
VXLAN フラッディングとラーニングの設定
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VXLAN に関する情報

VXLAN と vPC の概要
vSwitchはハイパーバイザ VLANを介して vPCに二重接続できます。L1および L2の VTEPは同
じ IPアドレスで識別されます。vPCは、East-Westトラフィック（物理サーバから vSwitchの背後
にあるVMへのトラフィック）に対してアクティブ/アクティブであり、ノースサウストラフィッ
クからのパケットに対して選択したフォワーダではアクティブ/スタンバイです。

アクティブ/アクティブスキーム：

•両方のスイッチが VXLANトンネル（アクセス側）と物理サーバの間でカプセル化とカプセ
ル化解除を実行します。重複コピーを防ぐために、VSLビットを使用しています。

•スイッチのハイパーバイザ VLANに届いたパケットは、ピアリンクを経由して他のピアに
ブリッジされます。カプセル化解除されたコピーは、ピアリンクを通過できなくなります

（予約済みの ftagCBLスキームを使用）。両方のスイッチがローカルにハイパーバイザVLAN
をブリッジし、カプセル化を解除して、テナント VNIにブリッジします（VSLビットによ
り、重複コピーが vPCレッグに送信されるのを防ぎます）。

•物理サーバからテナント VNIに届いたパケットは、vPCピアにブリッジされます。VXLAN
トンネルでカプセル化されたコピーは、LTL+1ロジックを使用して、ピアリンクの通過がブ
ロックされます。
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アクティブ/スタンバイスキーム：

•ハードウェアには、両方のスイッチとノースの間でのパケットの送受信を防ぐメカニズムが
存在しないため、PIMによって vPCピアのいずれかがフォワーダとして選択されます。

VXLAN レイヤ 2 ゲートウェイ
VXLANレイヤ 2ゲートウェイは、同じ VNIにある vSwitchの背後にある物理サーバと VM間の
トラフィックをブリッジします。

• Cisco Nexus 7000への vSwitchの接続は、ハイパーバイザ VLANと呼ばれる VLANを通り、
レイヤ 2ポート経由で行われます。VXLANゲートウェイの要件の 1つは、ハイパーバイザ
VLANでレイヤ 3を有効にし（SVIを設定）、コア VRFのメンバーであることです。

•物理サーバからのトラフィックは、VSIの設定を使用してセグメント（VNI）にマッピング
されます。

• vSwitchの背後にある VMからのトラフィックは、属しているサーバからの VNI情報ととも
に VXLAN形式でカプセル化されます。VNIは、物理サーバと仮想サーバの両方が一部であ
るブリッジドメインを特定します。

• vSwitchからのパケットの場合、レイヤ 2 VXLANゲートウェイでVXLANヘッダーが削除さ
れ、ブリッジドメインが特定されてから、パケットが物理サーバにブリッジングされます。

同様に、物理サーバが vSwitchの背後にある VMと通信する場合、VXLANヘッダーに適切
な VNI情報が追加されてから、vSwitchに送信されます。

• VXLANでは、ブロードキャスト、Unknownユニキャスト、およびマルチキャスト（BUM）
トラフィックに対してコントロールマルチキャストグループが使用されます。コントロー

ルマルチキャストグループは、vSwitchで設定されている場合、ハイパーバイザVLAN上の
CiscoNexus 7000スイッチに IGMPレポートを送信します。この結果、ハイパーバイザVLAN
上のコントロールマルチキャストグループのレイヤ 2マルチキャストステートが作成され
ます。ハイパーバイザVLANはコアVRFで有効になっているレイヤ 3であるため、PIM join
がトリガーされ、レイヤ 3マルチキャストステートが作成されます。そのため、BUMトラ
フィックは、レイヤ 2マルチキャストブリッジングを介してローカルに接続されている
vSwitch、およびレイヤ 3マルチキャストルーティングを介してレイヤ 3クラウドの背後に
あるリモート vSwitchにブリッジされます。

VXLAN レイヤ 3 ゲートウェイ
レイヤ 3 VXLANゲートウェイでは、異なる VNI間でのルーティングが可能です。Cisco Nexus
7000は、内部の VNIルーティングを行う完全なレイヤ 3ルーティングボックスとして設置、ま
たはレイヤ 2 VXLANゲートウェイ機能とともに設置できます。レイヤ 3 VXLAN機能を有効にす
るには、BDIをテナント VNIで設定し、テナント VRFをコア VRFとは異なる設定にする必要が
あります。
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同じテナントに属しているすべての VM、物理サーバ、および VNIは互いに通信できます。VNI
経由でルーティングする必要があるパケットはすべて、外部 IPをレイヤ 3ゲートウェイ IPに設
定し、内部DMACをレイヤ 3ゲートウェイMACに設定して、レイヤ 3ゲートウェイスイッチに
送信する必要があります。

図 1：レイヤ 2 VXLAN トポロジ

制限付きのレイヤ 3ゲートウェイ機能の意味は次のとおりです。

•レイヤ 3ゲートウェイが中央にあるため、ホストの到達可能性情報をアドバタイズするため
に制御プロトコルを実行する必要がありません。レイヤ 3ゲートウェイは、パケットを受信
すると、レイヤ3のヘッダー情報を確認して、パケットを宛先のサブネット/VNIにルーティ
ングしますが、パケットを転送する必要がある実際のリモートスイッチはレイヤ 2レベルで
解決（データプレーンラーニングを介して実行）されます。

図 2：レイヤ 2 ゲートウェイパケットヘッダー（VM31-PII）

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS VXLAN 構成ガイド
3

VXLAN フラッディングとラーニングの設定
VXLAN レイヤ 3 ゲートウェイ



たとえば、前述の図では、VM31（1.1.1.x）から P12（2.2.2.x）へのパケットは、レイヤ 3レベル
で解決されて、SVI_VNI_20.20に送信されます。ルーティング後、宛先ホストに関与する宛先
VTEPはレイヤ 2レベルで特定されます。2つのケースを検討してみます。

1 レイヤ 3ゲートウェイ機能を実行し、レイヤ 2ゲートウェイ機能を実行しないスイッチ、つま
り、データプレーンラーニングに参加するスイッチは、マルチキャストツリーを介してすべ

てのレイヤ 2ゲートウェイにルーティング後のパケットをフラッディングする必要がありま
す。

2 レイヤ 3ゲートウェイおよびレイヤ 2ゲートウェイ機能を実行するスイッチは、レイヤ 2レベ
ルで宛先 VTEPを解決し、スイッチ自体が正しい VTEPにパケットを転送できます。

レイヤ 2ゲートウェイおよびレイヤ 3ゲートウェイ機能は、構成（レイヤ 3ゲートウェイが、VNI
に対応するブリッジドメインのBDIを設定することで実現されている）の観点からは緊密に統合
されているため、ケース（1）は Cisco Nexus 7000には適用されず、ケース（2）のみサポートさ
れます。

集中型レイヤ 3ゲートウェイが存在するため、複数の VNIを経由してルーティングする必要があ
るマルチキャストパケットは、複数回（VNIごとに 1回）複製する必要があります。

図 3：レイヤ 3 ゲートウェイパケットヘッダー（VM31-P12）

前述の例では、P12と P13は VM31から開始されるトラフィックに関与するため、レイヤ 3ゲー
トウェイは、パケットのコピーを 2つ送信する必要があります（1つはVNI 20.20向け、もう 1つ
は VNI 30.30向け）。

また、VNIとレイヤ3インターフェイス間のルーティングは、レイヤ3ゲートウェイに対してロー
カルであるインターフェイスに対してのみサポートできます（ローカルのレイヤ 3インターフェ
イスが VNIと同じテナント VRFに設定されていると仮定した場合）。つまり、前述の図では、
P44が VM31からのトラフィックに関与する場合、レイヤ 3ゲートウェイではそのインターフェ
イス向けのパケットを複製できません。これは、レイヤ 3ゲートウェイ（スパイン）とリーフ 2
の間の接続はコアVRFにあり、P44インターフェイスはテナントVRFにあるためです。考えられ
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る 1つのソリューションは、リーフスイッチとスパイン（レイヤ 3ゲートウェイ）スイッチ間に
別々のレイヤ 3接続を作成し、すべてをテナント VRFに設定し、そのテナント VRFに対して
OSPF（または IS-IS）を実行し、PIMを実行してツリーに沿ってマルチキャストトラフィックを
取り出すことです。

VXLAN の注意事項と制約事項
VXLANには、次の注意事項と制限事項があります。

• VDCごとに 4つの VTEPインターフェイスがサポートされます。リモート VTEPの総数は
VDCごとに 1000です。

• VDCごとに 1000 VNIが許可されます。

•システムごとに 1000 BDIが許可されます。

• VPC VXLANゲートウェイではアンダーレイでの双方向はサポートされていません。

•サポートされる IPv4ユニキャストルートの数は 64000で、マルチキャストルートと共有さ
れます。

• IPv4マルチキャストグループの数は、ソフトウェアの制限により 32000です。

•学習されるMACアドレス（ローカルMACとリモートMAC）の最大数は、F3 ASICごとに
64000です（F3 MACテーブルのサイズは 64000）。

• VTEPトンネルインターフェイスでの IGMPスヌーピングを使用した VXLANはサポートさ
れています。ip igmp snooping disable-nve-static-router-portをグローバルまたは VLANごと
に設定して、スヌーピングの状態を動的に学習できます。

•コントロールプレーンを使用した入力の複製を伴う VXLANはサポートされていません。

•異なる VNIセグメントにある VSIポート間で、レイヤ 3エンドツーエンドのトラフィック
（パケットの最大サイズは 9192）を送信できます。

• MTUパケットのサイズが9192より大きい場合、レイヤ3トラフィックはドロップされます。

•内部 VLANサービスクラス（CoS）は、VXLAN内で入力から出力方向に伝播する必要があ
ります。カプセル化する側では、CoSの値は外部の Differentiated Services Code Point（DSCP;
DiffServコードポイント）にコピーされ、カプセル化を解除する側では、DSCP QOSが出力
の VLAN COSにコピーされます。

• vPCピアリンクでは、VXLANが有効になっているグローバル VLANとブリッジドメイン
の両方を伝送できます。

• VXLANのブリッジドメインでのMLDスヌーピングはサポートされていません。

• VTEPトンネルでの ACLおよび QoSはサポートされていません。

•レイヤ 3 VXLANゲートウェイはサポートされています。

• VXLANでの PVLANはサポートされていません。
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• VXLANが有効になっている場合、OTVによるVLAN/VNI、VPLS、NV-GRE、およびレイヤ
2 LISPの拡張は、F3 ASICにおけるハードウェアの制限によりサポートされません。

• VXLANでのレイヤ 2 MPLSネットワークの直接的な拡張はサポートされていません。レイ
ヤ 2MPLSは、転送の制限により、いったん終了させ、VXLAN拡張用のCEポートとして接
続する必要があります。

• IPGREとの相互運用はサポートされていません。

•レイヤ 3 LISPとの相互運用はサポートされていません。

• F3SPAN機能は、L3出力マルチキャストパケットのスパンニングをサポートしていません。

• NetFlowは VTEPインターフェイスではサポートされていません。

• VXLAN対応ブリッジドメインでの NetFlowはサポートされていません。

• FEXポートは、VXLAN対応ブリッジドメインのエッジポートとしてはサポートされていま
せん。

• VXLANを使用したグローバル VLANの拡張はサポートされていません。

• BPDUは VTEPトンネル経由では送信されません。

•コアでのレイヤ 3マルチキャスト - SSMはサポートされていません。

• VXLAN関連の変更に対するMIB/XMLのサポートはサポートされていません。

• IPv6ヘッダーを持つ外部ヘッダーの VXLANカプセル化はサポートされていません。

• VXLAN vPCのセットアップでは、RPは L3コアネットワークに設定する必要があります。
L3コアが介在しない、L2ゲートウェイと vPC L3ゲートウェイ間での直接接続はサポートさ
れていません。

• Any SourceMulticast（ASM）はサポートされています。双方向 PIMはサポートされていませ
ん。

• Vn-segment Service Instance（VSI）のための物理ポート vPCはサポートされていません。

•次のインターフェイス NVEカウンタがサポートされています。

◦送信したユニキャストとマルチキャストのパケット数とバイト数

◦受信したユニキャストとマルチキャストのパケット数とバイト数

• NVEトンネルインターフェイスの SPANはサポートされていません。

•コアのEqual CostMultipath（ECMP;等コストマルチパス）は、内部パケット（DMAC、送信
元MAC）の組み合わせに基づいています。

•最大 64個のMSTインスタンスがサポートされます。

• MSTの拡張制限は、1次元セットアップでは 30万論理ポートです。

• vPCピアリンクフラップの場合、MACアドレスはオーファンポートと vPCポートに対して
フラッシュされます。エンドポイントでは、再 ARPが必要です。
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•インターフェイスごとに、32個の VSIカプセル化プロファイルがサポートされます。

• SSMはサポートされていません。

•双方向マルチキャストモードは vPCではサポートされていません。

• IGMPスヌーピングレイヤ 2マルチキャストMACルックアップモードはサポートされてい
ません。

•マルチキャストの IPv6はサポートされていません。

•ハイパーバイザ VLANは、通常の VLANおよびトランクまたはアクセスポートの設定を使
用して設定できます。

• vPCピアリンクでは、VXLANが有効になっているグローバル VLANとブリッジドメイン
の両方を伝送できます。

VXLAN 展開の考慮事項
• source-interface configコマンドを使用する場合は、ループバックアドレスが必要です。ルー
プバックアドレスは、ローカル VTEP IPを表します。

•ネットワーク仮想化エンドポイント（NVE）の送信元ループバックアドレスの場合、両方の
vPCピアでセカンダリアドレスは同一であり、プライマリアドレスは異なっている必要があ
ります。

•コアで IPマルチキャストのルーティングを確立するには、IPマルチキャストの設定、PIM
の設定、および RPの設定が必要です。

• VTEP to VTEPユニキャストの到達可能性は、いずれかの IGPプロトコルを介して設定でき
ます。

• VXLANフラッディングおよびラーニングモードでは、VXLAN VLANのデフォルトゲート
ウェイは外部ルーティングデバイスでプロビジョニングする必要があります。

BGPEVPNでは、すべてのVTEPでエニーキャストゲートウェイ機能を使用することを推奨
します。

• VTEPデバイスの IPアドレスを変更する場合のベストプラクティスとして、NVEインター
フェイスをシャットダウンしてから IPアドレスを変更します。

•ベストプラクティスとして、マルチキャストグループのRPはスパインレイヤ上でのみ設定
してください。RPのロードバランシングと冗長性には、エニーキャストRPを使用します。

•スケールセットアップでは、HSRPアグレッシブタイマーを設定しないでください。

次は、スパインでのエニーキャスト RPの設定例です。

ip pim rp-address 1.1.1.10 group-list 224.0.0.0/4
ip pim anycast-rp 1.1.1.10 1.1.1.1
ip pim anycast-rp 1.1.1.10 1.1.1.2
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（注） • 1.1.1.10は、エニーキャスト RPセットに参加している、すべての RPに
設定されているエニーキャスト RPの IPアドレスです。

• 1.1.1.1は、ローカル RP IPです。

• 1.1.1.2は、ピア RP IPです。

VXLAN 展開に対する vPC の考慮事項
• NVEを、レイヤ 3プロトコルで必要な他のループバックアドレスとは別のループバックア
ドレスにバインドします。VXLANに対して専用のループバックアドレスを使用することが
ベストプラクティスです。

• NVEで使用されるループバックアドレスは、プライマリ IPアドレスとセカンダリ IPアドレ
スを持つように設定する必要があります。

•セカンダリ IPアドレスは、VXLANのすべてのトラフィック（マルチキャストおよびユニ
キャストカプセル化トラフィックを含む）に使用されます。

• VPCピアの設定は、以下の内容と同一である必要があります。

◦ブリッジドメインからの一貫性のある VNIマッピング。

◦同じループバックインターフェイスへの一貫性のある NVEバインディング。

◦同じセカンダリ IPアドレスを使用する。

◦異なるプライマリ IPアドレスを使用する。

◦ NVEインターフェイスからの一貫性のある VNIマッピング。

◦グループへの一貫した VNIマッピング。

•マルチキャストでは、RP（ランデブーポイント）から（S, G）joinを受け取る VPCノード
がDF（指定フォワーダ）になります。DFノードでは、マルチキャストに対してカプセル化
のルートがインストールされます。

カプセル化解除のルートは、VPCプライマリノードと VPCセカンダリノード間でのカプセ
ル化解除ノードの選択に基づいてインストールされます。カプセル化解除の選択で優先され

るのは、RPまたは送信元へのコストが最小のノードです。ただし、RPへのコストが両方の
ノードで同じである場合は、vPCプライマリノードが選択されます。

カプセル化解除の選択で優先されるノードに、カプセル化解除マルチキャストルートがイン

ストールされます。他のノードには、カプセル化解除のルートはインストールされません。

• VPCデバイスで、ホストからの BUMトラフィック（ブロードキャスト、Unknownユニキャ
スト、およびマルチキャストトラフィック）が vPCピアリンクに複製されます。すべての
ネイティブパケットのコピーが作成され、各ネイティブパケットは、ピア vPCスイッチに
接続されたオーファンポートを提供する vPCピアリンクを介して送信されます。
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VXLANネットワークでのトラフィックループを防止するために、vPCピアリンクに入力さ
れるネイティブパケットは、アップリンクに送信できません。ただし、ピアスイッチがカ

プセル化ノードである場合は、コピーされたパケットがvPCピアリンクを通過してアップリ
ンクに送信されます。

• vPCピアリンクがシャットダウンしている場合、ループバックのプライマリアドレスが、両
方の vPCスイッチによるカプセル化のための送信元 IPアドレスとして使用されます。

VPCセカンダリに接続されているオーファンでは、vPCピアリンクがシャッ
トダウンしている間にトラフィックの損失が発生します。これは、従来のVPC
セットアップのセカンダリ VPCにおけるレイヤ 2オーファンに類似していま
す。

（注）

• vPCピアリンクがシャットダウンしていない場合、NVEループバックのセカンダリアドレ
スが使用されます。

• VPCの場合、ループバックインターフェイスには、プライマリ IPアドレスとセカンダリ IP
アドレスの 2つの IPアドレスがあります。

プライマリ IPアドレスは一意で、レイヤ 3プロトコルで使用されます。

インターフェイス NVEは VTEP IPアドレスにセカンダリ IPアドレスを使用するため、ルー
プバック上のセカンダリ IPアドレスは必須です。セカンダリ IPアドレスは、vPCの両方の
ピアで同じにする必要があります。

• VPCピアゲートウェイ機能は、両方のピアで有効にする必要があります。

ベストプラクティスとして、vPCトポロジのコンバージェンスを改善するために、peer-switch、
peer gateway、ip arp sync、ipv6 nd sync設定を使用します。

次に、VPCの設定の例（ベストプラクティス）を示します。

switch# sh ru vpc

version 6.1(2)I3(1)
feature vpc
vpc domain 2
peer-switch
peer-keepalive destination 172.29.206.65 source 172.29.206.64
peer-gateway
ipv6 nd synchronize
ip arp synchronize

• VPCペアでは、いずれかの VPCノードで NVEまたは NVEループバックをシャットダウン
する設定はサポートされていません。これは、一方の NVEがシャットダウンまたは一方の
ループバックがシャットダウンしている場合のトラフィックフェイルオーバーはサポートさ

れていないことを意味します。

•マルチキャストロードバランシングおよびRPの冗長性のためにネットワークで設定される
冗長エニーキャスト RPは、vPC VTEPトポロジでサポートされます。
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•次は、PIMが有効な SVIの例です。

swithch# sh ru int BDI3

interface BDI3
description special_svi_over_mct
no shutdown
ip address 30.2.1.1/30
ip pim sparse-mode

swithch# sh ru int BDI3

interface BDI3
description special_svi_over_vPC peer-link no shutdown
ipv6 address FE80::290:27FF:FE8C:B709
ip pim sparse-mode

SVIは両方の vPCピアで設定し、PIMを有効にする必要があります。（注）

•ベストプラクティスとして、エニーキャスト VPC VTEPのセカンダリ IPアドレスを変更す
る場合は、VPCプライマリとVPCセカンダリの両方のNVEインターフェイスをシャットダ
ウンしてから、IPを変更する必要があります。

VXLAN 展開に対するネットワークの考慮事項
•転送ネットワークのMTUサイズ

MAC-to-UDPのカプセル化に起因して、VXLANは元のフレームに 50バイトのオーバーヘッ
ドを導入しています。このため、転送ネットワークの最大転送単位（MTU）は 50バイト増
やす必要があります。オーバーレイで 1500バイトのMTUを使用する場合、転送ネットワー
クは、最低でも 1550バイトのパケットに対応できるように設定する必要があります。オー
バーレイアプリケーションで 1500バイトを超えるフレームサイズを頻繁に使用する場合
は、転送ネットワークでジャンボフレームのサポートが必要になります。

•転送ネットワークの ECMPおよび LACPハッシュアルゴリズム

前のセクションで説明したように、Cisco Nexus 7000シリーズスイッチは、転送ネットワー
クの ECMPおよび LACPハッシュに対する送信元 UDPポートのエントロピーレベルを導入
しています。この実装を強化する方法として、転送ネットワークは ECMPまたは LACPの
ハッシュアルゴリズムを使用します。これらのアルゴリズムはハッシュの入力として UDP
送信元ポートを使用し、これにより VXLANのカプセル化されたトラフィックに対して最適
なロードシェアリングを実現します。

•マルチキャストグループの拡張

Cisco Nexus 7000シリーズスイッチの VXLANの実装では、ブロードキャスト、未知のユニ
キャスト、およびマルチキャストトラフィックの転送に対してマルチキャストトンネルを

使用します。マルチキャスト転送を提供するには、1つの VXLANセグメントを 1つの IPマ
ルチキャストグループにマッピングする方法が理想的です。ただし、複数のVXLANセグメ
ントは、コアネットワーク内で 1つの IPマルチキャストグループを共有することが可能で
す。VXLANは、ヘッダーの 24ビット VNIDフィールドを使用して最大 1600万個の論理レ
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イヤ 2セグメントをサポートできます。VXLANセグメントと IPマルチキャストグループ間
の 1対 1マッピングにより、VXLANのセグメント数の増加に起因して、必要なマルチキャ
ストアドレス空間とコアネットワークデバイスのフォワーディングステートの量がパラレ

ルに増加します。ある時点で、転送ネットワークにおけるマルチキャストスケーラビリティ

が問題になることがあります。この場合には、複数の VXLANセグメントを 1つのマルチ
キャストグループにマッピングすると、コアデバイス上のマルチキャストコントロールプ

レーンのリソースが節約され、目的の VXLANのスケーラビリティを実現できるようになり
ます。ただしこのマッピングは、次善のマルチキャスト転送を犠牲にして実現されます。1
つのテナントのマルチキャストグループに転送されたパケットは、同じマルチキャストグ

ループを共有する他のテナントのVTEPに送信されます。このため、マルチキャストデータ
のプレーンリソースの使用が非効率的になります。したがってこのソリューションは、コン

トロールプレーンのスケーラビリティとデータプレーンの効率性との二者択一になります。

次善のマルチキャスト複製と転送を実現しているにも関わらず、複数テナントの VXLAN
ネットワークで 1つのマルチキャストグループを共有することで、テナントネットワーク
間のレイヤ 2分離に影響をもたらすことはありません。マルチキャストグループからカプセ
ル化されたパケットを受信すると、VTEPはパケットのVXLANヘッダー内のVNIDをチェッ
クし、検証します。VTEPは、不明な VNIDが見つかるとパケットを廃棄します。VNIDが
VTEPのローカル VXLAN VNIDのいずれかに一致する場合のみ、パケットを VXLANセグ
メントに転送します。別のテナントのネットワークはパケットを受信しません。したがっ

て、VXLANセグメント間の分離は低下しません。

コア VRF に関する考慮事項
コア VRFの設定に関する考慮事項は次のとおりです。

• VTEPデバイス：

◦ IPマルチキャストを有効にして、設定します。

◦ /32 IPアドレスで、ループバックインターフェイスを作成および設定します。

（vPC VTEPでは、プライマリおよびセカンダリの /32 IPアドレスを設定する必要があ
ります）

◦ループバックインターフェイスで IPマルチキャストを有効にします。

◦転送ネットワークで実行されるルーティングプロトコルを通じて、ループバックイン
ターフェイス /32アドレスをアドバタイズします。

◦アップリンクの出力物理インターフェイス上で IPマルチキャストを有効にします。

•転送ネットワーク全体：

◦ IPマルチキャストを有効にして、設定します。
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ISSU のサポート
以下は、VXLANフラッディングとラーニングの導入に対する ISSUのサポートの詳細です。

• Cisco NX-OS Release 6.2.10または 6.2.12を実行している Cisco Nexus 7000シリーズスイッ
チ。

• F2E、M2、および F3モジュール。

•仮想デバイスコンテキスト（VDC）のタイプ：

◦ F3のみ

◦ F3と F2、F3とM2

サポートされる ISSUの手順：

1 ISSUを Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1)にアップグレードします。

2 F3のみのVDCの場合、すべての L2/L3インターフェイスのデフォルトインターフェイスを設
定します。

3 F3のみの VDCまたはスイッチをリロードします。

4 F3のみの VDCで「feature nve」を有効にします。

5 VXLAN - VSI/NVEを設定します。

VXLAN の設定

VXLAN のイネーブル化

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。

configure terminalステップ 1   

VXLAN機能をイネーブルにします。[no] feature nv overlayステップ 2   

すべての VXLANブリッジドメインにグローバ
ルモードを設定します。

[no] feature vniステップ 3   

VNIの範囲を定義します。[no] member vni [range]ステップ 4   
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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

copy running-config
startup-config

ステップ 5   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

switch# configure terminal
switch(config)# feature nv overlay
switch(config)# feature vni
switch(config)# member vni 7000
switch(config)# copy running-config startup-config

VNI サービスインスタンスの設定

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。

configure terminalステップ 1   

仮想ネットワークのトラフィックをカプセル

化します。

encapsulation profile
vnivsi-range

ステップ 2   

Q-in-Q入力フレームをマッピングするための
一致基準を定義します。

dot1qvarvnivnidiステップ 3   

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。

interfacevarステップ 4   

サービスインスタンスを作成します。service instancenumvniステップ 5   

仮想ネットワークのトラフィックをカプセル

化します。

encapsulation profilevsi-rangeステップ 6   

次に、VNIサービスインスタンスの設定例を示します。

config t
encapsulation profile vni vsi_100_to_7000

dot1q 100 vni 7000
interface e1/1

service instance 1 vni
encapsulation profile vsi_100_to_7000
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VLAN から VNI へのマッピング

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。

configure terminalステップ 1   

VLANから VXLAN VNIにマッピングするための
ブリッジングを有効にします。

bridge-domainvlan-IDステップ 2   

VXLANをブリッジドメインにマッピングし、
vn-segmentサービスセグメントをブリッジドメイ
ンに関連付けます。

member vninumberステップ 3   

次に、カプセル化プロファイルを VNIにマッピングする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# bridge-domain 100
switch(config)# member vni 7000

VTEP および NVE インターフェイスの作成
NVEインターフェイスは、VXLANトンネルの終端となるオーバーレイインターフェイスです。

NVEインターフェイスの設定と送信元インターフェイス間のマッピングは一対一です。NVEで使
用される送信元インターフェイスは再使用できません。

次のように、NVE（オーバーレイ）インターフェイスを作成および設定できます。

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。

configure terminalステップ 1   

VXLANトンネルの終端となるVXLANオーバーレイイ
ンターフェイスを作成します。

interface nvexステップ 2   

スイッチでは4つのNVEインターフェイスの
み使用できます。指定できる値の範囲は 1～
4です。

（注）
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目的コマンドまたはアク

ション

送信元インターフェイスは、有効な /32 IPアドレスを持
つスイッチ上に設定されているループバックインター

source-interface
loopbacksrc-if

ステップ 3   

フェイスにする必要があります。この /32 IPアドレス
は、転送ネットワークの一時デバイスおよびリモート

VTEPによって認識される必要があります。これは、転
送ネットワークのダイナミックルーティングプロトコ

ルを介してアドレスを通知することによって、実現され

ます。

VXLAN VNI（仮想ネットワーク識別子）を NVEイン
ターフェイスと関連付けます。

member vnivni
[mcast-groupmcast-ip]

ステップ 4   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了します。

exitステップ 5   

ループバックインターフェイスを作成します。interface
loopbackif-number

ステップ 6   

設定済みのインターフェイスに IPアドレスを割り当て
ます。

ip addressaddressステップ 7   

インターフェイスに vrf member coreを作成します。vrf member coreステップ 8   

次に、VTEP/NVEインターフェイスの作成例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface nve 1
switch(config-if)# source-interface loopback 10
switch(config-if)# member vni 7000 mcast-group 225.1.1.1
switch(config-if)# member vni 8000 mcast-group 226.1.1.1
switch# configure terminal
switch(config)# interface loopback 10
switch(config-if)# ip address 10.1.1.1/32
switch(config-if)# vrf member core

vPC ピアリンクの設定

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。

configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interfacevarステップ 2   

スイッチ間のトランクを作成します。switchport mode trunkステップ 3   

vPCピアリンクを設定します。vpc peer-linkステップ 4   

次に、vPCピアリンクの設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface e1/10
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# vpc peer-link

VXLAN トンネル/ハイパーバイザ VLAN での L3 インターフェイスの設定

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。

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。

interfacevarステップ 2   

インターフェイスの IPアドレスを設定します。ip addressaddressステップ 3   

インターフェイスにvrfmember coreを作成しま
す。

vrf member coreステップ 4   

次に、VXLANトンネル/ハイパーバイザ VLANでの L3インターフェイスの設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface vlan 300
switch(config-if)# ip address 11.1.1.1/24
switch(config-if)# vrf member core
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IP クラウド接続用の L3 インターフェイスの設定

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。

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。

interfacevarステップ 2   

スイッチポートをディセーブルにします。no switchportステップ 3   

インターフェイスの IPアドレスを設定します。ip addressaddressステップ 4   

インターフェイスにvrfmember coreを作成しま
す。

vrf member coreステップ 5   

次に、IPクラウド接続用の L3インターフェイスの設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface e7/1
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip address 11.1.1.1/24
switch(config-if)# vrf member core

L3 ゲートウェイのテナントブリッジドメイン/VNI での L3 インターフェ
イスの設定

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。

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。

interfacebridge-domainnumberステップ 2   

インターフェイスの IPアドレスを設定します。ip addressaddressステップ 3   

VRFメンバーを設定します。vrf membertenantステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

HSRPグループを作成し、HSRPコンフィギュ
レーションモードを開始します。

hsrpvarステップ 5   

HSRPグループの仮想 IPアドレスを設定し、グ
ループをイネーブルにします。

ip addressaddressステップ 6   

別のブリッジドメインインターフェイスと

HSRPを設定するには、ステップ 1～ 5を繰り
返します。

次に、L3ゲートウェイのテナントブリッジドメイン/VNIでの L3インターフェイスの設定例示
します。

interface bridge-domain 100
ip address 50.1.1.2/24
vrf member tenant
hsrp 50

ip address 50.1.1.1

interface bridge-domain 200
ip address 60.1.1.2/24
vrf member tenant
hsrp 60
ip address 60.1.1.1

VXLANs のディセーブル化

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。configure terminalステップ 1   

EVPNコントロールプレーンをディセーブルにし
ます。

no nv overlay evpnステップ 2   

すべての VXLANブリッジドメインのグローバル
モードをディセーブルにします。

nofeature vniステップ 3   

VXLAN機能をディセーブルにします。nofeature nv overlayステップ 4   

VLANをマッピングするためのブリッジングをディ
セーブルにします。

nobridge-domainステップ 5   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

NVEインターフェイスからの VXLAN VNIを分離
します。

nomember vniステップ 6   

VLANがマッピングされる VXLANセグメント ID
を削除します。

novni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。

copy running-config
startup-config

ステップ 8   

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

関連するVXLANのテクニカルサポート情報を
表示します。

show tech-support vxlan

ロギングレベルを表示します。show logging level nve

関連する NVEのテクニカルサポート情報を表
示します。

show tech-support nve

NVEオーバーレイインターフェイスコンフィ
ギュレーションを表示します。

show run interface nvex

NVEオーバーレイインターフェイスステータ
スを表示します。

show nve interface nvex

NVEインターフェイスのすべてのカウンタを表
示します。

show interface nvex

NVEピアのステータスを表示します。show nve peers

ブリッジドメインの情報を表示します。show bridge-domain

VXLAN VNIの設定を表示します。show run vni
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目的コマンド

1つのインターフェイス内のNVEカウンタを表
示します。

show interface nve counters

対応する BDIの設定の概要を表示します。show interface bdi

すべての VNIの一覧を表示します。show vni x

マルチキャストルートテーブル内のマルチキャ

ストルートエントリに関する情報を表示しま

す。

show ip mroute

VXLANの宛先やUDPポートなどのVXLANパ
ラメータを表示します。

show nve VXLAN-params

NVEオーバーレイの内部詳細情報を表示しま
す。

show nve internal platform interface nve 1 detail

VXLANの宛先やUDPポートなどのVXLANパ
ラメータを表示します。

show nve vxlan-params
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設定例

VXLAN L2/L3 の設定例
次に、VXLANレイヤ 2/レイヤ 3の設定例を示します。

図 4：VXLAN レイヤ 2/レイヤ 3 の設定

VDC 1（リーフ 1）の設定
VDC 1の設定は、次のとおりです。

!Command: show running-config
!Time: Tue Aug 12 08:30:17 2014

version 7.1(0)D1(1)
power redundancy-mode ps-redundant
license grace-period
system bridge-domain 400-500

no system admin-vdc
vdc switch id 1
limit-resource module-type f3
allocate interface Ethernet6/3-6
allocate interface Ethernet7/1-2

vdc core id 2
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limit-resource module-type f3
allocate interface Ethernet6/1-2
allocate interface Ethernet7/3-4

vdc sec id 3
limit-resource module-type f3
allocate interface Ethernet7/5-10

vdc access1 id 4
limit-resource module-type f3
allocate interface Ethernet6/7-12
allocate interface Ethernet7/11-12

feature telnet
cfs eth distribute
feature ospf
feature pim
feature interface-vlan
feature hsrp
feature lacp
feature vpc
feature lldp
feature vni
vni 5000, 6000, 7000, 8000
feature nv overlay

copp profile strict
ip pim rp-address 33.33.33.33 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8
ip igmp snooping
vlan 1,200,300,1001
bridge-domain 400,450,455,500

spanning-tree vlan 200 priority 8192
spanning-tree bridge-domain 400,450,455,500 priority 8192
bridge-domain 400
member vni 5000

bridge-domain 450
member vni 7000

bridge-domain 455
member vni 8000

bridge-domain 500
member vni 6000

vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 172.22.40.1

vrf context tenant-a
ip pim rp-address 77.77.77.77 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vrf context tenant-b
ip pim rp-address 88.88.88.88 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vrf context vpc-keepalive
hardware forwarding unicast trace

vpc domain 1
peer-keepalive destination 7.7.7.2 source 7.7.7.1 vrf vpc-keepalive
peer-gateway
ipv6 nd synchronize
ip arp synchronize

encapsulation profile vni vsi_test
dot1q 50,55,100,105 vni 5000,6000,7000,8000

encapsulation profile vni vsi_vpc
dot1q 70,75,110,115 vni 5000,6000,7000,8000

encapsulation profile vni vsi_vpc2
dot1q 90,95,120,125 vni 5000,6000,7000,8000

interface Vlan1
no ip redirects

interface Vlan200
no shutdown
no ip redirects
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ip address 55.55.55.1/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
hsrp 200
ip 55.55.55.55

interface Vlan300
no shutdown
no ip redirects
ip address 66.66.66.1/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

interface port-channel1
vpc 1
service instance 1 vni
no shutdown
encapsulation profile vsi_vpc default

interface port-channel2
switchport
switchport mode trunk
vpc 2

interface port-channel100
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan tag exclude control
spanning-tree port type network
vpc peer-link

interface Bdi400
no shutdown
vrf member tenant-a
no ip redirects
ip address 1.1.1.1/24
ip pim sparse-mode
hsrp 40
ip 1.1.1.100

interface Bdi450
no shutdown
vrf member tenant-b
no ip redirects
ip address 30.30.30.1/24
ip pim sparse-mode
hsrp 43
ip 30.30.30.100

interface Bdi455
no shutdown
vrf member tenant-b
no ip redirects
ip address 40.40.40.1/24
ip pim sparse-mode
hsrp 44
ip 40.40.40.100

interface Bdi500
no shutdown
vrf member tenant-a
no ip redirects
ip address 4.4.4.1/24
ip pim sparse-mode
ip igmp query-interval 11
hsrp 50
ip 4.4.4.100

interface nve1
no shutdown
source-interface loopback0
member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1
member vni 6000 mcast-group 225.1.1.1
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member vni 7000 mcast-group 225.2.2.2
member vni 8000 mcast-group 225.2.2.2

interface Ethernet6/3
ip address 2.2.2.1/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
no shutdown

interface Ethernet6/4
channel-group 1 mode active
no shutdown

interface Ethernet6/5
no shutdown
service instance 1 vni
no shutdown
encapsulation profile vsi_test default

interface Ethernet6/6
switchport
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
no shutdown

interface Ethernet7/1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan tag exclude control
channel-group 100 mode active
no shutdown

interface Ethernet7/2
vrf member vpc-keepalive
ip address 7.7.7.1/24
no shutdown

interface mgmt0
vrf member management
ip address 172.22.40.106/24

interface loopback0
ip address 11.11.11.11/32
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

interface loopback1
vrf member tenant-a
ip address 77.77.77.77/32
ip pim sparse-mode

interface loopback2
vrf member tenant-b
ip address 88.88.88.88/32
ip pim sparse-mode

bridge-domain 400
line console
line vty
exec-timeout 0

router ospf 1
router-id 11.11.11.1

router ospf 2

VDC 2 の設定
VDC 2の設定は、次のとおりです。
!Running config for vdc: core
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switchto vdc core

!Command: show running-config
!Time: Tue Aug 12 08:37:50 2014

version 7.1(0)D1(1)
hostname core

feature ospf
feature pim
feature interface-vlan

ip pim rp-address 33.33.33.33 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8
no ip igmp snooping
vlan 1,80

vrf context management

interface Vlan1

interface Vlan80
no shutdown
ip address 8.8.8.1/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
ip igmp query-interval 11

interface Vlan89
ip igmp query-interval 11

interface Ethernet6/1
switchport
switchport mode trunk
no shutdown

interface Ethernet6/2
ip address 2.2.2.2/24
no ip ospf passive-interface
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
no shutdown

interface Ethernet7/3
ip address 3.3.3.2/24
no ip ospf passive-interface
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
no shutdown

interface Ethernet7/4

interface loopback0
ip address 33.33.33.33/32
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

interface loopback1
ip address 20.1.1.1/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0

line vty
exec-timeout 0

router ospf 1
router-id 11.11.11.3
area 0.0.0.0 default-cost 0
log-adjacency-changes

switchback
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VDC 3（リーフ 2）の設定
VDC 3の設定は、次のとおりです。
!Running config for vdc: sec

switchto vdc sec

!Command: show running-config
!Time: Tue Aug 12 08:37:51 2014

version 7.1(0)D1(1)
system bridge-domain 400-500

switchname sec
feature telnet
cfs eth distribute
feature ospf
feature pim
feature interface-vlan
feature hsrp
feature lacp
feature vpc
system bridge-domain 400,450,455,500
feature vni
vni 5000, 6000, 7000, 8000
feature nv overlay

ip pim rp-address 33.33.33.33 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8
no ip igmp snooping
vlan 1,200,300
bridge-domain 400,450,455,500

spanning-tree vlan 200 priority 8192
spanning-tree bridge-domain 400,450,455,500 priority 8192
vlan configuration 200
no ip igmp snooping

bridge-domain 400
member vni 5000

bridge-domain 450
member vni 7000

bridge-domain 455
member vni 8000

bridge-domain 500
member vni 6000

vrf context management

vrf context tenant-a
ip pim rp-address 77.77.77.77 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vrf context tenant-b
ip pim rp-address 88.88.88.88 group-list 224.0.0.0/4
ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vrf context vpc-keepalive
vpc domain 1
peer-keepalive destination 7.7.7.1 source 7.7.7.2 vrf vpc-keepalive
peer-gateway
ipv6 nd synchronize
ip arp synchronize

encapsulation profile vni vsi_test
dot1q 60,65,130,135 vni 5000,6000,7000,8000

encapsulation profile vni vsi_vpc
dot1q 70,75,110,115 vni 5000,6000,7000,8000

encapsulation profile vni vsi_vpc2
dot1q 90,95,120,125 vni 5000,6000,7000,8000

interface Vlan1
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no ip redirects

interface Vlan200
no shutdown
no ip redirects
ip address 55.55.55.2/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
hsrp 200
ip 55.55.55.55

interface Vlan300
no shutdown
no ip redirects
ip address 66.66.66.2/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

interface port-channel1
vpc 1
service instance 1 vni
no shutdown
encapsulation profile vsi_vpc default

interface port-channel2
switchport
switchport mode trunk
vpc 2

interface port-channel100
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan tag exclude control
spanning-tree port type network
vpc peer-link

interface Bdi400
no shutdown
vrf member tenant-a
no ip redirects
ip address 1.1.1.2/24
ip pim sparse-mode
hsrp 40
ip 1.1.1.100

interface Bdi450
no shutdown
vrf member tenant-b
no ip redirects
ip address 30.30.30.2/24
ip pim sparse-mode
hsrp 43
ip 30.30.30.100

interface Bdi455
no shutdown
vrf member tenant-b
no ip redirects
ip address 40.40.40.2/24
ip pim sparse-mode
hsrp 44
ip 40.40.40.100

interface Bdi500
no shutdown
vrf member tenant-a
no ip redirects
ip address 4.4.4.2/24
ip pim sparse-mode
hsrp 50
ip 4.4.4.100

interface nve1
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no shutdown
source-interface loopback0
member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1
member vni 6000 mcast-group 225.1.1.1
member vni 7000 mcast-group 225.2.2.2
member vni 8000 mcast-group 225.2.2.2

interface Ethernet7/5
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan tag exclude control
channel-group 100 mode active
no shutdown

interface Ethernet7/6
vrf member vpc-keepalive
ip address 7.7.7.2/24
no shutdown

interface Ethernet7/7
ip address 3.3.3.1/24
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
no shutdown

interface Ethernet7/8
channel-group 1 mode active
no shutdown

interface Ethernet7/9
no shutdown
service instance 1 vni
no shutdown
encapsulation profile vsi_test default

interface Ethernet7/10
switchport
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
no shutdown

interface loopback0
ip address 11.11.11.11/32
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

interface loopback1
vrf member tenant-b
ip pim sparse-mode

interface loopback2
vrf member tenant-b
ip address 88.88.88.88/32
ip pim sparse-mode

line vty
exec-timeout 0

router ospf 1
router-id 11.11.11.2

router ospf 2

switchback

VDC 4 の設定
次は、図のトポロジ VDC 4および VDC 5内の L2スイッチを示しています。
!Running config for vdc: access1
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switchto vdc access1
!Command: show running-config
!Time: Tue Aug 12 08:37:52 2014

version 7.1(0)D1(1)
hostname access1

feature lacp

no ip igmp snooping
vlan 1,70,75,90,95,110,115,120,125,200,300

vrf context management

interface port-channel1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 70,75,110,115

interface port-channel2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 200

interface Ethernet6/7
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 70,75,110,115
no shutdown

interface Ethernet6/8

interface Ethernet6/9

interface Ethernet6/10
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 200
channel-group 2 mode active
no shutdown

interface Ethernet6/11
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 200
no shutdown

interface Ethernet6/12
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 200
channel-group 2 mode active
no shutdown

interface Ethernet7/11
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 70,75,110,115
channel-group 1 mode active
no shutdown

interface Ethernet7/12
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 70,75,110,115
channel-group 1 mode active
no shutdown

line vty
exec-timeout 0

switchback
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ブリッジドメインインターフェイスの設定例

• BDIの設定例は次のとおりです。
interface Bdi1001
no shutdown
mtu 9216
vrf member tenant1
no ip redirects
ip address 32.1.1.2/16
ipv6 address 2032:1:1::2/64
no ipv6 redirects
ip router ospf 2 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
hsrp version 2
hsrp 1001
name master_1001
ip 32.1.1.1

hsrp 1001 ipv6
name masterv6_1001
ip 2032:1:1::1

VXLAN ブリッジングの設定の例
•ループバックインターフェイスの設定およびルーティングプロトコルの設定の例

◦ Nexus 7000 VTEP-1の設定：
switch-vtep-1(config)# feature ospf
switch-vtep-1(config)# feature pim
switch-vtep-1(config)# router ospf 1
switch-vtep-1(config-router)# router-id 100.100.100.1
switch-vtep-1(config)# ip pim rp-address 10.1.1.1 group-list 224.0.0.0/4
switch-vtep-1(config)# interface loopback0
switch-vtep-1(config-if)# ip address 100.100.100.1/32
switch-vtep-1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-1(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-1(config)# interface e2/1
switch-vtep-1(config-if)# ip address 20.1.1.1/30
switch-vtep-1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-1(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-1(config)# feature nv overlay
switch-vtep-1(config)# feature vni
switch-vtep-1(config)# interface e1/1
Switch-vtep-1(config)# include the service

instance vni x
Switch-vtep-1(config)# service instance vni

default Switch-vtep-1(config)# encapsulation profile
cisco1000 default

switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config)# interface nve1
switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config-if)# source-interface loopback0

switch-vtep-1(config-if)# member vni 10000 mcast-group 230.1.1.1
switch-vtep-1(config-vlan)# exit

◦ Nexus 7000 VTEP-2の設定：
switch-vtep-2(config)# feature ospf
switch-vtep-2(config)# feature pim
switch-vtep-2(config)# router ospf 1
switch-vtep-2(config-router)# router-id 100.100.100.2
switch-vtep-2(config)# ip pim rp-address 10.1.1.1 group-list 224.0.0.0/4
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switch-vtep-2(config)# interface loopback0
switch-vtep-2(config-if)# ip address 100.100.100.2/32
switch-vtep-2(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-2(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-2(config)# interface e2/1
switch-vtep-2(config-if)# ip address 30.1.1.1/30
switch-vtep-2(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-2(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-2(config)# feature nv overlay
switch-vtep-2(config)# feature vni
switch-vtep-2(config)# interface e1/1
switch-vtep-2(config-if)# encapsulation VXLAN
switch-vtep-2(config-if)# dot1q 100 vni 1001
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config)# interface nve1
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config-if)# source-interface loopback0

switch-vtep-2(config-if)# member vni 10000 mcast-group 230.1.1.1
switch-vtep-2(config)# vlan 10
switch-vtep-2(config-vlan)# vn-segment 10000
switch-vtep-2(config-vlan)# exit

• vPC VTEPの設定では、ループバックアドレスでセカンダリ IPが必要です。

vPC VTEPの設定例：

◦ Nexus 7000 VTEP-1の設定：
switch-vtep-1(config)# feature nv overlay
switch-vtep-1(config)# feature vni
switch-vtep-1(config)# feature ospf
switch-vtep-1(config)# feature pim
switch-vtep-1(config)# router ospf 1
switch-vtep-1(config-router)# router-id 200.200.200.1
switch-vtep-1(config)# ip pim rp-address 10.1.1.1 group-list 224.0.0.0/4
switch-vtep-1(config)# interface loopback0
switch-vtep-1(config-if)# ip address 200.200.200.1/32
switch-vtep-1(config-if)# ip address 100.100.100.1/32 secondary
switch-vtep-1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-1(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-1(config)# interface e2/1
switch-vtep-1(config-if)# ip address 20.1.1.1/30
switch-vtep-1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-1(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-1(config)# interface port-channel 10
switch-vtep-1(config-if)# vPC 10
switch-vtep-1(config-if)# encapsulation VXLAN
switch-vtep-1(config-if)# dot1q 100 vni 1002
switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config)# interface e1/1
switch-vtep-1(config-if)# channel-group 10 mode active
switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config)# interface nve1
switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config-if)# source-interface loopback0
switch-vtep-1(config-if)# member vni 10000 mcast-group 230.1.1.1
switch-vtep-1(config)# vlan 10
switch-vtep-1(config-vlan)# vn-segment 10000
switch-vtep-1(config-vlan)# exit

◦ Nexus 7000 VTEP-2の設定：
switch-vtep-2(config)# feature nv overlay
switch-vtep-2(config)# feature vni
switch-vtep-2(config)# feature ospf
switch-vtep-2(config)# feature pim
switch-vtep-2(config)# router ospf 1
switch-vtep-2(config-router)# router-id 200.200.200.2
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switch-vtep-2(config)# ip pim rp-address 10.1.1.1 group-list 224.0.0.0/4
switch-vtep-2(config)# interface loopback0
switch-vtep-2(config-if)# ip address 200.200.200.2/32
switch-vtep-2(config-if)# ip address 100.100.100.1/32 secondary
switch-vtep-2(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-2(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-2(config)# interface e2/1
switch-vtep-2(config-if)# ip address 20.1.1.5/30
switch-vtep-2(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-2(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-2(config)# interface port-channel 10
switch-vtep-2(config-if)# vPC 10
switch-vtep-2(config-if)# encapsulation VXLAN
switch-vtep-2(config-if)# dot1q 100 vni 1000
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config)# interface e1/1
switch-vtep-2(config-if)# channel-group 10 mode active
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config)# interface nve1
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config-if)# source-interface loopback0
switch-vtep-2(config-if)# member vni 10000 mcast-group 230.1.1.1
switch-vtep-2(config)# vlan 10
switch-vtep-2(config-vlan)# vn-segment 10000
switch-vtep-2(config-vlan)# exit

◦ Nexus 7000 VTEP-3の設定：
switch-vtep-3(config)# feature nv overlay
switch-vtep-3(config)# feature vni
switch-vtep-3(config)# feature ospf
switch-vtep-3(config)# feature pim
switch-vtep-3(config)# router ospf 1
switch-vtep-3(config-router)# router-id 100.100.100.2
switch-vtep-3(config)# ip pim rp-address 10.1.1.1 group-list 224.0.0.0/4
switch-vtep-3(config)# interface loopback0
switch-vtep-3(config-if)# ip address 100.100.100.2/32
switch-vtep-3(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-3(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-3(config)# interface e2/1
switch-vtep-3(config-if)# ip address 30.1.1.1/30
switch-vtep-3(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
switch-vtep-3(config-if)# ip pim sparse-mode
switch-vtep-3(config)# interface e1/1
switch-vtep-3(config-if)# encapsulation VXLAN
switch-vtep-3(config-if)# dot1q 100 vni 1000
switch-vtep-3(config-if)# no shutdown
switch-vtep-3(config)# interface nve1
switch-vtep-3(config-if)# no shutdown
switch-vtep-3(config-if)# source-interface loopback0
switch-vtep-3(config-if)# member vni 10000 mcast-group 230.1.1.1
switch-vtep-3(config)# vlan 10
switch-vtep-3(config-vlan)# vn-segment 10000
switch-vtep-3(config-vlan)# exit

セカンダリ IPは、VXLAN用にエミュレートされた VTEPで使用されます。（注）

VPCプライマリとVPCセカンダリの間ですべての設定が同じであることを確
認します。

（注）
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