
ローカルポリシーベースルーティングの設

定
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて

いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。
このモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリ

ストについては、「新規および変更された情報（New and Changed Information）」の章または以下
の「機能の履歴」表を参照してください。
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ローカルポリシーベースルーティングに関する情報
ローカルポリシーベースルーティングを使用すると、IPv6トラフィックフローに定義済みのポ
リシーを設定し、ルーティングプロトコルから派生したルートへの依存を弱めることができま

す。ローカルポリシーベースルーティングを備えたインターフェイスで受信されたすべてのパ

ケットは、ルートマップに設定されます。ルートマップでは、パケットの転送先を決定するポ

リシーを記述します。

ルートマップは match文および set文からなり、許可または拒否を指定できます。文の解釈は次
のとおりです。

•パケットがあらゆるルートマップと一致する match文の場合、すべての set文が適用されま
す。そのアクションの 1つに、ネクストホップの選択が含まれます。

•文に拒否が指定されている場合、一致基準を満たすパケットは標準のフォワーディングチャ
ネルを通じて送り返され、宛先ベースルーティングが実行されます。

文に許可が指定されていて、パケットがいずれのルートマップ文にも一致しない場合、そのパ

ケットは通常の転送チャネルを介して返送され、宛先ベースのルーティングが実行されます。

ルートマップ

ルートマップは、ルートの再配布またはポリシーベースルーティングに使用できます。ルート

マップエントリは、一致基準および設定基準のリストからなります。一致基準では、着信ルート

またはパケットの一致条件を指定します。設定基準では、一致基準を満たした場合のアクション

を指定します。

同じルートマップに複数のエントリを設定できます。これらのエントリには、同じルートマッ

プ名を指定し、シーケンス番号で区別します。

一意のルートマップ名の下に 1つまたは複数のルートマップエントリをシーケンス番号に従っ
て並べ、ルートマップを作成します。ルートマップエントリのパラメータは、次のとおりです。

•シーケンス番号

•アクセス権：許可または拒否

•一致基準

•設定変更

ルートマップではデフォルトで、最小のシーケンス番号から順にルートまたは IPパケットが処理
されます。 continue文を使用すると、次に処理するルートマップエントリを決定できるので、別
の順序で処理するようにルートマップを設定できます。
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一致基準

さまざまな基準を使用して、ルートマップのルートまたは IPパケットを照合できます。ルート
マップに従ってルートまたはパケットを処理する場合、Cisco NX-OSは設定されている個々の
match文とルートまたはパケットを比較します。ルートまたはパケットが設定されている基準と
一致した場合、CiscoNX-OSはルートマップ内で一致するエントリに対する許可または拒否設定、
および設定されている設定基準に基づいて、このルートやパケットを処理します。

一致のカテゴリおよびパラメータは、次のとおりです。

• IPアクセスリスト：（ポリシーベースルーティングの場合のみ）送信元または宛先 IPアド
レス、プロトコル、または QoS（Quality of Service）パラメータに基づく一致

設定変更

ルートまたはパケットがルートマップエントリと一致すると、設定した 1つまたは複数の set文
に基づいて、そのルートまたはパケットを変更できます。

設定変更は次のとおりです。

•ポリシーベースルーティングのみ：インターフェイスまたはデフォルトネクストホップア
ドレスの変更

ライセンスの要件
QoS機能にライセンスは必要ありません。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。

仮想デバイスコンテキスト（VDC）の使用には Advanced Servicesライセンスが必要です。

NX-OSライセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS LicensingGuide』を参照してください。

ローカルポリシーベースルーティングの前提条件
ローカルポリシーベースルーティングの前提条件は、次のとおりです。

•有効なライセンスをインストールします。

•ローカルポリシーベースルーティングをイネーブルにする必要があります（「ポリシーベー
スルーティング機能のイネーブル化」の項を参照）。

•インターフェイスに IPアドレスを割り当て、インターフェイスをアップにしてから、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上で適用します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド
3

ローカルポリシーベースルーティングの設定

一致基準



• VDCを設定する場合は、適切なライセンスをインストールし、目的のVDCを入力します（設
定情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context ConfigurationGuide』
を、ライセンス情報については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照）。

注意事項と制約事項
ローカルポリシーベースルーティングの設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

•ローカルポリシーベースルーティングのルートマップでは、1つのルートマップ文にmatch
文または set文を 1つだけ指定できます。

• matchコマンドで、ローカルポリシーベースルーティング用ルートマップの複数の ACLを
参照できません。

•ローカルポリシーベースルーティングのルートマップで使用するACLには、deny文を含め
ることができません。

•インターフェイスが同じ仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスに所属している
場合は、ローカルポリシーベースルーティング対応のさまざまなインターフェイス間で、

同じルートマップを共有できます。

•ローカルポリシーベースルーティングのポリシーでネクストホップとしてのトンネルイン
ターフェイスを介したトンネルインターフェイスまたは IPアドレスの設定はサポートされ
ません。

ローカルポリシーベースルーティングのデフォルト設定

表 1：デフォルトのローカルポリシーベースルーティングの設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルローカルポリシーベースルーティング

ローカルポリシーベースルーティングの設定

ルートマップの設定

ルートマップは、ルートの再配布またはルートフィルタリングに使用できます。ルートマップ

には、複数の一致基準と複数の設定基準を含めることができます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。switch# configure terminalステップ 1   

ルートマップを作成するか、または既存のルー

トマップに対応するルートマップコンフィギュ

switch(config)# route-map
map-name [permit | deny] [seq]

ステップ 2   

レーションモードを開始します。 seqを使用し
て、ルートマップエントリを順序付けます。

（任意）

ルートマップで次を処理するシーケンス文を決

定します。使用するのは、フィルタリングおよ

び再配布の場合だけです。

switch(config-route-map)#
continue seq

ステップ 3   

（任意）

ルートマップコンフィギュレーションモードを

終了します。

switch(config-route-map)#exitステップ 4   

（任意）

この設定変更を保存します。

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

ステップ 5   

ルートマップコンフィギュレーションモードで、オプションとして、ルートマップに次のmatch
パラメータを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

1つまたは複数の IPアクセスリス
トと照合。

switch(config-route-map)#match ipv6 address
ip access list number

ステップ 1   

ルートマップコンフィギュレーションモードで、ルートマップに対し次のオプションの set
precedenceパラメータを設定できます。
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手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ポリシーベースルーティング用の IPv6 precedenceを設定
します。オプションは次のとおりです。

[no] set precedence
{number | name}

ステップ 1   

• 0：routine

• 1：priority

• 2：immediate

• 3：flash

• 4：flash-override

• 5：critical

• 6：internet

• 7：network

この機能をディセーブルにする場合は、このコマンドの

no形式を使用します。

ポリシーベースルーティング機能のイネーブル化

ルートポリシーを設定する前に、ポリシーベースルーティング機能をイネーブルにしておく必要

があります。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。switch# configure terminalステップ 1   

ポリシーベースルーティング機能をイネーブ

ルにします。

switch(config)# [no] feature pbrステップ 2   

この機能をディセーブルにする場合は、この

コマンドの no形式を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能

を表示します。

switch(config)# show featureステップ 3   

（任意）

この設定変更を保存します。

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

ステップ 4   

ローカルルートポリシーの設定

ローカルポリシーベースルーティングのルートマップは、ルーティングポリシーを割り当てる

ために使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。switch# configure terminalステップ 1   

ポリシーベースルーティング機能をイネーブ

ルにします。

switch(config)# feature pbrステップ 2   

ローカル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)# [no] ipv6 local
policy route-map map-name

ステップ 3   

この機能をディセーブルにする場合は、この

コマンドの no形式を使用します。

（任意）

ポリシーに関する情報を表示します。

switch(config)# show ipv6 local
policy

ステップ 4   

（任意）

この設定変更を保存します。

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

ステップ 5   

ローカルポリシーベースルーティングの設定確認
ローカルポリシーベースルーティングの設定を表示するには、次のタスクを実行します。
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目的コマンド

ローカル IPv6ポリシーに関する情報を表示し
ます。

show ipv6 local policy

ルートマップの情報を表示します。show route-map name

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of
Service Command Reference』を参照してください。

ローカルポリシーベースルーティングの設定例
次に、インターフェイス上で単純なローカルルートポリシーを設定する例を示します。

feature pbr
route-map Testmap, permit, sequence 10
ip address 10
ip next-hop
ip precedence: internet

ローカルポリシーベースルーティングの機能履歴
以下の表に、このマニュアルで取り上げる新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポー

トされているリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべて

の機能がサポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://
tools.cisco.com/bugsearch/のBug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノー
トを参照してください。

表 2：ローカルポリシーベースルーティングの機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。6.2(2)ローカルポリシーベース

ルーティング
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