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はじめに

ここでは、次の項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 1000V InterCloud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 , viii 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, viii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusデバイスのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当す
るネットワーク管理者を対象としています。

このマニュアルは、次のような経験と知識を持つネットワーク管理者とサーバ管理者を対象とし

ています。

•仮想化の知識

• VMMソフトウェアを使用した仮想マシンの作成と VMware vSwitchの設定

• AmazonWeb Service（AWS）などのプロバイダークラウドのアカウントを作成できること。

• VMware vNetwork Distributed Switchの知識は必要ありません。

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。
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説明表記法

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。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで

示しています。

[x]

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。

[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}

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。

[x {y | z}]

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。

variable

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。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

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。

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。

太字の screen フォント

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
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

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。

[ ]
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説明表記法

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。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「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。

注意

Cisco Nexus 1000V InterCloudの関連資料
この項では、Cisco Nexus 1000V InterCloudとともに使用されるマニュアルの一覧を示します。こ
れらのマニュアルは、Cisco.comの次に示す URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps12904/tsd_products_support_series_home.html

一般情報

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Release Notes』

インストール & アップグレード

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Installation Guide』

コンフィギュレーションガイド

『Cisco Nexus 1000V InterCloud License Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud High Availability and Redundancy Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Interface Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Layer 2 Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Port Profile Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Security Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud System Management Configuration Guide』

リファレンス

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Command Reference』
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『Cisco Nexus 1000V InterCloud Verified Scalability Reference』

『Cisco Nexus 1000V MIB Quick Reference』

トラブルシューティング & アラート

『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Procedure』

Cisco Nexus 1000V のマニュアル

Cisco Nexus 1000V for VMwareのマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Prime Network Services Controller のマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13213/tsd_products_support_series_home.html

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 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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概要

この章の内容は、次のとおりです。

レイヤ 2 スイッチングについて

VEM ポートモデル
Cisco Nexus 1000V InterCloudで識別される Virtual Ethernet Module（VEM）ポートは次のとおりで
す。

• VEM仮想ポート

仮想イーサネットポート

仮想イーサネットポート（vEth）は、Cisco Nexus 1000V分散仮想スイッチ上のポートを表しま
す。 Cisco Nexus 1000Vには、vEthポート 0～ nのフラットスペースがあります。これらの vEth
ポートは仮想ケーブルの接続先で、VMが稼働しているホストに移動されます。仮想イーサネッ
トポートは、ポートグループに割り当てられます。

インタークラウドエクステンダおよびインタークラウドスイッチ

VSMに接続されている VEMは、それぞれ独立したインテリジェントなラインカードとして、イ
ンタークラウドエクステンダおよびインタークラウドスイッチとの間でトラフィックを転送しま

す。個々の VLANは独自の転送テーブルを使って、VEMに接続されたポートのMACアドレス
を調べ、格納します。

VSM ポートモデル
Cisco Nexus 1000V InterCloud VSMは、インタークラウドスイッチおよびインタークラウドエク
ステンダ上の仮想マシン vNicです。
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MAC アドレステーブル
LANポート間のフレームスイッチングを効率的に行うために、MACアドレステーブルが維持さ
れます。送信側ネットワークのMACアドレスは、受信に使用されたLANポートと関連付けられ
ます。

VLAN
VLANは、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、プロジェクトチーム、またはアプリケー
ションなどで論理的に分割されたスイッチドネットワークです。 VLANには、物理 LANと同じ
属性が設定されますが、物理的に同じLANセグメント上に存在しない端末でもグループ化できま
す。

VLANには、任意のスイッチポートを加入させることができ、ユニキャスト、ブロードキャスト、
およびマルチキャストのパケットは、そのVLAN内の端末だけに転送され、フラッディングされ
ます。各VLANは 1つの論理ネットワークであると見なされます。VLANに属していないステー
ション宛てのパケットは、ブリッジまたはルータを経由して転送する必要があります。

デバイスの初回の起動時は、管理ポートを含むすべてのポートがデフォルトVLAN（VLAN1）に
割り当てられます。

合計 128の VLANがサポートされ、VLANの有効範囲は 1～ 4094です

これらの VLANは、さまざまな用途にあわせて複数の範囲に分けられます。一部の VLANはデ
バイスの内部使用のために予約されているため、設定には使用できません。

Cisco Nexus 1000Vでは、スイッチ間リンク（ISL）はサポートされません。（注）

IGMP スヌーピング
インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）スヌーピングソフトウェアは、VLAN内のレ
イヤ 2 IPマルチキャストトラフィックを検査して、対象の受信者が接続されているポートを検出
します。 IGMPスヌーピングではポート情報を利用することにより、マルチアクセスLAN環境に
おける帯域幅消費量を削減し、VLAN全体へのフラッディングを回避します。 IGMPスヌーピン
グ機能は、マルチキャスト対応ルータに接続されたポートを追跡して、ルータによる IGMPメン
バーシップレポートの転送機能を強化します。トポロジの変更通知には、IGMPスヌーピングソ
フトウェアが応答します。デバイスでは、IGMPスヌーピングがデフォルトでイネーブルになっ
ています。

   Cisco Nexus 1000V インタークラウドレイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイドリリー
ス 5.2(1)IC1(1.1)

10 OL-29147-01-J  

概要

MAC アドレステーブル



第 1 章

MAC アドレステーブルの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• MACアドレステーブルについて, 1 ページ

• 注意事項と制約事項, 2 ページ

• デフォルト設定, 2 ページ

• MACアドレステーブルの設定, 2 ページ

• MACアドレステーブルの設定の確認, 5 ページ

• MACアドレステーブルの機能履歴, 6 ページ

MAC アドレステーブルについて
レイヤ 2ポートで、パケット上のMACアドレスと、そのパケットのレイヤ 2ポート情報とを関
連付けるときに、MACアドレステーブルが使用されます。MACアドレステーブルは、受信し
たフレームのMACソースアドレスを使用して構築されます。アドレステーブルに存在しない
MAC宛先アドレスのフレームが受信されると、そのフレームの受信ポートを除く、同じ VLAN
内のすべての LANポートに、そのフレームがフラッディングされます。宛先ステーションから
応答があると、関連するMAC送信元アドレスとポート IDがアドレステーブルに追加されます。
その後、後続フレームはすべての LANポートをフラッディングすることなく、1つの LANポー
トに転送されます。

スタティックMACアドレスと呼ばれる、デバイス上の特定のインターフェイスだけをスタティッ
クに示すMACアドレスを設定できます。スタティックMACアドレスは、インターフェイス上
でダイナミックに学習されたMACアドレスをすべて書き換えます。ブロードキャストまたはマ
ルチキャストのアドレスは、スタティックMACアドレスとして設定できません。スタティック
MACエントリは、リブート後も保持されます。

VEMあたりのアドレステーブルには、最大 32,000のMACエントリを保存できます。エージン
グタイマーは、アドレスがデフォルトで 300秒間非アクティブのままであった場合、そのアドレ
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スのテーブルからの削除をトリガーします。エージングタイマーはグローバルに設定できます

が、VLAN単位では設定できません。

エントリがMACアドレステーブルに保持される期間の長さの設定や、テーブルからのクリアな
どを行うことができます。

注意事項と制約事項
• VEMの各VLANに対するフォワーディングテーブルには、最高 4094個のMACアドレスを
格納できます。

•単一のインターフェイスで設定できるスタティックMACアドレスの上限は 1024です。

• Cisco Nexus 1000V InterCloudでは、VSMでのユーザ設定のスタティックMACアドレスが
2000までサポートされます。

デフォルト設定

表 1：デフォルト MAC アドレスエージングタイム

デフォルトパラメータ

300秒エージングタイム

MAC アドレステーブルの設定

スタティック MAC アドレスの設定
特定のインターフェイスをスタティックに示すMACアドレスを設定するには、この手順を使用
します。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•ブロードキャストまたはマルチキャストのアドレスは、スタティックMACアドレスとして
設定できません。

•スタティックMACアドレスは、インターフェイス上でダイナミックに学習されたMACア
ドレスを書き換えます。
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Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSで使用されているものとは異なる可能性がありますので
注意してください。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

レイヤ 2 MACアドレステーブルにスタティッ
クMACアドレスを追加し、これを実行中のコ
ンフィギュレーションに保存します。

switch(config)#mac address-table
static mac_address vlan vlan-id {[
drop | interface { type if_id } ]}

ステップ 2   

指定可能なインターフェイスは veth numberで
す

（任意）

スタティックMACアドレスを表示します。
switch(config)# show mac address
static interface [type if_id]

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 4   

レーションにコピーして、変更を永続的に保存

します。

switch# configure terminal
switch(config)# mac address static
switch(config)# show mac address static
switch(config)#

エージングタイムの設定

パケットの送信元MACアドレスおよびその学習が行われたポートを、レイヤ 2情報を含むMAC
テーブルに保管しておく時間を設定するには、この手順を使用します。

エージングタイムは VLAN単位で設定できないグローバル設定です。これはグローバル設定
ですが、インターフェイスコンフィギュレーションモードまたは VLANコンフィギュレー
ションモードでもMACエージングタイムを設定できます。

（注）

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。
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Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSで使用されているものとは異なる可能性がありますので
注意してください。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

レイヤ 2 MACアドレステーブルのエントリが破棄さ
れるまでに経過する時間を指定し、実行中のコンフィ

ギュレーションに保存します。

switch#mac address-table
aging-time seconds

ステップ 2   

入力できる値は、以下のとおりです。

• 120～ 918000秒（デフォルトは 300）

•ゼロ（0）を指定した場合、MACエージングは
ディセーブルになります。

switch# configure terminal
switch(config)# mac address-table aging-time 600
switch(config)# show mac address-table aging-time
Vlan Aging Time
----- ----------
101 600
100 600
1 600
switch#

MAC テーブルからのダイナミックアドレスのクリア

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSで使用されているものとは異なる可能性がありますので
注意してください。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

レイヤ 2 MACアドレステーブルから、ダ
イナミックアドレスエントリをクリアし

ます。

switch# clear mac address-table
dynamic [vlan vlan_id]

ステップ 1   

（任意）

MACアドレステーブルを表示します。
switch# show mac address-tableステップ 2   

次に、すべてのダイナミックエントリをMACアドレステーブル全体からクリアする例を示しま
す。

switch# clear mac address-table dynamic
switch#

次の例では、VLAN 5で学習されたダイナミックMACアドレスだけがMACアドレステーブルか
らクリアされます。

switch# clear mac address-table dynamic vlan 5
switch#

MAC アドレステーブルの設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

MACアドレステーブルを表示します。show mac address-table

MACアドレステーブルのスタティックエント
リの情報を表示します。

show mac address-table static

VEM物理ポートがダイナミックMACを学習
し、パケットソースが同じVSM上の別のVEM
にある場合、vEthernetインターフェイスのスタ
ティックMACアドレスを表示します。

show mac address-table static | inc veth

すべてのスタティックMACアドレスを表示し
ます。

show mac address static interface [type if_id]

MACアドレステーブルにエージングタイムを
表示します。

show mac address-table aging-time

MACアドレスエントリの数を表示します。show mac address-table count
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目的コマンド

インターフェイスのMACアドレスとバーンド
インMACアドレスを表示します。

show interface interface_idmac

MAC アドレステーブルの機能履歴
リリース機能名機能名

この機能が導入されましたRelease 5.2(1)IC1(1.1)MACアドレステーブル
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第 2 章

VLAN の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• VLANについて, 7 ページ

• 注意事項と制約事項, 8 ページ

• デフォルト設定, 9 ページ

• VLANの設定, 10 ページ

• 設定の確認, 13 ページ

• VLANの機能履歴, 14 ページ

VLAN について
特定の VLANに割り当てられている vEthernetインターフェイスは、送信時に VLANでタグ付け
されます。 vEthernetインターフェイスが特定のVLANに割り当てられていないか、またはVLAN
0に割り当てられている場合、このインターフェイスは物理 NICインターフェイス上でタグ付け
されていないものとして伝送されます。 VLANが指定されていない場合、これは 1であると見な
されます。

次の表は、仮想イーサネットモジュール（VEM）によって受信されたパケットに対して VLAN
タギングに基づいて行われる処理をまとめたものです。

表 2：VLAN タギングに応じた VEM の処理

アクション受信パケットポートタイプ

パケットはドロップされます。タグ付きアクセス

VEMはパケットにアクセス
VLANを追加します。

タグなしアクセス
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アクション受信パケットポートタイプ

パケットには何も処理は行われ

ません。

タグ付きトランク

VEMはパケットにネイティブ
VLANタグを追加します。

タグなしトランク

注意事項と制約事項
IEEE 802.1Q標準に従って、最大 128の VLANが Cisco Nexus 1000Vでサポートされており、有効
範囲は 1～ 4094で、次の表のようになっています。

表 3：Cisco Nexus 1000V VLAN への番号の割り当て

使用方法（Usage）範囲VLAN 番号

Cisco Nexus 1000Vのデフォル
ト。この VLANは使用できま
すが、変更や削除はできませ

ん。

標準1

これらの VLANは、作成、使
用、変更、削除できます。

標準2～ 1005

これらの VLANは、作成、命
名、使用できます。次のパラ

メータは変更できません。

•ステートは常にアクティ
ブになります。

• VLANは常にイネーブル
になります。これらの

VLANはシャットダウン
できません。

拡張システム IDは常に自動的
にイネーブルになります。

拡張1006～ 4094

   Cisco Nexus 1000V インタークラウドレイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイドリリー
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使用方法（Usage）範囲VLAN 番号

これらのVLANを使用、作成、
削除、または変更することはで

きません。これらの VLANは
表示できます。

Cisco Nexus 1000Vは、診断な
ど、操作に内部 VLANを使用
する機能のために、これら 80
個の VLANと VLAN 4094を割
り当てます。

内部割り当て3968～ 4047および 4094

診断の詳細については、マニュアルを参照してください。（注）

デフォルト設定

表 4：デフォルトの VLAN 設定

デフォルトパラメータ

VLAN 1スイッチポートとして設定されているすべての

インターフェイスおよびすべてのポートの

VLAN割り当て

VLANxxxx。xxxxは VLAN ID番号と同じ 4桁
の数値（先行ゼロを含む）です

VLAN名

シャットダウンなしシャットステート

アクティブ動作状態

有効外部スイッチタギング（EST）

有効IGMPスヌーピング
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VLAN の設定

VLAN の作成
次のいずれかの操作を行うには、ここで説明する手順を実行します。

•まだ存在しない VLANを 1つ作成する。

•まだ存在しない VLANの範囲を作成する。

•既存の VLANを削除する。

スイッチポートとして設定されているすべてのインターフェイスおよびポートはデフォルトで

VLAN 1内にあります。
（注）

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• VLAN特性を VLANコンフィギュレーションモードで設定します。

• VLAN番号割り当てを理解していること。

•新規に作成した VLANは、レイヤ 2ポートが割り当てられるまでは未使用の状態になりま
す。

•特定の VLANを削除すると、その VLANに関連するポートはシャットダウンされ、トラ
フィックは流れなくなります。トランクポートから特定のVLANを削除すると、そのVLAN
だけがシャットダウンし、トラフィックは引き続き、トランクポート経由で他のすべての

VLAN上で転送されます。ただし、削除した VLANの VLANとポートのマッピングはシス
テム上にすべて存続しているため、そのVLANを再イネーブル化または再作成すると、元の
ポート設定が自動的にそのVLANに戻されます。ただし、VLANのスタティックMACアド
レスとエージングタイムは、VLANを再イネーブル化しても復元されません。

Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSで使用されているものとは異なる可能性がありますので
注意してください。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

すでに作成されている VLANを表示します。switch(config)# show vlanステップ 2   

VLANまたはVLANの範囲を作成、または削除し、
実行コンフィギュレーションに保存します。

switch(config)# {no} vlan
{vlan-id | vlan-range}

ステップ 3   

内部的に割り当てられている VLANに割
り当てられている VLAN IDを入力する
と、エラーメッセージが表示されます。

VLANコンフィギュレーションモードか
らは、VLANを作成および削除すること
もできます。

（注）

（任意）

VLANコンフィギュレーションを表示します。
switch(config-vlan)# show vlan
id vlan-id

ステップ 4   

（任意）

リブート後に永続的な実行コンフィギュレーション

を保存し、スタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして再起動します。

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

ステップ 5   

次の例では、VLAN 5が作成され、VLAN 5で自動的に VLANコンフィギュレーションモードが
開始されます。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

次に、VLAN範囲15～20を作成する例を示します。範囲内のVLANがアクティブ化され、VLAN
15～ 20の VLANコンフィギュレーションモードが自動的に開始されます。

作成する VLANの範囲に使用できない VLANが含まれている場合、使用できない VLANを除
き、その範囲内の VLANがすべて作成されます。Cisco Nexus 1000Vは、失敗した VLANがリ
ストされたメッセージを返します。

（注）

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 15-20
switch(config-vlan)#

次の例では、コマンドの no形式を使用して、VLAN 3967を削除します。
switch# configure terminal
switch(config)# no vlan 3967
switch(config)#

Cisco Nexus 1000V インタークラウドレイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイドリリース
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VLAN 特性の設定
すでに作成されている VLANに対して次の項目を設定するには、この手順を使用します。

VLANコンフィギュレーションモードで入力したコマンドは、すぐに実行コンフィギュレー
ションに保存されます。

（注）

• VLANの名前付け。

• VLANの動作ステート（アクティブ、一時停止）。

• VLANメディアタイプ。

• VLAN上のスイッチングのシャットダウン。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

特性の中には、一部の VLANでは変更できないものも含まれます。詳細については、注意事
項と制約事項, （8ページ）の VLANへの番号の割り当ての説明を参照してください。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure
terminal

ステップ 1   

指定されたVLANのVLANコンフィギュレーションモー
ドが開始されます。

switch(config)# vlan
{vlan-id | vlan-range}

ステップ 2   

目的のVLANがまだ存在しない場合、システム
によりこれが自動的に作成され、そのVLANの
VLANコンフィギュレーションモードが開始さ
れます。

（注）

VLANに最大 32文字の英数字の名前を追加します。switch(config-vlan)# name
vlan-name

ステップ 3   

• VLAN1または、内部使用のために予約されたVLAN
の名前は変更できません。

•デフォルトの名前は VLANxxxxで、xxxxは VLAN
ID番号と同じ 4桁の数値（先行ゼロを含む）です。

   Cisco Nexus 1000V インタークラウドレイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイドリリー
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目的コマンドまたはアクショ

ン

VLANの動作ステートを変更し、これを実行コンフィギュ
レーションに保存します。

switch(config-vlan)# state
{active | suspend}

ステップ 4   

指定できるエントリは次のとおりです。

•アクティブ（デフォルト）

•一時停止

VLANステートを一時停止（suspended）にすると、その
VLANに関連付けられたポートがシャットダウンし、
VLANのトラフィック転送が停止します。

デフォルトVLANおよびVLAN 1006～ 4094の
ステートを一時停止にすることはできません。

（注）

実行コンフィギュレーションで、VLANスイッチングを
イネーブルにします。

switch(config-vlan)# no
shutdown

ステップ 5   

指定できるエントリは次のとおりです。

•非シャットダウン（デフォルト）

•シャットダウン

デフォルト VLANの VLAN1、または VLAN
1006～ 4094はシャットダウンできません。

（注）

（任意）

VLANコンフィギュレーションを表示します。
switch(config-vlan)# show
vlan [id vlan-id]

ステップ 6   

（任意）

リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保

存し、スタートアップコンフィギュレーションにコピー

して再起動します。

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

ステップ 7   

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 5
n1000v(config-vlan)# name accounting
n1000v(config-vlan)# state active
n1000v(config-vlan)# no shutdown
n1000v(config-vlan)# show vlan brief

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。
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目的コマンド

実行コンフィギュレーションにVLAN情報を表
示します。

show running-config vlan vlan-id

指定した VLAN情報を表示します。show vlan [all-ports | brief | id vlan-id | name name
| dot1q tag native]

VLAN情報の要約を表示します。show vlan summary

VLAN の機能履歴
リリース機能名機能名

この機能が導入されましたRelease 5.2(1)IC1(1.1)VLAN
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第 3 章

IGMP スヌーピングの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• IGMPスヌーピングについて, 15 ページ

• IGMPスヌーピングの前提条件, 17 ページ

• デフォルト設定, 18 ページ

• IGMPスヌーピングの設定, 18 ページ

• IGMPスヌーピング設定の検証, 21 ページ

• IGMPスヌーピングの機能の履歴, 21 ページ

IGMP スヌーピングについて

はじめに

インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）スヌーピングソフトウェアは、VLAN内のレ
イヤ 2 IPマルチキャストトラフィックを検査して、対象の受信者が接続されているポートを検出
します。 IGMPスヌーピングではポート情報を利用することにより、マルチアクセスLAN環境に
おける帯域幅消費量を削減し、VLAN全体へのフラッディングを回避します。 IGMPスヌーピン
グ機能は、マルチキャスト対応ルータに接続されたポートを追跡して、ルータによる IGMPメン
バーシップレポートの転送機能を強化します。トポロジの変更通知には、IGMPスヌーピングソ
フトウェアが応答します。デバイスでは、IGMPスヌーピングがデフォルトでイネーブルになっ
ています。
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次の図に、ホストと IGMPルータの間にある IGMPスヌーピングスイッチを示します。 IGMPス
ヌーピングスイッチは、IGMPメンバーシップレポートおよび Leaveメッセージをスヌーピング
して、必要な場合にだけ接続された IGMPルータに転送します。

図 1：IGMP スヌーピングスイッチ

IGMPスヌーピングソフトウェアは、IGMPv1、IGMPv2、および IGMPv3コントロールプレーン
パケットの処理に関与し、レイヤ 3コントロールプレーンパケットを代行受信して、レイヤ 2の
転送処理を操作します。

Cisco Nexus 1000V IGMPスヌーピングの実装には、次の独自機能があります。

• MACアドレスでなく、IPアドレスに基づいてマルチキャスト転送を実行します。

• OptimizedMulticast Flooding（OMF）により、未知のトラフィックをルータだけに転送して、
データに基づくステート作成を行いません。

IGMPスヌーピングの詳細については、RFC 4541を参照してください。

IGMPv1 および IGMPv2
各 VLANスイッチポートに接続されているホストが 1つしかない場合は、IGMPv2の高速脱退機
能を設定できます。高速脱退機能を使用すると、最終メンバのクエリーメッセージがホストに送

信されません。ソフトウェアは IGMP Leaveメッセージを受信すると、ただちに該当するポート
へのマルチキャストデータ転送を停止します。

IGMPv1では、明示的な IGMP Leaveメッセージが存在しないため、特定のグループについてマル
チキャストデータを要求するホストが存続しないことを示すために、メンバーシップメッセージ

タイムアウトが利用されます。

レポートの抑制はサポートされていません。この機能はデフォルトでディセーブルになっていま

す。
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高速脱退機能がイネーブルになっている場合、他のホストの存在は確認されないため、最終メ

ンバーのクエリーインターバル設定が無視されます。

（注）

IGMPv3
IGMPv3スヌーピングは、IGMPv3レポートのグループ IP情報に基づいて、フラッディングを制
約します。

ソフトウェアのデフォルト設定では、各VLANポートに接続されたホストが追跡されます。この
明示的な追跡機能は、高速脱退メカニズムをサポートしています。すべての IGMPv3ホストがメ
ンバーシップレポートを送信するため、レポート抑制は、スイッチにより他のマルチキャスト対

応ルータに送信されるトラフィックの量を制限します。

IGMPv3メンバーシップレポートには LANセグメント上のグループメンバーの一覧が含まれて
いますが、最終ホストが脱退すると、クエリアによりメンバーシップクエリーが送信されます。

最終メンバのクエリーインターバルについてパラメータを設定すると、タイムアウトまでにホス

トが 1つも応答しなかった場合、グループステートが削除されます。クエリアがクエリーで平均
応答時間（MRT）値を指定すると、これにより最終メンバーのクエリーインターバルの設定が上
書きされます。

IGMP スヌーピングの前提条件
IGMPスヌーピングの前提条件は、次のとおりです。

•スイッチにログインしています。

•マルチキャストソースおよび受信機を含む VLANのアップリンクスイッチでクエリアが実
行されていなければなりません。

マルチキャストトラフィックをルーティングする必要がない場合、メンバーシップをクエリーす

るように外部スイッチを設定する必要があります。外部スイッチで、マルチキャストソースおよ

び受信機を含むVLANでクエリー機能を定義します。その他のアクティブなクエリー機能を定義
する必要はありません。CiscoNexus 1000Vでは、レポート抑制はサポートされていないため、デ
フォルトでディセーブルです。

IGMPスヌーピングクエリー機能がイネーブルにされている場合、IPマルチキャストトラフィッ
クの受信を希望するホストから IGMPレポートメッセージを開始する IGMPクエリーが定期的に
送信されます。 IGMPスヌーピングはこのような IGMPレポートを監視し、正確なフォワーディ
ングを識別します。
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デフォルト設定

表 5：IGMP スヌーピングのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

有効IGMPスヌーピング

有効IGMPv3明示的トラッキング

有効IGMPv2 Fast leave

1秒最終メンバのクエリーインターバル

有効リンクローカルグループ抑制

無効スヌーピングクエリア

無効IGMPv1/v2レポート抑制

無効IGMPv3レポート抑制

IGMP スヌーピングの設定

VSM の IGMP スヌーピングのグローバルイネーブル化またはディセー
ブル化

VSMの IGMPスヌーピングをグローバルにイネーブルまたはディセーブルにするには、この手順
を使用します。 IGMPスヌーピングがVSMでグローバルにイネーブルであること（デフォルト）。
グローバルにイネーブルにされている場合は、VLAN単位でオンまたはオフにできます。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

   Cisco Nexus 1000V インタークラウドレイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイドリリー
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

すべての VLANの実行コンフィギュレーションで
IGMPスヌーピングをイネーブルまたはディセーブル

switch(config)# [no] ip igmp
snooping

ステップ 2   

にします。デフォルトではイネーブルになっていま

す。以前にこの機能をディセーブルにした場合は、

このコマンドでイネーブルにできます。

（任意）

確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

switch(config)# show ip igmp
snooping [vlan vlan-id]

ステップ 3   

ディセーブルの場合、すべての VLANの
IGMPスヌーピングがディセーブルです。

（注）

（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。

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

ステップ 4   

VLAN での IGMP スヌーピングの設定
VLANで IGMPスヌーピングを設定するには、次の手順を使用します。デフォルトでは、IGMP
スヌーピングは、VSMのすべての VLANでイネーブルになっています。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

IGMPスヌーピングがグローバルにディセーブルである場合、VLANの状態よりも優先されま
す。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

Cisco Nexus 1000V インタークラウドレイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイドリリース
5.2(1)IC1(1.1)    

   OL-29147-01-J 19

IGMP スヌーピングの設定
VLAN での IGMP スヌーピングの設定



目的コマンドまたはアクション

特定の VLANのコンフィギュレーションモードを開
始します。

switch(config)# vlan
configuration vlan-id

ステップ 2   

特定のVLANの実行コンフィギュレーションで IGMP
スヌーピングをイネーブルまたはディセーブルにしま

switch(config-vlan-config)# [
no ] ip igmp snooping

ステップ 3   

す。 IGMPスヌーピングが VSMで有効になっている
場合、IGMPスヌーピングは、VLANでデフォルトで
イネーブルです。

IGMPスヌーピングを VLAN単位でオン/オ
フの切り替えをするには、IGMPスヌーピン
グをグローバルにイネーブルにしておく必

要があります（デフォルト）。 IGMPスヌー
ピングがグローバルにディセーブルの場合、

VLAN単位でイネーブルにはできません。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションのマルチキャストルー

タへの VLANスタティック接続を設定します。

switch(config-vlan-config)# [
no ] ip igmp snooping
mrouter interface type if_id

ステップ 4   

ルータへのインターフェイスは、指定された VLAN
内になければなりません。インターフェイスは、タ

イプと番号で指定できます。

（任意）

実行コンフィギュレーションの VLANレイヤ 2ポー
トを、マルチキャストグループのスタティックメン

バとして設定します。

switch(config-vlan-config)# [
no ] ip igmp snooping
static-group group-ip-addr
interface type if_id

ステップ 5   

インターフェイスは、タイプと番号で指定できます。

（任意）

リンクローカルグループ抑制を設定します。デフォ

ルトではイネーブルになっています。

switch(config-vlan-config)# [
no ] ip igmp snooping
link-local-groups-suppression

ステップ 6   

グローバルコンフィギュレーションモード

でこのコマンドを入力することで、VSM上
のすべてのインターフェイスに、リンクロー

カルグループ抑制を適用できます。

（注）

（任意）

確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

switch(config-vlan-config)#
show ip igmp snooping [ vlan
vlan-id ]

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

（任意）リブート後に永続的な実行コンフィギュレー

ションを保存し、スタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして再起動します。

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

ステップ 8   

IGMP スヌーピング設定の検証
IGMPスヌーピングコンフィギュレーション情報を確認するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

IGMPスヌーピング設定をVLAN別に表示しま
す。

show ip igmp snooping [vlan vlan-id]

グループに関する IGMPスヌーピング情報を
VLAN別に表示します。

show ip igmp snooping groups [vlan vlan-id]
[detail]

IGMPスヌーピングクエリアをVLAN別に表示
します。

show ip igmp snooping querier [vlan vlan-id]

マルチキャストルータポートを VLAN別に表
示します。

show ip igmp snooping mroute [vlan vlan-id]

IGMPスヌーピングの明示的な追跡情報をVLAN
別に表示します。

show ip igmp snooping explicit-tracking [vlan
vlan-id]

IGMP スヌーピングの機能の履歴
説明リリース機能名

この機能が導入されました。Release 5.2(1)IC1(1.1)IGMPスヌーピング
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第 4 章

レイヤ 2 スイッチング設定の制限

この章の内容は、次のとおりです。

• レイヤ 2スイッチング設定の制限, 23 ページ

レイヤ 2 スイッチング設定の制限
設定の制限は、『Cisco Nexus 1000V InterCloud Verified Scalability Reference』に記載されています。
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