 LISP VM-Mobility は、ファースト ホップ ルータに配置されている場合、
再配置されるローミング デバイスの IP ゲートウェイのニーズに対応するための適応可能で、包括
的なファースト ホップ ルータ機能を提供します。
LISP VM-Mobility では、次の 2 つのシナリオで、IP アドレスに対応した任意のデバイスを移動し
ながら同じ IP アドレスを維持することができます。
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ダイナミック EID

LAN 機能拡張を含む VM-Mobility
OTV（Overlay Transport Virtualization）または別の LAN 機能拡張メカニズムで機能拡張され
たサブネット上の新しいロケーションに移動します。
サブネット間の VM-Mobility
あるサブネットから新しいサブネットに移動します。

ダイナミック EID
別のサブネットまたは拡張サブネットに移動するデバイスはローミングデバイスです。このロー
ミング デバイスの IP アドレスは、ダイナミック EID プレフィックスに含まれています。 LISP
VM-Mobility とダイナミック EID が設定された LISP xTR は LISP-VM ルータです。 LISP-VM ルー
タは、ダイナミック EID が、LISP-VM ルータ上の直接接続されているいずれかのサブネットの内
部または外部に移動した時期を動的に特定します。 LISP-VM ルータの IP アドレスは、ダイナミッ
ク EID との間のトラフィックのカプセル化に使用されるロケータ（RLOC）です。 ダイナミック
EID がローミングすると、新しい LISP-VM ルータは新しく移動してきた VM を検出し、次の更新
を処理する必要があります。
• Map-Server をその EID の新しいロケータを使用して更新します。
• その EID をキャッシュした ITR または PITR を更新します。
LISP-VMルータは、受信されたパケット内の送信元アドレスを、そのデータ パケットが受信され
たインターフェイスのダイナミック EID として設定されているプレフィックスの範囲と比較して
VM 移動を検出します。 LISP-VM が移動を検出し、ダイナミック EID を Map-Server に登録した
後、新しい LISP-VM ルータは LISP ドメインの他の ITR および PITR 上のマップ キャッシュも更
新する必要があります。

LAN 機能拡張を含む VM-Mobility
LISP VM-Mobility は、OTV などの LAN 機能拡張メカニズムを使用するネットワーク内の仮想マ
シン（VM）移動をサポートします。 LISP-VM ルータは、モバイル EID（VM）を動的に検出し、
新しい EID-RLOC マッピングを使用して LISP マッピング システムを更新します。 LISP は、OTV
などの LAN 機能拡張と共存することにより、ホストには透過的なダイナミックな移動検出および
更新を提供し、さらにモバイル VM の新しいロケーションへの直接のデータ パスを提供できま
す。 VM 移動には、ルーティングの再コンバージェンスや DNS アップデートは必要ありません。
LISP-VM ルータは、そのインターフェイス用に設定されたダイナミック EID に一致する送信元か
らのデータ パケットを受信するときに新しい VM 移動イベントを検出します。 LISP-VM ルータ
がダイナミック EID を検出すると、LISP-VM ルータは、ダイナミック EID のマップ設定からの
データベース マッピングの詳細を使用して Map-Server への更新をトリガーします。
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サブネット間の VM-Mobility

LISP-VM ルータは、送信元が引き続きアクティブである限り、ダイナミック EID を引き続き登録
します。 ダイナミック EID の登録は、サーバの非アクティビティに基づいてタイムアウトしま
す。
関連トピック
VLAN 機能拡張を含む VM-Mobility の設定, （28 ページ）

サブネット間の VM-Mobility
LAN 機能拡張メカニズムのないネットワークでは、LISP VM ルータは、モバイル VM の新しいロ
ケーションへの直接のデータパスを提供する自動化された移動検出およびマップキャッシュの更
新を使用して、サブネット間のダイナミック EID（VM）を検出できます。 オフサブネット接続
（移動された VM と、ローカル サブネット上にないその他のデバイスの間の接続）は移動の後も
保持され、ルーティングの再コンバージェンスや DNS アップデートは必要ありません。
LISP-VM ルータは、発信元が設定されたいずれかのサブネットではなく、かつ受信側のインター
フェイスのダイナミック EID として設定されたプレフィックスの範囲内にある任意のデータ パ
ケットを受信した場合に VM 移動を検出します。 LISP-VM ルータは、ダイナミック EID に関連
付けられた設定済みの Map-Server への新しいダイナミック EID-RLOC マッピングを登録します。
関連トピック
サブネット間の VM-Mobility の設定, （32 ページ）

LISP のライセンス要件
次の表に、Locator/ID Separation Protocol のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

この機能には、Transport Services ライセンスが必要です。 Cisco 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。

LISP の注意事項と制限事項
LISP 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
• LISP には、EPLD バージョン 186.008 以降の Cisco Nexus 7000 シリーズ 32 ポート 10 ギガビッ
ト イーサネット（M1）モジュール（N7K-M132XP-12 または N7K-M132XP-12L）が必要で
す。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーション ガイド
OL-25808-03-J

27

LISP VM-Mobility
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• OTV またはその他の任意の LAN 機能拡張メカニズムでデータセンター間の HSRP hello メッ
セージをフィルタリングして、アクティブ-アクティブの HSRP 設定を作成し、データセン
ター ホストのための出力パスの最適化を提供する必要があります。
• 拡張 LAN 内のすべてのデータセンターの HSRP グループと HSRP 仮想 IP アドレスが同じで
ある必要があります。 HSRP グループ番号のロケーション間の一貫性を保持することによ
り、仮想ファースト ホップ ゲートウェイに対して常に同じ MAC アドレスが使用されること
が保証されます。
• LISP サブネット間の VM-Mobility では、ダイナミック EID のローミングを許可するすべての
HSRP グループにわたって同じ MAC アドレスを設定する必要があります。 また、サブネッ
ト間で使用されるときに VM-Mobility がイネーブルになるインターフェイスに対してプロキ
シ ARP もイネーブルにする必要があります。
• LISP は、F2 シリーズ モジュールではサポートされません。

LISP のデフォルト設定
次の表に、LISP パラメータのデフォルト設定を示します。
表 4：LISP のデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

feature lisp コマンド

ディセーブル

LISP VM-Mobility の設定
VLAN 機能拡張を含む VM-Mobility の設定
Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイスで特定の EID プレフィックスのダイナミック EID ローミング
機能をイネーブルにし、設定できます。 デフォルトでは、LISP は lisp extended-subnet-mode コマ
ンドによって設定されていない限り、モビリティ イベントがサブネット全体にわたると判断しま
す。

はじめる前に
• LISP 機能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。
• この VLAN インターフェイスに関連付けるダイナミック EID マップを設定します。
• VLAN インターフェイス機能をイネーブルにしたことを確認します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. lisp dynamic-eid dynamic-eid-map-name
3. database-mapping EID-prefix | prefix-length locator-ip priority priority weight weight
4. map-notify-group mcast-group-id
5. （任意） map-server map-server-address key key-type-authentication-key
6. exit
7. interface interface-name
8. lisp mobility dynamic-eid-map-name
9. lisp extended-subnet-mode
10. exit
11. show lisp dynamic-eid [ summary]
12. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

lisp dynamic-eid
dynamic-eid-map-name

ダイナミック EID マップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
switch((config-lisp-dynamic-eid)#

ステップ 3

database-mapping EID-prefix |
prefix-length locator-ip priority
priority weight weight
例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
database-mapping 172.16.1.1/32
10.1.1.1 priority 1 weight
100

この LISP サイトのためのすべての IPv4 ダイナミック EID プレフィッ
クスのダイナミック EID の範囲、RLOC のマッピング関係、および
関連付けられたトラフィック ポリシーを設定します。 これは、ダイ
ナミック EID マップ コンフィギュレーション モードで設定するた
め、ダイナミック EID が設定された範囲内で検出された場合、LISP
ETR はマッピング システムに /32 のホスト プレフィックスを登録し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

サイトに複数のダイナミック EID プレフィックス ブロッ
クを割り当てると、データベースのマッピングは各ダイナ
ミック EID プレフィックス ブロックと EID プレフィック
ス ブロックが到達可能な各ロケータ用に設定されます。
また、ダイナミック EID プレフィックスに関連付けられて
いるサブネットは、グローバルなデータベース マッピング
設定で使用されているサブネットや、LISP マップが適用さ
れる SVI 用のサブネットよりも固有性が高い必要がありま
す。

サイトに、同じ EID プレフィックス ブロックに関連する複数のロ
ケータがある場合は、ip lisp database-mapping コマンドを使用して、
特定の EID プレフィックス ブロックのすべてのロケータを設定しま
す。 サイトがマルチホーム接続されている場合は、ip lisp
database-mapping コマンドを使用して、同じ LISP またはデータセン
ター サイトに属するすべての ETR を一貫して設定する必要がありま
す。
ステップ 4

ステップ 5

map-notify-group mcast-group-id
例：

同じデータセンター サイト内の他の LISP-VM ルータでも動的 EID
の場所を特定できるようにするため、これらのルータに Map-Notify
メッセージを送信するように検出 LISP-VM ルータを設定します。

switch(config-dynamic-eid)#
map-notify-group 239.1.1.2

（注）

map-server map-server-address key
key-type-authentication-key
例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-server 10.111.10.14 key 0

LISP の Extended Subnet モードでは、1 つの xTR によるダ
イナミック EID 検出を、たとえば LAN 拡張テクノロジー
によってレイヤ 2 で接続されるデータセンター サイトに導
入された、同じ LISP サイトに属する xTR すべてに通知す
る必要があります。 この場合、マルチキャスト グループ
IP を使用したダイナミック EID マップで、map-notify-group
コマンドを使用します。 ダイナミック EID が検出される
と、xTR はこのアドレスを使用して、他のすべての xTR に
map-notify メッセージを送信します。 この通知メッセージ
の存続可能時間（TTL）値は 1 に設定されます。 このマル
チキャスト グループ IP アドレスは、ネットワークにすで
に使用中であるアドレス以外のユーザ定義のアドレスにす
ることができます。 マルチキャスト メッセージは、個別の
データセンター間で確立された LAN 拡張接続を利用するこ
とによって提供されます。
（任意） このルータが EID-RLOC マッピングを登録する先の LISP
Map Server の IP アドレスを設定します。 冗長 Map-Server ペアを導
入する場合は、両方の IP アドレスを指定できます。
これは、グローバルな LISP 設定で設定されている以外の特定の
Map-Server にダイナミック EID RLOC マッピングを登録する場合の、
任意の設定手順です。 Map Server を設定しない場合、LISP はグロー
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

cisco
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-server 10.111.10.14
proxy-reply

バル コンフィギュレーションに設定されている Map Server を使用し
ます。

exit

コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
exit

ステップ 7

interface interface-name
例：
switch(config)# interface
Ethernet 2/0

ステップ 8

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。
interface-name 値は、ダイナミック EID がローミング（着信または発
信）すると予測されるインターフェイスの名前です。 このシナリオ
では、具体的にはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）を使用しま
す。

lisp mobility dynamic-eid-map-name ローミング イベントが発生するとダイナミック EID を検出するよう
に、ステップ 7 で先に設定したインターフェイスを設定します。
例：
dynamic-eid-map-name には、大文字と小文字が区別される、最大 64
switch(config-if)# lisp mobility
文字の任意の英数字文字列を指定できます。
Roamer-1
（注）

ステップ 9

lisp extended-subnet-mode

interface-name 値は、ステップ 2 で設定したダイナミック
EID マップ名です。

拡張サブネット上のダイナミックEIDを受け入れ、検出するように、
ステップ 7 で設定したインターフェイスを設定します。

例：
switch(config-if)# lisp
extended-subnet-mode

ステップ 10

exit

コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-if)# exit

ステップ 11

show lisp dynamic-eid [ summary]

（任意）検出された LISP のダイナミック EID の要約を表示します。

例：
switch # show lisp dynamic-eid
summary

ステップ 12

copy running-config startup-config
例：

（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-if-hsrp)# copy
running-config startup-config
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関連トピック
LAN 機能拡張を含む VM-Mobility, （26 ページ）

サブネット間の VM-Mobility の設定
LISP サブネット間の VM-Mobility を設定できます。

はじめる前に
• LISP 機能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。
• この VLAN インターフェイスに関連付けるダイナミック EID マップを設定します。
• VLAN インターフェイス機能をイネーブルにしたことを確認します。

手順の概要
1. configure terminal
2. {ip | ipv6} database-mapping EID-prefix/prefixlength locator priority priority weight weight
3. lisp dynamic-eid dynamic-eid-map-name
4. database-mapping EID-prefix | prefix-length locator-ip priority priority weight weight
5. map-notify-group multicast-group-ip
6. map-server map-server-address key key-type-authentication-key
7. exit
8. interface interface-name
9. lisp mobility dynamic-eid-map-name
10. ip proxy-arp
11. exit
12. show lisp dynamic-eid [summary]
13. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

{ip | ipv6} database-mapping
この LISP サイトのためのすべての IPv4 または IPv6 EID プレフィッ
EID-prefix/prefixlength locator priority クスの EID から RLOC へのマッピング関係、および関連するトラ
priority weight weight
フィック ポリシーを設定します。 VM-Mobility の LISP を展開す

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーション ガイド
32

OL-25808-03-J

LISP VM-Mobility
サブネット間の VM-Mobility の設定

コマンドまたはアクション

目的

例：

る場合、ここで指定されたプレフィックスは、リモート サイトに
移動する前に EID を最初に導入する 1 つの特定のデータセンター
の場所にのみ追加されます。

switch(config)# ip lisp
database-mapping 172.16.0.0/16
172.16.1.1 priority 1 weight 100

例：
switch(config)# ipv6 lisp
database-mapping
2001:db8:bb::/48 172.16.1.1
priority 1 weight 100

ステップ 3

lisp dynamic-eid dynamic-eid-map-name ダイナミック EID マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。
例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
switch((config-lisp-dynamic-eid)#

ステップ 4

（注）

dynamic-eid-map-name の値には、任意のユーザ定義名を
指定できます。

database-mapping EID-prefix |
この LISP サイトのためのすべての IPv4 ダイナミック EID プレ
prefix-length locator-ip priority priority フィックスのダイナミック EID の範囲、RLOC のマッピング関
weight weight
係、および関連付けられたトラフィック ポリシーを設定します。
これは、ダイナミック EID マップ コンフィギュレーション モー
例：
ドで設定するため、ダイナミック EID が設定された範囲内で検出
switch(config)# lisp dynamic-eid
された場合、LISP ETR はマッピング システムに /32 のホスト プ
Roamer-1
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
レフィックスを登録します。
database-mapping 172.16.1.0/24
10.1.1.1 priority 1 weight
100

（注）

サイトに複数のダイナミック EID プレフィックス ブロッ
クを割り当てると、データベースのマッピングは各ダイ
ナミック EID プレフィックス ブロックと EID プレフィッ
クス ブロックが到達可能な各ロケータ用に設定されま
す。

サイトに、同じ EID プレフィックス ブロックに関連する複数のロ
ケータがある場合は、database-mapping コマンドを使用して、特
定の EID プレフィックス ブロックのすべてのロケータを設定しま
す。 サイトがマルチホーム接続されている場合は、
database-mapping コマンドを使用して、同じ LISP またはデータ
センター サイトに属するすべての ETR を一貫して設定する必要
があります。 database-mapping コマンドを使用して指定した同じ
データセンター サイトに属する xTR の RLOC だけを指定する必
要があります。 同じ LISP サイトに属するすべての xTR に RLOC
を指定しないでください。
ステップ 5

map-notify-group multicast-group-ip
例：

同じデータセンター サイト内の他の LISP-VM ルータでも動的 EID
の場所を特定できるようにするため、これらのルータにMap-Notify
メッセージを送信するように検出 LISP-VM ルータを設定します。

switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-notify-group 239.1.1.254

（注）

map-server map-server-address key
key-type-authentication-key

このルータが EID-RLOC マッピングを登録する先の LISP Map
Server の IP アドレスを設定します。

LISP のダイナミック EID サイトがマルチ ホーム接続さ
れている場合、トラフィックを処理するか、または両方
の xTR によりロード バランシングできるように、1 つの
ETR によるダイナミック EID 検出により、同じサイト
の 2 番めの ETR に通知する必要があります。 この場合、
map-notify-group コマンドを使用して、マルチキャスト
グループ IP を使用したダイナミック EID マップを設定
します。 ダイナミック EID が検出されると、このアド
レスを使用して、同じ LISP またはデータセンター サイ
トに属する他のすべての ETR に対して ETR から
map-notify メッセージが送信されます。 この通知メッ
セージの存続可能時間（TTL）値は 1 に設定されます。
このマルチキャスト グループ IP アドレスは、ネットワー
クにすでに使用中であるアドレス以外のユーザ定義のア
ドレスにすることができます。

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-server 10.1.1.1 key
some-password
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-server 10.1.1.1 proxy-reply

ステップ 7

exit

コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
exit

ステップ 8

interface interface-name

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。

例：

interface-name 値は、ダイナミック EID がローミング（着信または
発信）すると予測されるインターフェイスの名前です。

switch(config)# interface Ethernet
2/0

ステップ 9

lisp mobility dynamic-eid-map-name
例：

ローミング イベントが発生するとダイナミック EID を検出するよ
うに、ステップ 7 で先に設定したインターフェイスを設定しま
す。

switch(config-if)# lisp mobility
Roamer-1

ステップ 10

ip proxy-arp

インターフェイスをプロキシ ARP に設定します。

例：
switch(config-if)# ip proxy-arp
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

exit

コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-if) exit

ステップ 12

show lisp dynamic-eid [summary]

（任意）検出された LISP のダイナミック EID の要約を表示しま
す。

例：
switch # show lisp dynamic-eid
summary

ステップ 13

copy running-config startup-config

（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。

例：
switch # copy running-config
start-up-config

関連トピック
サブネット間の VM-Mobility, （27 ページ）

VM-Mobility の HSRP の設定
LISP VM-Mobility の HSRP を設定できます。

はじめる前に
• LISP 機能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。
• VLAN インターフェイス機能と HSRP 機能をイネーブルにしたことを確認します。
• 拡張サブネット モードでは、ローカライズされたデフォルト ゲートウェイの機能を使用可
能にするために、サイト間の HSRP hello をフィルタリングする必要があります。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interface vlan-id
3. ip ip-address
4. hsrp id
5. （任意） mac-address virtual-mac-address
6. （任意） ip virtual-ip-address
7. （任意） show lisp dynamic-eid [summary]
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interface vlan-id

VLAN インターフェイス（SVI）を設定し、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。

例：
switch(config)# interface VLAN 10
switch(config-if)#

ステップ 3

ip ip-address

IPv4 アドレスを設定します。 このアドレスはドット付き 10 進表
記です。

例：
switch(config-if)# ip 10.3.3.5/24

ステップ 4

hsrp id
例：
switch(config-if)# hsrp 100
switch(config-if-hsrp)#

ステップ 5

mac-address virtual-mac-address
例：
switch(config-if-hsrp)#
mac-address 0000.0E1D.010C

この VLAN インターフェイスの HSRP を設定し、インターフェ
イス HSRP コンフィギュレーション モードを開始します。
LISP-VM-Mobility を LAN 機能拡張と組み合わせて使用する場合
は、VLAN が機能拡張されているすべてのサイトにわたって常
に同じ HSRP ID を使用することを推奨します。 これにより、す
べてのサイト内の HSRP ゲートウェイに対して同じ MAC アドレ
スが使用されることが保証されます。 異なる HSRP ID が使用さ
れた場合は、次に示すように mac-address を手動で設定する必要
があります。
（任意）
HSRP 仮想 MAC アドレスを設定します。 このアドレスは、すべ
てのサブネットにわたって同じである必要があります。 このコ
マンドは、サブネット間で LISP-VM-Mobility を使用する場合は
必要ですが、LISP VM-Mobility を LAN 機能拡張と組み合わせて
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コマンドまたはアクション

目的
使用する場合や、HSRP ID が異なるサイトにわたって一定に維
持されている場合は必要でない可能性があります。

ステップ 6

ip virtual-ip-address

（任意）
HSRP 仮想 IP アドレスを設定します。 このコマンドは拡張 VLAN
に必須であり、このアドレスは、拡張 VLAN 内のすべてのサイ
ト内で同じである必要があります。

例：
switch(config-if-hsrp)# ip
10.3.3.1

ステップ 7

（任意）
検出されたダイナミック EID のサマリーを表示します。

show lisp dynamic-eid [summary]
例：
switch(config-if-hsrp)# show lisp
dynamic-eid summary

ステップ 8

copy running-config startup-config
例：

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

その他の関連資料
ここでは、LISP の実装に関する追加情報について説明します。

RFC
RFC

タイトル

draft-ietf-lisp-07

Locator/ID Separation Protocol（LISP）
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-07

draft-ietf-lisp-alt-04

LISP 代替トポロジ（LISP+ALT）
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-alt-04

draft-ietf-lisp-interworking-01

IPv4 と IPv6 によるインターワーキング LISP
http://tools.ietf.org/html/
draft-ietf-lisp-interworking-01

draft-ietf-lisp-lig-00

LISP Internet Groper（LIG）
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-lig-00
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LISP VM-Mobility
標準

RFC

タイトル

draft-ietf-lisp-ms-05

LISP Map-Server
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-ms-05

標準
標準

タイトル

このリリースによってサポートされる新しい規
格や変更された規格はありません。

MIB
MIB

MIB リンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco NX-OS ソフ
トウェア リリース、およびフィーチャ セット
の MIB を検索してダウンロードする場合は、
次の URL にある Cisco MIB Locator を使用しま
す。http://www.cisco.com/go/mibs

LISP の機能の履歴
表 5：LISP の機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

LISP-ALT の機能

5.2(3)

この機能は他の LISP 機能を設定するために必
要はありません。

Locator/ID Separation Protocol
（LISP）

5.2(1)

この機能が導入されます。
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LISP の設定の制限値
• LISP の設定の制限値, 39 ページ

LISP の設定の制限値
設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。
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LISP の設定の制限値
LISP の設定の制限値
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