
VXLAN の設定

この章の内容は、次のとおりです。
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• VXLANの注意事項と制約事項, 2 ページ

• VXLANのデフォルト設定, 3 ページ

• VXLANの設定, 3 ページ

• VXLAN設定の確認, 16 ページ

• VXLANの機能の履歴, 17 ページ

VXLAN に関する情報

VXLAN の前提条件
VXLANの前提条件は次のとおりです。

• ESXホストの間の Cisco Nexus 1000Vアップリンクポートプロファイルおよびすべての相互
接続スイッチおよびルータは、仮想マシン（VM）の最大伝送単位（MTU）より少なくとも
50バイト大きく設定された、サポートされるMTUが必要です。たとえば、VMでは、1500
バイトのMTU（アップリンクと物理デバイスと同じ）を使用するようにデフォルト設定され
ており、このためMTUを少なくとも 1550バイトに設定する必要があります。この設定が不
可能な場合は、すべての VM、vNIC、MTUを 1450バイトなど、物理ネットワークがサポー
トするMTUより 50バイト小さくする必要があります。詳細については、『Cisco Nexus
1000V Port Profile Configuration Guide』を参照してください。

• Cisco Nexus 1000Vがアップリンクにポートチャネルを使用している場合、負荷分散アルゴ
リズムを 5タプルハッシュ（IP/Layer 4/Layer 4ポート）に設定する必要があります。物理ス
イッチのすべてのポートチャネルで同じ設定を使用する必要があります。詳細については、

『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide』を参照してください。
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• VXLANは8472の宛先ポートでMACin IP（UDP）を使用します。任意の中間ファイアウォー
ルによってこのポートを許可する必要があります。

• VXLANのマルチキャストモードを使用している場合、VXLAN転送 VLANの IGMPクエリ
アを設定する必要があります。

VXLAN の注意事項と制約事項
VXLAN設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

•ユニキャスト専用モードでの VXLANは、単一 VSMによって管理される VEM間でのみサ
ポートされます。ユニキャスト専用モードでの VXLANは、2つの異なる分散仮想スイッチ
間で共有することはできません。

• VXLANがMAC配信がイネーブルでユニキャスト専用モードに設定されている場合、この
VXLANのゲートウェイは VLAN側で学習したどのMACアドレスも登録しません。これら
のMACアドレスがまだ学習されていない場合、これらのMACアドレスへのトラフィック
は、VXLANゲートウェイに不明なユニキャストパケットを複製して配信されます。これ
は、不明なユニキャストパケットがMAC配信モードで複製される唯一のシナリオです。

•ユニキャストモードでMicrosoftネットワークロードバランシング（NLB）サーバを使用す
る場合、NLBサーバの共通MACアドレスが検出されることがないため、すべてのサーバ
ポートに配信するために不明なユニキャストパケットが必要です。このソリューションに

よって、MAC配信を使用するユニキャスト専用モードの不明なユニキャストのセマンティッ
クが中断されます。マルチキャストモードまたはMAC配信なしでのユニキャスト専用モー
ドのいずれかを使用することを推奨します。

• MAC配信モードおよびMulti-MAC対応機能を同時にイネーブルにできません。MAC配信
またはMulti-MAC対応機能のいずれかを使用する必要があります。

• ESXi 5.5のCisco Nexus 1000Vスイッチは VXLANオフロード NICをサポートします。 Cisco
Nexus 1000Vスイッチは、ポートチャネルの物理 NIC（PNIC）のすべてが VXLANオフロー
ド機能をサポートすると見なすかあるいはサポートするものがないと見なすように設計され

ています。

VXLANの設定変更については、次の注意事項および制限事項があります。

•グローバルコンフィギュレーションモードをマルチキャストからユニキャストへ変更する
には、segment mode unicast-onlyコマンドを使用します。このコマンドは、オーバーライド
になっていないすべてのブリッジドメインに影響します。

• segment mode unicast-onlyまたは no segment mode unicast-onlyコマンドを入力してブリッジ
ドメインのグローバルコンフィギュレーションをオーバーライドにした場合、マルチキャス

トまたはユニキャストモードを使用できます。

• segment mode unicast-onlyコマンドを入力した後にだけ、セグメント配信Macコマンドをイ
ネーブルにできます。
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• no segment distribution macコマンドを入力してセグメント配信MACアドレス設定をグロー
バルにディセーブルにできます。

•すでに segmentdistributionMACコマンドを入力している場合は、no segmentmodeunicast-only
コマンドは使用できません。

•マルチキャストモードの VXLANで必要なマルチキャスト IPアドレスを設定する必要があ
ります。

• VXLANがマルチキャストモードのときにマルチキャスト IPアドレスを削除すると、その
VXLANを使用するポートは動作しなくなります。

マルチキャスト IPアドレスが設定されていないかセグメント IDが削除された場合にユニキャ
ストモードからマルチキャストモードに変更すると、ポートは動作しなくなります。

（注）

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

表 1：デフォルトの VXLAN パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルfeature segmentation

VXLAN の設定

VXLAN の最初のイネーブル化
VXLANをイネーブルにするには、VXLANを最初に設定するときに次の 2つの手順を実行する必
要があります。

• VXLANカプセル化用の vmknicsの設定, （5ページ）

• VXLANのイネーブル化, （4ページ）
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VXLAN のイネーブル化

はじめる前に

show system vem feature levelコマンドを入力して、機能レベルが 4.2(1)SV1(5.1)以降のリリースで
あることを確認します。機能レベルが 4.2(1)SV1(5.1)以降のリリースでない場合は、『CiscoNexus
1000V Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

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   

VXLANをイネーブルにします。switch(config)# feature
segmentation

ステップ 2   

（任意）

VXLANがイネーブルかどうかを表示します。
switch(config)# show feature |
grep segmentation

ステップ 3   

すべての VXLANブリッジドメインにグローバル
コンフィギュレーションモードを設定します。コ

switch (config)# [no]
segment-mode unicast-only

ステップ 4   

ンフィギュレーションモードを入力しない場合、

グローバルモードはMAC配信を伴わないユニキャ
スト専用モードです。

MAC配信をグローバルにイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトのMAC配信モー

switch (config)# [no] segment
distribution mac

ステップ 5   

ドのすべてのブリッジドメインでこの設定を継承

し、MACの配布をイネーブルまたはディセーブル
にします。

（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 6   

次に、セグメンテーション機能をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature segmentation
switch(config)# show feature | grep segmentation
network-segmentation 1 disabled
segmentation 1 enabled
switch(config)# copy running-config startup-config
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VXLAN カプセル化用の vmknics の設定

はじめる前に

• VXLANカプセル化トラフィックの転送に使用する VLANを識別します。

•これが、VXLANを設定するすべての VEMのアップリンクポートプロファイルで設定され
ていることを確認します。

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。

switch# configure terminalステップ 1   

名前付きポートプロファイルのポートプロファイル

コンフィギュレーションモードを開始します。ポー

switch(config)# port-profile
type veth profilename

ステップ 2   

トプロファイルがない場合は、次の特性を使用して

作成されます。

• profilename：ポートプロファイルの名前は最大
80文字で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプ
ロファイルに対して一意である必要があります。

ポートプロファイルを Ethernetタイプとし
て設定すると、VMware仮想ポートの設定
には使用できなくなります。

（注）

ポートプロファイルを VMwareポートグループとし
て指定します。

switch(config-port-prof)#
vmware port-group name

ステップ 3   

ここで名前を指定しない限り、ポートプロファイル

は、同じ名前の VMwareポートグループにマッピン
グされます。 vCenter Serverに VSMを接続すると、
ポートグループが vCenter Server上の仮想スイッチに
配信されます。

インターフェイスがスイッチアクセスポート（デ

フォルト）であることを指定します。

switch(config-port-prof)#
switchport mode access

ステップ 4   

このポートプロファイルに VLAN IDを割り当てま
す。

switch(config-port-prof)#
switchport access vlan id

ステップ 5   

VLAN IDが作成済みでアクティブ状態に
なっている必要があります。

（注）

ポートプロファイルに VXLAN機能を割り当て、こ
のポートプロファイルを継承するインターフェイス

switch(config-port-prof)#
capability vxlan

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

が VXLANカプセル化トラフィックの送信元として
使用されるようにします。

管理上の目的でプロファイル内のすべてのポートを

イネーブルにします。

switch(config-port-prof)# no
shutdown

ステップ 7   

ポートプロファイルの動作ステートを設定します。switch(config-port-prof)# state
enabled

ステップ 8   

ポートプロファイルの設定を表示します。switch(config-port-prof)# show
port-profile name profilename

ステップ 9   

（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-port-prof)# copy
running-config startup-config

ステップ 10   

次に、VXLANカプセル化用に vmknicを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type veth vmknic-pp
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 100
switch(config-port-prof)# capability vxlan
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# show port-profile name vmknic-pp
port-profile vmknic-pp
type: Vethernet
description:
status: enabled
max-ports: 32
min-ports: 1
inherit:
config attributes:
switchport mode access
switchport access vlan 100
capability vxlan
no shutdown
evaluated config attributes:
switchport mode access
switchport access vlan 100
capability vxlan
no shutdown
assigned interfaces:
port-group: vmknic-pp
system vlans: none
capability l3control: no
capability iscsi-multipath: no
capability vxlan: yes
capability l3-vservice: no
port-profile role: none
port-binding: static

switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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次の作業

vSphere管理者は各 ESX/ESXiホストに新しい vmknic作成し、この vmknicに作成済みのポートプ
ロファイルを割り当てる必要があります。 IPアドレスおよびネットマスクを vmknicに割り当て
る必要があります。この IPアドレスは、VXLANパケットのカプセル化に使用されます。 VSM
のインターフェイスを表示するには、show module vtepsコマンドを使用します。

ブリッジドメインの作成

VXLANブリッジドメインの作成は最大 2048に制限されています。

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。

switch# configure terminalステップ 1   

VXLANを作成し、識別名を関連付けます。switch(config)# bridge-domain
name-string

ステップ 2   

VXLANセグメント IDを指定します。 1つのブ
リッジドメインだけが特定のセグメント ID値を
使用できます。

switch(config-bd)# segment id
[number]

ステップ 3   

有効な値の範囲は 4096～ 16000000です。（1～
4095は VLAN用に予約されています）。

（任意）

ブロードキャストおよびフラッドのマルチキャス

トグループを関連付けます。

switch(config-bd)# group ipaddrステップ 4   

予約済みのマルチキャストアドレスは

許可されません。

（注）

（任意）

ブリッジドメインの情報を表示します。

switch(config-bd)# show
bridge-domain name-string

ステップ 5   

（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。

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

ステップ 6   

次の例では、VXLANの作成方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# bridge-domain tenant-red
switch(config-bd)# segment id 4096
switch(config-bd)# group 239.1.1.1
switch(config-bd)# show bridge-domain tenant-red
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Bridge-domain tenant-red (0 ports in all)
Segment ID: NULL
Mode: Unicast-only (default)
MAC Distribution: Disable (default)
Group IP: 239.1.1.1
State: UP Mac learning: Enabled
switch(config-bd)#
switch(config-bd)# copy running-config startup-config

ブリッジドメインモードの設定

ブリッジドメインモードまたはグローバルモードでブリッジドメインを設定できます。

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。switch# configure
terminal

ステッ

プ 1   

ブリッジドメインを作成します。switch#
bridge-domainbd-name

ステッ

プ 2   

ユニキャスト専用としてセグメントモードを設定します。switch (config-bd)# [no]
segment mode

ステッ

プ 3   
モードは、グローバルに、または特定のブリッジドメインに

対して設定できます。特定のブリッジドメインに設定され
unicast-only | default
segment mode

た場合、このモードは、特定のブリッジドメインに対してグ

ローバルコンフィギュレーションのオーバーライドとして扱

われます。グローバルコンフィギュレーションの変更は、

オーバーライドでないすべてのブリッジドメインに影響しま

す。特定のブリッジドメイン上でモードを設定すると、グ

ローバルなブリッジドメインが上書きされます。ブリッジ

ドメインに対して設定されたオーバーライドは、default
segment modeを使用して削除できます。

ブリッジドメインで設定をオーバーライドにする

には、no segment mode unicast-onlyコマンドを使
用します。ユニキャストをグローバルに有効にす

る場合、ブリッジドメインはマルチキャストモー

ドを使用できます。オーバーライドにするには、

default segment modeコマンドを使用します。

（注）

このコマンドは、egment distribution MAC機能が
設定されている場合はグローバルに、またはブリッ

ジドメインの下では実行できません。

（注）

ブリッジドメインのMAC配信をイネーブルにします。switch (config-bd)# [no]
segment distribution

ステッ

プ 4   
ブリッジドメインでオーバーライドを設定するに

は、最初のオーバーライドとして segment mode
unicast-onlyコマンドを入力する必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアク

ション

mac | default segment
distribution mac

次に、ブリッジドメインを設定する例を示します。

グローバルコンフィギュレーションまたはブリッジドメインのオーバーライドが no segment
mode unicast-onlyに設定されている場合に、セグメント IDがブリッジドメインに対して設定
されずにマルチキャスト IPアドレスが設定されていない場合は、ポートは動作しません。

（注）

config terminal
bridge-domain domain-660

segment mode unicast-only
segment distribution mac

VXLAN を使用するように設定されたポートプロファイルの作成
VLANの代わりにVXLANを使用するように、既存の仮想イーサネットポートプロファイルの設
定を変更して、ポートをブリッジドメインに対応付けることもできます。これを行うには、ス

イッチポートモードアクセスが設定されたプロファイルで switchport access bridge-domain name
コマンドを入力します。

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。

switch# configure terminalステップ 1   

名前付きポートプロファイルのポートプロファイルコ

ンフィギュレーションモードを開始します。ポートプ

switch(config)# port-profile
[type {vethernet}] name

ステップ 2   

ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され

ます。

• name：ポートプロファイルの名前は最大 80文字
で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプロファイル
に対して一意である必要があります。

• type：ポートプロファイルタイプは仮想イーサネッ
トです。設定が完了すると、タイプは変更できま

せん。デフォルトは仮想イーサネットタイプです。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

ポートプロファイルタイプをイーサネットとして

定義すると、ポートプロファイルを物理（イーサ

ネット）ポートに使用できます。 vCenter Serverで
は、対応するポートグループを選択し、物理ポー

ト（PNIC）に割り当てることができます。

ポートプロファイルを Ethernetタイプと
して設定すると、VMware仮想ポートの
設定には使用できなくなります。

（注）

ポートプロファイルを VMwareポートグループとして
指定します。

switch(config-port-prof)#
vmware port-group
[pg_name]

ステップ 3   

ここで名前を指定しない限り、ポートプロファイルは、

同じ名前のVMwareポートグループにマッピングされま
す。 vCenter ServerにVSMを接続すると、ポートグルー
プが vCenter Server上の仮想スイッチに配信されます。

インターフェイスがトランキングポートとして使用され

ることを指定します。

switch(config-port-prof)#
switchport mode access

ステップ 4   

トランクポートは、ネイティブ VLANに対しては非タ
グ付きパケットを伝送し、他のすべてのVLANに対して
はカプセル化されたタグ付きパケットを伝送します。

このポートプロファイルに VXLANのブリッジドメイ
ンを割り当てます。

switch(config-port-prof)#
switchport access
bridge-domain
<bridge-domain name>

ステップ 5   

アクティブにするポートのセグメント IDを指定してブ
リッジドメインを設定する必要があります。マルチキャ

ストモードが必要な場合は、マルチキャスト IPアドレ
スを設定する必要があります。マルチキャストモード

は、実行中のコンフィギュレーションでnosegmentmode
unicast-onlyとして表示されます。

管理上の目的でプロファイル内のすべてのポートをイ

ネーブルにします。

switch(config-port-prof)# no
shutdown

ステップ 6   

ポートプロファイルの動作ステートを設定します。switch(config-port-prof)#
state enabled

ステップ 7   

（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-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

ステップ 8   

   Cisco Nexus 1000V VXLAN コンフィギュレーションガイドリリース 4.2(1)SV2(2.1)
10 OL-28794-01-J   

VXLAN の設定
VXLAN を使用するように設定されたポートプロファイルの作成



目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

セグメンテーション設定を表示します。

switch(config-port-prof)#
show running-config
bridge-domain

ステップ 9   

（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-port-prof)#
copy running-config
startup-config

ステップ 10   

次に、VXLANを使用して設定されたポートプロファイルを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile tenant-profile
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access bridge-domain tenant-red
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# show port-profile name tenant-profile
port-profile tenant-profile
type: Vethernet
description:
status: enabled
max-ports: 32
min-ports: 1
inherit:
config attributes:
switchport mode access
switchport access bridge-domain tenant-red
no shutdown
evaluated config attributes:
switchport mode access
switchport access bridge-domain tenant-red
no shutdown
assigned interfaces:
port-group: tenant-profile
system vlans: none
capability l3control: no
capability iscsi-multipath: no
capability vxlan: no
capability l3-vservice: no
port-profile role: none
port-binding: static

switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)# show running-config bridge-domain
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

VXLAN からのポートの削除
この手順を実行して、デフォルト VLANにポートを移動します。
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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   

名前付きポートプロファイルのポートプロファイルコ

ンフィギュレーションモードを開始します。ポートプ

switch(config)# port-profile
[type {vethernet}] name

ステップ 2   

ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され

ます。

• name：ポートプロファイルの名前は最大 80文字
で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプロファイル
に対して一意である必要があります。

• type：ポートプロファイルタイプは vEthernetで
す。設定が完了すると、タイプは変更できません。

デフォルトは vEthernetタイプです。

ポートプロファイルタイプをイーサネットとして

定義すると、ポートプロファイルを物理（イーサ

ネット）ポートに使用できます。 vCenter Serverで
は、対応するポートグループを選択し、物理ポー

ト（PNIC）に割り当てることができます。

ポートプロファイルを Ethernetタイプと
して設定すると、VMware仮想ポートの
設定には使用できなくなります。

（注）

このポートプロファイルから VXLANブリッジドメイ
ンを削除します。

switch(config-port-prof)# no
switchport access
bridge-domain

ステップ 3   

（任意）

ポートプロファイルを継承したインターフェイスのリス

トを表示します。

switch(config-port-prof)#
show port-profile usage

ステップ 4   

（任意）

すべてのブリッジドメインを表示します。

switch(config-port-prof)#
show bridge-domain

ステップ 5   

（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-port-prof)#
copy running-config
startup-config

ステップ 6   
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次に VXLANからポートを削除する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile tenant-profile
switch(config-port-prof)# no switchport access bridge-domain tenant-red
switch(config-port-prof)# show port-profile usage
switch(config-port-prof)# show bridge-domain
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

VXLAN の削除
ポートのある既存のブリッジドメインを削除する場合、すべてのポートがダウン状態になり、転

送が停止します。

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。

switch# configure terminalステップ 1   

VXLANを削除します。switch(config)# no bridge-domain
group-red

ステップ 2   

（任意）

すべてのブリッジドメインを表示します。

switch(config-bd)# show
bridge-domain

ステップ 3   

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

ステップ 4   

次に、VXLANを削除する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# no bridge-domain group-red
switch(config)# show bridge-domain
switch(config)# copy running-config startup-config

セグメンテーションのディセーブル化

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。

switch# 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

すべてのブリッジドメインを表示します。switch(config)# show
bridge-domain

ステップ 2   

ゼロ以外のポート数のすべてのブリッジ

ドメインを認識する必要があります。

（注）

（任意）

すべてのポートプロファイルの実行コンフィギュ

レーションを表示します。

switch(config)# show running
port-profile

ステップ 3   

このコマンドは、どのポートプロファイ

ルに、ステップ 2で特定されたブリッジ
ドメインが設定されているかを識別する

ために使用する必要があります。

（注）

ポートプロファイルを指定し、ポートプロファイ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# port-profile
name

ステップ 4   

ポートプロファイルがない場合は、次の特性を使用

して作成されます。

name：ポートプロファイルの名前は最大 80文字
で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプロファイル
に対して一意である必要があります。

ポートプロファイルを Ethernetタイプと
して設定すると、VMware仮想ポートの設
定には使用できなくなります。

（注）

VXLANのブリッジドメインをこのポートプロファ
イルから削除して、VLAN1にポートを移動します。

switch(config-port-prof)# no
switchport access
bridge-domain name-string

ステップ 5   

（任意）

ポートプロファイルを継承したインターフェイスの

リストを表示します。

switch(config-port-prof)# show
port-profile usage

ステップ 6   

（任意）

すべてのブリッジドメインを表示します。

switch(config-port-prof)# show
bridge-domain

ステップ 7   

セグメンテーション機能を削除します。switch(config-port-prof)# no
feature segmentation

ステップ 8   

（任意）

セグメンテーション機能が実行中か否かが表示され

ます。

switch(config-port-prof)# show
feature | grep segmentation

ステップ 9   

（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-port-prof)# copy
running-config startup-config

ステップ 10   
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次に、セグメンテーションをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# show bridge-domain

Global Configuration:
Mode: Unicast-only
MAC Distribution: Disable

Bridge-domain tenant-red (4 ports in all)
Segment ID: 4096 (Manual/Active)
Mode: Unicast-only
MAC Distribution: Disable
Group IP: NULL
State: UP Mac learning: Enabled
Veth1, Veth2, Veth4, Veth11

switch(config)# show running-config port-profile
port-profile default max-ports 32
port-profile default port-binding static
port-profile type ethernet Unused_Or_Quarantine_Uplink
vmware port-group
shutdown
description Port-group created for Nexus1000V internal usage. Do not use.
state enabled
port-profile type vethernet Unused_Or_Quarantine_Veth
vmware port-group
shutdown
description Port-group created for Nexus1000V internal usage. Do not use.
state enabled
port-profile type vethernet tenant-profile
vmware port-group
switchport mode access
switchport access bridge-domain tenant-red
no shutdown
state enabled

switch(config)#
switch(config-port-prof)# show port-profile usage

port-profile Unused_Or_Quarantine_Uplink

port-profile Unused_Or_Quarantine_Veth

port-profile tenant-profile
Vethernet1
Vethernet2
Vethernet4
Vethernet11

switch(config-port-prof)# show bridge-domain

Global Configuration:
Mode: Unicast-only
MAC Distribution: Disable

Bridge-domain tenant-red (0 ports in all)
Segment ID: 4096 (Manual/Active)
Mode: Unicast-only
MAC Distribution: Disable
Group IP: NULL
State: UP Mac learning: Enabled

switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)# no feature segmentation
switch(config-port-prof)# 2013 May 23 05:34:42 switch-cy %SEG_BD-2-SEG_BD_DISABLED: Feature
Segmentation disabled

switch(config-port-prof)# show feature | grep seg_bd
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- NR - 1 - seg_bd

VXLAN 設定の確認
VXLANの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

セグメンテーション機能が実行中かどうかを表

示します。

show feature | grep segmentation

モードのすべてのブリッジドメインを表示しま

す。

show bridge-domain

VSMによって保持され、すべてのVEMにプッ
シュされるブリッジドメインから VTEPへの
マッピングを表示します。

show bridge-domain vteps

MAC配信機能で設定されたVXLANのVSMに
よって学習されたすべてのMACアドレスを表
示します。

show bridge-domain mac bd-name

実行中のブリッジドメインを表示します。show run bridge-domain

指定したブリッジドメインを表示します。show bridge-domain bd-name

VSMによって保持され、すべてのVEMにプッ
シュされる指定したブリッジドメインから

VTEPへのマッピングを表示します。

show bridge-domain bd-name vteps

インターフェイス設定の短縮バージョンを表示

します。

show interface brief

スイッチポートインターフェイスに関する情報

を表示します。

show interface switchport

VXLANのトンネルエンドポイントで使用でき
る各モジュールで使用可能な IPアドレスを表
示します。

show module vteps
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VXLAN の機能の履歴
機能情報リリース機能名

拡張VXLANコマンドが追加さ
れました。

4.2(1)SV2(2.1)拡張 VXLAN

Virtual Extensible Local Area
Network（VXLAN）機能が追加
されました。

4.2(1)SV1(5.1)VXLAN
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