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VXLAN に関する情報
レイヤ 3でデータセンター内の VLAN到達可能性を拡張するために、Virtual Extensible Local Area
Network（VXLAN）を使用できます。VXLANを使用すると、データセンター内で VLANを 4096
個のみ使用できるという制限がなくなります。

レイヤ 2 VLANは、より大きい（24ビット）IDであるVXLANネットワーク ID（VNI）にマッピ
ングされます。そのVLANのすべてのフレームは、IP/UDPフレームにカプセル化されて伝送され
ます。VNI情報を伝送するために、追加 VXLANヘッダーが追加されます。VNIは、フレームが
属するレイヤ 2セグメントを特定し、そのフレームのより大きなレイヤ 2ブロードキャストドメ
インを定義するために使用されます。通常、レイヤ 2ドメイン（VLAN）によって VMのモビリ
ティが制限されます。VXLANでは、レイヤ 2ドメインがデータセンター全体に拡張され、レイ
ヤ2ブロードキャストドメインをレイヤ3全体に拡張することで、VMのモビリティを高めます。
24ビットの VNIは、マルチテナントデータセンター内で大量のテナントとその VLANをサポー
トする約 1600万もの異なるレイヤ 2セグメントを提供します。
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VXLAN のレイヤ 2 ゲートウェイ

VXLANゲートウェイは、クラシカルイーサネット（CE）フレームを VXLANフレームにカプセ
ル化したり、VXLANフレームをCEフレームにカプセル化解除したりするためのデバイスです。
ゲートウェイデバイスは、物理ホストと仮想マシンへ透過的に VXLANの利点を提供します。物
理ホストまたは VMは、VXLANカプセル化をまったく関知しません。ゲートウェイ機能は、物
理ネットワークデバイス（CiscoNexus 5600シリーズスイッチなど）または vSwitch（CiscoNexus
1000Vなど）内に実装できます。

図 1： VXLAN ゲートウェイの使用例

VXLAN ルータ

異なる VLAN間の従来のルーティングと同様に、異なる VXLANセグメント上にあるデバイス間
の通信には VXLANルータが必要です。VXLANルータは、VNI間でフレームを変換します。送
信元と宛先に応じて、このプロセスにはフレームのカプセル化解除と再カプセル化が必要になる

ことがあります。Cisco Nexusデバイスは、カプセル化解除、ルーティング、カプセル化のすべて
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の組み合わせをサポートします。ルーティングは、ネイティブレイヤ 3インターフェイスおよび
VXLANセグメント間でも可能です。

アグリゲーションレイヤ、または Cisco Nexusデバイスの集約ノードで VXLANルーティングを
イネーブルにできます。スパインは、IPに基づいてのみ転送し、カプセル化されたパケットを無
視します。スケーリングできるように、少ないリーフノード（境界リーフのペア）が VNI間の
ルーティングを実行します。一連の VNIは Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスに
グループ化され、VNI間でのルーティングをイネーブルにします。ルーティングを多数のVNI内
でイネーブルにする必要がある場合、複数の VXLANルータ間で VNIの分割が必要になることが
あります。各ルータは、一連の VNIとそれぞれのサブネットを受け持ちます。冗長性は FHRPに
よって実現されます。

次の図に、VXLANルータとして動作する 2つのCisco Nexusリーフノード（各ノードはバーチャ
ルポートチャネル（vPC）ペア）を使用する設定例を示します。ノード Aは VNI 1を 100にルー
ティングし、ノード Bは VNI 201を 300にルーティングします。VXLANルータ間でトラフィッ
クを伝送したり、ルーティングプロトコルが VXLANルータ間でルーティング情報を交換したり
するためには、テナント VRFごとに個別の VNI（555）を設定する必要があります。

図 2： VXLAN ルータの設定

この図は、vni-1から vni-201、および vni-20から vni-8という 2つのフローを示しています。

1 vni-1から vni-201：G1における vNI1のパケットは、vni-1のデフォルトルータ（L1および
L2）に送信されます。ルータは、宛先アドレスが vni-201内にあり、インターフェイス vni-555
で到達可能であることを調べます。パケットは、vni-555でカプセル化され、L3および L4の
ペアに送信されます。ルータペア（L3および L4）は、パケットを vni-555から最終的な宛先
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に到達できるvni-201にルーティングします。このパケットはG2に送信されます。G2はvni-201
を使用して、最終的な宛先に配信します。このパケットは、ルータホップが 2です。

2 vni-20から vni-8：G3における vni-20のパケットは、デフォルトルータ（L1および L2）に送
信されます。最終的な宛先は、vni-8からアクセスできます。ルータ（L1およびL2）は、vni-8
でパケットを再カプセル化し、最終的な宛先がある G1に送信します。

vni 1～ 100で発信され、宛先がそのVNIの外部であるすべてのパケットがルーティングされるに
は、ノード Aに到達する必要があります。同様に、vni 201から 300に配信され、送信元が宛先
VNIとは異なるすべてのパケットは、ノード Bの宛先 VNIにルーティングされます。vni-1から
vni-201へのパケットは、2ホップです（1回目のホップがノードA、2回目のホップがノードB）。

VNIと外部（非仮想化）環境との間でルーティングされるトラフィックは、VXLANルータに接
続された外部ルータを経由する必要があります。このルータは、ネットワークアドレス変換

（NAT）とファイアウォールサービスの提供も必要になることがあります。

VXLANルータは、テナント VRF内でルーティングするために、Open Shortest Path First（OSPF）
などの任意のルーティングプロトコルを使用できます。テナント VRFはコアで認識されないた
め、ルータはTransitVNI上でネイバーの隣接関係を形成する必要があります。コアルータは、外
部ヘッダーに基づいて VXLANトンネルエンドポイント（VTEP）間でパケットをルーティング
するために使用される基盤 VRFのみを認識します。

ブロードキャスト/不明ユニキャスト/マルチキャストオーバーレイトラフィック用の VXLAN オー
バーレイネットワーク

すべてのブロードキャスト/不明ユニキャスト/マルチキャストオーバーレイトラフィックは、複
数のVTEPに送信される必要があります。特定のVNIでトラフィックに関心のあるすべてのVTEP
を識別するために、VTEPは、各 VNIの VXLANオーバーレイネットワークとして識別されるマ
ルチキャストツリーを構築します。これは、VNIに関心のあるすべての VTEPで VNIをマルチ
キャストグループにマッピングすることによって実現されます。マルチキャストツリーは、PIM
プロトコルを使用して構築されます。すべての非ユニキャストトラフィックは、マルチキャスト

ツリーに参加するすべての関心のある VTEPに配信されます。これは、任意の VNIを、その VNI
の配信グループ（DG）と呼ばれるマルチキャストグループアドレスにマッピングすることによっ
て実現されます。VTEPがオーバーレイネットワークのVNI上で非ユニキャストパケットを送信
すると、パケットは VXLANヘッダーでカプセル化されて、DGアドレスに送信されます。ユニ
キャストトラフィックの場合のように単一の宛先VTEP IPアドレスへ送信されることはありませ
ん。DG宛の VXLANカプセル化パケットは、DG用に構築された PIMツリーを使用して、オー
バーレイネットワークでルーティングされます。そのDG用に構築された PIMツリーに参加する
すべての VTEPがトラフィックを受信します。

Cisco Nexusデバイスは、PIMBIDIRのみを使用して、このVXLANオーバーレイネットワークを
構築します。PIM ASM/SSMは現在サポートされていません。したがって、VNIの VXLANオー
バーレイトラフィックを伝送するためにDGとして定義されたマルチキャストグループは、常に
BIDIRグループとして定義される必要があります。この BIDIRグループのランデブーポイント
（RP）は、レイヤ 3オーバーレイネットワークのどこにでも設定できます。複数の VNIを同じ
DGにマッピングできます。これらの VNIのオーバーレイトラフィックは、同じ PIM BIDIRツ
リーを使用してオーバーレイネットワーク上を送信されます。Cisco Nexusデバイスは、VTEPあ
たり最大 200個の DGをサポートできます。
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VXLAN マルチキャストルーティング

内部（ユーザ）マルチキャストグループ用のマルチキャストルータとしてVXLANルータを設定
できます。マルチキャストルーティングは、テナント VRF内で設定する必要があります。PIM
BIDIRが外部マルチキャストに使用される場合でも、内部グループのマルチキャストルーティン
グプロトコルは PIM BIDIRである必要はありません。内部マルチキャストグループは、プラッ
トフォームでのサポートに従って、PIMAny-SourceMulticast（ASM）、ASM、またはBIDIRを使
用できます。VTEPがvPCペアの一部である場合、内部グループはBIDIRグループにできません。
vPC設定では、BIDIRを VXLANオーバーレイネットワークを構築するために DGとしてのみ使
用でき、内部マルチキャストトラフィックを伝送するためには使用できません。VXLANユニキャ
ストルーティングの場合と同様に、マルチキャストルーティングはテナント VRF内の VNIイン
ターフェイス間で行われます。VXLANゲートウェイノードは、外部配信グループ（DG）を使用
してマルチキャストデータおよび制御フレームをVXLANマルチキャストルータに配信します。

内部マルチキャストグループ用の PIMルータは、テナント VRFの一部であるすべての VNIに接
続する VXLANネットワーク上で PIMメッセージを交換します。

Cisco Nexus デバイスのオーバーレイ
次の図は、Cisco Nexusデバイスでサポートされるバーチャルポートチャネル（vPC）、ファブ
リックエクステンダ（FEX）、VXLANハイパーバイザ、およびゲートウェイポートによるトポ
ロジを示しています。すべてのFEXトポロジ（AA-FEX、ST-FEX、および2LvPC）がサポートさ
れます。

次の図に、サポートされるトポロジを示します。図 2および 3に示すように、VXLANトンネル
エンドポイント（VTEP）ハイパーバイザは、スイッチ vPCを介して接続できます。図 4は、ハ
イパーバイザがストレート型（ST）FEXを介して（vPCなしで）接続できることを示していま
す。

図 3：サポートされるトポロジ：VXLAN スイッチに直接接続されたハイパーバイザとスイッチ vPC の背後に
あるハイパーバイザ
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次の図に、サポートされていないトポロジを示します。最初の 3つの図に示すように、VXLAN
トンネルエンドポイント（VTEP）ハイパーバイザは、FEX vPC設定（ST-FEX vPC、AA-FEX、
および 2LVPC）を介して接続できません。図 4は、オーバーレイデバイスと非オーバーレイデ
バイスの混在は同一のファブリックエクステンダ（FEX）でサポートされないことを示していま
す。

図 4：サポートされていないトポロジ：（i）ストレート型（ST）-FEX vPC の背後にあるハイパーバイザ、
（ii）アクティブ-アクティブ（AA）-FEX の背後にあるハイパーバイザ、（iii）2 レイヤ vPC（2LvPC）の背後
にあるハイパーバイザ

VXLAN トンネルエンドポイント
VXLANトンネルエンドポイント（VTEP）は、VXLANゲートウェイ機能を実行します。VTEP
は、Cisco NX-OSのインターフェイスとして表現されます。すべての VTEPは、VXLANマネー
ジャによって管理されます。Cisco Nexusデバイスは、カプセル化タイプことに 1つの VTEPを必
要とします。

VTEP の IP アドレスおよび VRF インスタンス

各 VTEPは少なくとも 1つの IPアドレスを持つ必要があります。この IPアドレスは、カプセル
化とカプセル化解除に使用されます。vPC設定の場合、vPCに接続されたホストに対して発着信
するトラフィックのカプセル化とカプセル化解除に別々の IPアドレスが使用されます。エミュ
レートされた IPアドレスは、vPCペアの両方のスイッチで同じである必要があります。エミュ
レートされた IPアドレスを使用すると、ネットワークでMCTを使用しないで vPC接続デバイス
宛のトラフィックをロードバランシングできます。同様に、別々に接続されたホストに対するカ

プセル化またはカプセル化解除に使用されるエミュレートされていない IPアドレスを使用する
と、vPCピアリンク（Multichassis EtherChannelトランク（MCT））を通過せずに、そのホストへ
のトラフィックはペアのうち適切なスイッチに到達します。
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VTEP用に指定された VRFインスタンスは、データセンター内のすべてのカプセル化されたトラ
フィックを伝送します。

Cisco Nexusデバイスは、単一のインフラストラクチャ（インフラ）VRFと複数のテナント VRF
をサポートします。インフラVRFは、コアレイヤ 3ネットワークを経由してVXLANトラフィッ
クを伝送します。テナント VRFはコア内のルーティングデバイスに認識されません。テナント
VRFは VXLANルータによって使用されます。Cisco Nexusデバイスは、デフォルトの VRFをイ
ンフラ VRFとしてサポートします。

VTEP IP マルチキャストアドレス

VXLANゲートウェイは、VNI内のマルチデスティネーションフレームをフラッディングするた
めに IPデリバリグループ（DG）を使用します。レイヤ 2ブロードキャスト、不明なユニキャス
ト、およびマルチキャストフレームは、IPマルチキャスト DGアドレスを使用して他の VTEPに
フラッディングします。VNIごとに 1つのフラッディング DGアドレスのみ使用できます。すべ
ての VTEPに到達する BUMトラフィック量を削減するために、各 VNIに専用の DGアドレスを
設定して、フラッディングドメインがVNIのゲートウェイであるVTEPに含まれるようにする必
要があります。VNIの数は、ネットワークでサポートできる個々の DGツリーの数を超えること
があります。その場合、フラッディングのために複数の VNIで DGアドレスを共有する必要があ
ります。ユーザ（内部またはオーバーレイ）マルチキャストフレームは、DGを使用してカプセ
ル化されます。

VXLAN トンネルエンドポイントピア

VTEP ピア学習

Cisco Nexusデバイスは、最初の VXLANカプセル化パケットがピアから受信されたときに VTEP
ピアが学習されるというフラッドアンドラーン手法を使用して VXLANトンネルエンドポイント
ピア（VTEP）を検出します。

ゲートウェイデバイスは、ローカルで設定された VNIまたは配信グループ（DG）を 1つでもサ
ポートしている VTEPピアだけを特定する必要があります。

CiscoNexusデバイスには、不明なピアから送信されるユニキャストおよびマルチキャストパケッ
トをスヌーピングする機能があります。不明なVTEPピアがローカルに設定されているマルチキャ
スト DGのいずれかを使用してパケットを送信すると、新しいピアに関する情報を提供する通知
をハードウェアから受信します。Cisco Nexusデバイスは、マルチキャスト DGアドレスをモニタ
するだけでなく、専用のVTEPアドレスに送信されるフレームも監視します。ハードウェアによっ
てスヌーピングされるマルチキャストおよびユニキャストフレームは、送信者が既知の VTEPピ
アでない限り、カプセル化解除されません。

VXLANマネージャは、新しいピアとして送信者 VTEPを追加します。ハードウェアで VTEPピ
アが追加されると、ハードウェアはそれに関する VTEPピアの検出通知の送信を停止します。

DGアドレスの共有により、パケット内の VNIはゲートウェイ VNIとして設定されない可能性が
あります。その場合、VTEPピアはさらなる VTEPピアの検出通知を回避します。
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VTEP ピアのエージング/削除

VTEPピアは、シャットダウン、ネットワークからの削除、到達不能化、または単に休止状態に
なることがあります。多くの場合、VTEPピアを削除する直接的な指示はありません。したがっ
て、動的に学習された VTEPピアをクリーンアップするエージング機能を採用する必要がありま
す。任意の時点におけるアクティブ VTEPピアの総数はハードウェアによって制限されるため、
クリーンアップが重要です。エージアウト時間は 10分に設定されています。

vPC に関する考慮事項

vPC の整合性検査

説明vPC 検査タイプパラメータ

両側の vPCポート上で影響を
うけるVLANがダウンします。

タイプ 1：非グレースフルVLAN-VNI mapping

メンバー VNIは両側で同じで
ある必要があります。共通しな

い VNIは、両側の vPCポート
で対応する VLANがダウンし
ます。

タイプ 1：非グレースフルVTEP-Member-VNI

エミュレートされた IPアドレ
スが両方のノードで同じでない

場合、一方の側（セカンダリ）

のゲートウェイ vPCポートが
すべてダウンします。または、

すべての vPCポートの一方の
側がダウンします。

タイプ 1：グレースフルVTEP-emulated IP

vPCマネージャによって警告が
発生します。

タイプ 2VTEP-node IP address

vPC とマルチキャスト

外部宛先グループ（DG）ごとに、指定のアフィニティフォワーダ（AF）として vPCピアの 1つ
を選択する必要があります。AFスイッチはvPCに接続されたデバイスにマルチデスティネーショ
ントラフィックを転送しますが、AF以外のスイッチは別々に接続されたデバイスにのみトラ
フィックを転送します。AFの選択は、vPCの永続的なロールに基づいたマルチキャストグルー
プによって行われます。
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QoS/ACL サポート
Quality of Service（QoS）およびアクセスコントロールリスト（ACL）は、VLANから VXLAN
（カプセル化）へのパケットの入力パケットに適用されます。カプセル化中に、外部のサービス

クラス（CoS）およびDiffServコードポイント（DSCP）の値が最終的な内部CoSとDSCPの値か
ら算出されます。パケットがカプセル化解除されると、内部フレームで伝送される内部 .1Qまた
は .1Pタグがないため、外部 CoSは内部 CoSとして扱われます。処理の残りは、内部フレームで
実行されます。

トラフィックがカプセル化解除されて再カプセル化されると、外部 DSCPの値を算出するために
内部 CoSの値が使用されます。CoSは入力フレームから維持されます。

オーバーレイ中継トラフィック（カプセル化解除されないトラフィック）の場合、QoSとACLが
外部ヘッダーに適用されます。

TTL の処理
ネイティブのクラシカルイーサネット（CE）のパケットがカプセル化されると、外部の存続可能
時間（TTL）は設定された値に基づいて選択されます。デフォルト値は32です。外部TTLは、外
部 IPルーティングに基づいて減少し、0になると廃棄されます。パケットがオーバーレイネット
ワークを移動しても、内部TTLは変更されません。カプセル化解除後、内部TTLは内部パケット
がレイヤ 2に切り替わった場合でも維持されます。内部パケットがルーティングされるたびに、
内部 TTLは減少します。

マルチキャストパケットがカプセル化解除されてから再カプセル化されると、外部TTLは 1減少
しますが、内部 TTLは維持されます。内部パケットがマルチキャストでルーティングされると、
カプセル化されていない内部パケットがエンドステーションに配信されるたびに内部TTLが減少
します。

マルチパスのサポート

CEパケットがVXLANカプセル化を使用してカプセル化されると、レイヤ 2およびレイヤ 3のア
ドレス、および使用可能な場合はレイヤ 4送信元ポートと宛先ポートを使用して、16ビットの
ハッシュ値が作成されます。ハッシュ値は、外部UDPの送信元ポートとして使用されます。この
ハッシュ値は内部パケットフロー（および 16ビットのハッシュ結果に伴うエイリアシング）を
表します。外部 UDPの送信元ポートは、コアルータが内部フローに基づき 2つの VTEP間でト
ラフィックのロードバランシングを行うために使用されます。

パケットが初めてカプセル化されるときは、宛先 VTEPの等コストパスを多くの中から 1つ選択
するために内部パケットヘッダーが使用されます。
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MTU
Cisco Nexusデバイスは、VXLANトラフィックのフラグメンテーションまたはリアセンブルをサ
ポートしていません。VXLANカプセル化によってパケットに 50バイトが追加されるため、テナ
ントデバイスのMTUは、ネットワークデバイスのMTUよりも 50バイト以上小さい必要があり
ます。Cisco VXLANデバイスは、物理インターフェイスおよび SVIインターフェイスのMTU設
定をサポートします。VXLANルーティングを設定するときは、VNIがマッピングされた SVIの
MTUが物理インターフェイスのMTUより 50バイト小さいことを確認してください。VXLANレ
イヤ 2ゲートウェイの場合、デフォルトMTUは 1500です。MTUを 1550に増加させることを推
奨します。

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

• VXLANデバイスは、ストアアンドフォワードモードで設定する必要があります。

•エッジインターフェイス上のクラシカルイーサネット（CE）パケットは、関連付けられて
いるVLANに基づいてVNIにマッピングされます。VLANと仮想ネットワーク識別子（VNI）
のマッピングは、スイッチでサポートされる VNIの数が 4000に制限される VLAN設定に基
づいて作成されます。

• VNIのVXLANオーバーレイネットワークを構築するために使用されるマルチキャスト配信
グループは、Protocol Independent Multicast（PIM）の双方向（BIDIR）グループとして設定す
る必要があります。VXLANオーバーレイネットワークは、PIM SMまたは PIM SSMを使用
して構築することはできません。

•非 VXLANトラフィック用の vPC設定における PIM-BDIRはサポートされません。

• Cisco Nexusデバイスは、ファブリックエクステンダ（FEX）に接続されたサウスバウンド
インターフェイス上のレイヤ 3リンクをサポートしていません。

• Network Virtualization Edge（NVE）設定の NVEインターフェイスでは、ループバックイン
ターフェイスのみが送信元インターフェイスとしてサポートされます。NVEはVTEPと同じ
です。

•内部のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）上で動作するプロトコルの場合、VXLANカプ
セル化を可能にするため、その SVIの最大伝送ユニット（MTU）を 50増やす必要がありま
す。デフォルトMTUを使用する場合は、予期しない結果になることもあります。

• VXLANトンネルエンドポイント（VTEP）ハイパーバイザは、ストレート FEX
（ST-FEX-VPC）、アクティブ-アクティブ FEX（AA-FEX）、および 2レイヤ vPCを介して
接続できません。

• Cisco Nexusデバイスは、コアにオーバーレイトラフィックを伝送するレイヤ 3ルーテッド
ポートリンクのみをサポートできます。
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•レイヤ 2トランクは、コアにオーバーレイトラフィックを伝送するために使用できません。
SVIを使用するレイヤ 2トランクは、ハイパーバイザに接続するサウスバウンドインター
フェイスで使用できます。ハイパーバイザとの間で送受信されるオーバーレイトラフィック

は、SVIを使用して伝送されます。

•基盤となるネットワークに対して IPルーティングプロトコルを設定する必要があります。

•基盤となるネットワークに対して PIM-BIDIRマルチキャストルーティングを設定する必要
があります。

• vn-segment-vlan-based機能を VXLANゲートウェイおよびルータデバイスで設定する必要が
あります。

• IGMPスヌーピングは VXLAN VLANではサポートされません。

•ハイパーバイザ VTEP（Cisco Nexus 1000Vなど）は、レイヤ 3インターフェイスを使用して
接続できません。レイヤ 2インターフェイスを使用して接続する必要があります。

•スイッチでは 1つの NVEインターフェイスのみサポートされます。

• SNMPは NVEインターフェイスではサポートされません。

•テナントトラフィックのポリシーベースルーティング（PBR）はサポートされません。

•入力および出力ACLは、VXLANゲートウェイデバイスでVXLANパケットの外部ヘッダー
に適用できません。

•物理ポートをテナント（ゲートウェイ）ポートとオーバーレイポートとして同時に使用でき
ません。

（注） •ゲートウェイポート：VLAN-VNIマッピングが設定された物理ポート。

•オーバーレイポート：オーバーレイポートではカプセル化されたトラ
フィックが送受信されます。これには、コア（ネットワーク）側ポート

と、VTEP（ハイパーバイザ）が接続されているローカルエッジポート
が含まれます。

• VXLANカプセル化の 50バイトを収容するようにネットワーク全体で最大伝送ユニット
（MTU）を設定する必要があります。

• VTEPハイパーバイザに接続するテナントポートとオーバーレイポートは、同じファブリッ
クエクステンダ（FEX）上に配置できません。

• VTEPハイパーバイザを FEXポートに接続する場合、FEXに接続されているすべての VTEP
ハイパーバイザは同じ外部 VLANを使用する必要があります。

•デバイスが VXLANフラッドおよび学習モードで実行中に、パケットがユニキャストとして
カプセル化解除VXLANトンネルエンドポイントに到達すると、カプセル化解除後に、カプ
セル化解除 VTEPにとって宛先MACは不明になり、パケットがドロップされます。これは
コアへのフラッディングを回避するのに役立ちます。
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トラフィック損失を避けるため、リモート VTEPで影響のあるMACをクリアするか、トポ
ロジ変更通知を停止してください。この問題は、VXLANが EVPNモードで動作していると
きには現れません。

•ホストおよび VTEPハイパーバイザを Cisco Nexusデバイスに接続するときは、サポートさ
れるトポロジとサポートされないトポロジの図を参照してください。

•リロード時にはストアアンドフォワードモードに設定されます。

•オーバーレイカプセル化の異なるハイパーバイザが同じFEXに接続することはできません。

• VLAN 1は VXLANトラフィックの伝送に使用できません。

•送信元MACがユーザ設定の HSRP MACである Hot Standby Router Protocol（HSRP）パケッ
トの発信はサポートされません。標準の HSRP MACアドレス（v1および v2）を HSRPパ
ケットの送信元MACアドレスとして使用することのみサポートされます。

• show interface nve 1 countersコマンドは、VXLANの入出力パケットの統計情報を表示しま
せん。

• VXLAN対応 VLANでの DHCPスヌーピングはサポートされません。

•基盤となるインターフェイスと同じ VRF内の SVIを使用する非 VNI対応 VLANは、オー
バーレイポートであるとみなされます。この VLANが FEX HIFで設定されると、VXLAN
カプセル化トラフィックはこのポートを出力します。これを避けるには、非VNI対応VLAN
は、基盤となるインターフェイスが属する VRFとは別の VRFで設定する必要があります。

vPC に関する考慮事項

•仮想 IPは vPCペアに設定する必要があります。

•仮想 IPはループバック用に設定する必要があります。

•ピアリンク Switched Virtual Interface（SVI）は、外部通信におけるピアリンクでのみ使用す
る必要があります。設定の例：

vpc nve peer-link-vlan 99

interface vlan99

no shutdown

no ip redirects

ip address 99.1.1.1/24

ip ospf cost 10

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

•特別なピアリンク SVIを VPCペアで設定する必要があります。

• vPCピアは同じ設定にする必要があります。

◦ VLANから VN-segmentへの一貫したマッピング。
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◦同じループバックインターフェイスへの一貫した NVE1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。

◦グループへの一貫した VNIマッピング。

• VTEPハイパーバイザは、AA-FEX、EVPC、または ST-FEX vPCに接続できません。

• VXLANスイッチドトラフィックのラインレートカプセル化またはカプセル化解除をサポー
トします。

VXLANカプセル化のため、VXLANでは元のパケットに50バイトのオーバー
ヘッドがかかります。たとえば 1000バイトのパケットでは、パケットごとに
5%のオーバーヘッドがあります。オーバーヘッドはパケットサイズによって
異なり、VXLANでは想定されるものです。

（注）

VTP に関する考慮事項

ファブリックパスまたはEVPNで、VTP機能がイネーブルであり、スイッチのリロードが発生す
る場合、自動設定されたVLANプロファイル情報は実行中コンフィギュレーションまたはスター
トアップコンフィギュレーションには保存されません。VLAN自動設定の問題を避けるため、
ファブリックパスまたは EVPNリーフノードで VTP機能をイネーブルにしないことをお勧めし
ます。

VXLAN のイネーブル化
はじめる前に

基盤となる PIM-bidirマルチキャストを設定する必要があります。

ストアアンドフォワードモードでスイッチを設定します。ストアアンドフォワードモードでのス

イッチの設定, （15ページ）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   

NVオーバーレイをイネーブルにします。switch(config)# feature nv overlayステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチの VN-Segment機能をイネーブルに
します。

switch(config)# feature
vn-segment-vlan-based

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

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

ステップ 4   

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。

次に、VXLANをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature nv overlay
switch(config)# feature vn-segment-vlan-based

VNI 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。

switch# configure terminalステップ 1   

VLANを作成します。switch(config)# vlan vlan-idステップ 2   

アクセスVLANとVNIを関連付けます。vni-id
の範囲は 4096～ 16773119です。

switch(config)# vn-segment vni-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、変更を継続的に保存

します。

次に、VNIを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 1001
switch(config)# vn-segment 8000
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ネットワーク仮想化エンドポイント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。

switch# configure terminalステップ 1   

NVEを作成します。switch(config)# interface nve nve-idステップ 2   

送信元インターフェイスを決定します。switch(config-if-nve)# source
interface src-if

ステップ 3   

BUMトラフィックのマルチキャストグルー
プを割り当てます。

switch(config-if-nve)#member vni
rangemcast-group

ステップ 4   

インターフェイスを、デフォルトの操作状

態に戻します。

switch(config-if-nve)# no shutdownステップ 5   

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

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

ステップ 6   

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。

次に、ネットワーク仮想化インターフェイスを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface nve 1
switch(config-if-nve)# source interface loopback 0
switch(config-if-nve)# member vni 21000 mcast-group 239.3.5.1
switch(config-if-nve)# no shutdown
switch(config-if-nve)# copy running-config startup-config

ストアアンドフォワードモードでのスイッチの設定

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。

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

ストアアンドフォワードスイッチングをイネー

ブルにします。

switch(config)# hardware ethernet
store-and-fwd-switching

ステップ 2   

（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 3   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、ストアアンドフォワードモードでスイッチを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# hardware ethernet store-and-fwd-switching
switch(config)# copy running-config startup-config

次の作業

スイッチをリロードする必要があります。

VXLAN 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   

NVオーバーレイをディセーブルにします。switch(config)# no feature nv
overlay

ステップ 2   

VLANベースの VNセグメントをディセーブ
ルにします。

switch(config)# no feature
vn-segment-vlan-based

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

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

ステップ 4   

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。

次に、VXLANをディセーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# no feature nv overlay
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switch(config)# no feature vn-segment-vlan-based

VXLAN 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

NVEインターフェイスの詳細
を表示します。

switch# show interface nve id

IPアドレスを使用して検出され
た NVEピアのリストを表示し
ます。

switch# show platform fwm info nve peer [all]

NVEピアの背後にあるMACア
ドレスを表示します。

switch# show mac address-table nve [count] [encap_type]

VLANのパケットカウンタを
表示します。

switch# show vlan counters

同じ VNIに参加している検出
済みピアのリストを表示しま

す。

switch# show nve peer

設定済み VNIのリストを表示
します。

switch# show nve vni

設定済み VNIのリストを表示
します。

switch# show platform fwm info nve vni

誤設定による衝突を表示しま

す。

switch# show nve conflict all

switch# show run | grep "vpc nve"

switch# show platform fwm info global | grep -i "NVE peer"
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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：

図 5：

Cisco Nexusデバイスの VTEP-1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 bidir
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 vn-segment-vlan-based
switch-vtep-1(config)# interface e1/1
switch-vtep-1(config-if)# switchport
switch-vtep-1(config-if)# switchport access vlan 10
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
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switch-vtep-1(config-vlan)# vn-segment 10000
switch-vtep-1(config-vlan)# exit

Cisco Nexusデバイスの VTEP-2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 bidir
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 vn-segment-vlan-based
switch-vtep-2(config)# interface e1/1
switch-vtep-2(config-if)# switchport
switch-vtep-2(config-if)# switchport access vlan 10
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

VXLANの設定結果の例：

switch(config)# show nve vni

Interface VNI Multicast-group VNI State
---------------- -------- --------------- ---------
nve1 10000 230.1.1.1 up

switch(config)# show nve peers

Interface Peer-IP VNI Up Time
---------------- --------------- -------- -----------
nve1 100.100.100.2 10000 06:13:07

switch(config)# show mac address-table

Legend:
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,
(T) - True, (F) - False

VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports
---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------
* 100 0000.bb01.0001 dynamic 0 F F nve1
* 100 0000.bb01.0002 dynamic 0 F F nve1
* 100 0000.bb01.0003 dynamic 0 F F nve1
* 100 0000.bb01.0004 dynamic 0 F F nve1
* 100 0000.bb01.0005 dynamic 0 F F nve1
* 100 0000.bb01.0006 dynamic 0 F F nve1

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。
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vPC VTEPの設定例：

図 6：

Cisco Nexusデバイスの VTEP-1設定：

switch-vtep-1(config)# feature nv overlay
switch-vtep-1(config)# feature vn-segment-vlan-based
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 bidir
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)# switchport
switch-vtep-1(config-if)# switchport mode access
switch-vtep-1(config-if)# switchport access vlan 10
switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config)# interface e1/1
switch-vtep-1(config)# channel-group 10 mode active
switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config-if)# 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
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switch-vtep-1(config)# vlan 10
switch-vtep-1(config-vlan)# vn-segment 10000
switch-vtep-1(config-vlan)# exit

switch-vtep-1(config)#vpc nve peer-link-vlan 99
interface Vlan99
no shutdown
no ip redirects
ip address 99.1.1.1/24
ip ospf cost 10
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

Cisco Nexusデバイスの VTEP-2設定：

switch-vtep-2(config)# feature nv overlay
switch-vtep-2(config)# feature vn-segment-vlan-based
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
switch-vtep-2(config)# ip pim rp-address 10.1.1.1 group-list 224.0.0.0/4 bidir
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)# switchport
switch-vtep-2(config-if)# switchport mode access
switch-vtep-2(config-if)# switchport access vlan 10
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config)# interface e1/1
switch-vtep-2(config)# channel-group 10 mode active
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config-if)# 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

switch-vtep-2(config)#vpc nve peer-link-vlan 99
interface Vlan99
no shutdown
no ip redirects
ip address 99.1.1.2/24
ip ospf cost 10
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode

Cisco Nexusデバイスの VTEP-3設定：

switch-vtep-2(config)# feature nv overlay
switch-vtep-2(config)# feature vn-segment-vlan-based
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 bidir
switch-vtep-2(config)# interface loopback0
switch-vtep-2(config-if)# ip address 100.100.100.2/32
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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)# interface e1/1
switch-vtep-2(config-if)# switchport
switch-vtep-2(config-if)# switchport mode access
switch-vtep-2(config-if)# switchport access vlan 10
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

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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