
VXLAN の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• VXLANに関する情報, 1 ページ

• VXLANの設定, 10 ページ

• VXLAN設定の確認, 26 ページ

• VXLANブリッジングの設定の例, 29 ページ

VXLAN に関する情報

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。

• internalキーワードを使用した showコマンドはサポートされていません。

• IGMPスヌーピングは VXLAN VLANではサポートされません。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(2)以降で、VXLANがサポートされるのは、Cisco Nexus
93108TC-EXと 93180YC-EXスイッチおよびCiscoNexus 9500シリーズスイッチでX9732C-EX
ラインカードを装備したものです。

• DHCPスヌーピング（Dynamic Host Configuration Protocolスヌーピング）はVXLANVLANで
はサポートされません。

• VXLANに対する SPAN TXのカプセル化されたトラフィックは、レイヤ 3アップリンクイ
ンターフェイスではサポートされません。

• RACLはVXLANトラフィックのレイヤ3のアップリンクでサポートされません。出力VACL
のサポートは、ネットワークのカプセル化解除されたパケットが内部ペイロードでディレク

ションにアクセスするためには使用できません。
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ベストプラクティスとして、ネットワークディレクションへのアクセスに対して、

PACL/VACLを使用します。

• QoS分類は、レイヤ 3アップリンクインターフェイス上でディレクションにアクセスするた
めの、ネットワーク内の VXLANトラフィックではサポートされません。

• QoSバッファブースト機能は、VXLANトラフィックには適用できません。

• 7.0(3)I1(2)以前では、基盤となるレイヤ 2 VPCポートで VXLAN SVIアップリンクはサポー
トされません。

• 7.0(3)I1(2)以前では、VXLAN SVIアップリンク VLANはピアリンクのメンバーにはできま
せん。

• 7.0(3)I1(2)では、Cisco Nexus 9500シリーズスイッチは VXLANトンネルエンドポイント機
能をサポートしていませんが、スパインとしての使用はできます。

• VxLANカプセル化されたトラフィックを伝送するレイヤ 3サブインターフェイスのアップ
リンクを、VTEPはサポートしていません。

• VxLANカプセル化されたトラフィックを伝送するレイヤ 3インターフェイスのアップリン
クは、非 VxLANカプセル化されたトラフィックのサブインターフェイスをサポートしませ
ん。

•非 VxLANサブインターフェイスの VLANは VxLAN VLANと共有できません。

• 7.0(3)I2(1)以降では、40G（ALE）アップリンクポートのサブインターフェイスは VXLAN
VTEPでサポートされません。

•ポイントツーマルチポイントレイヤ 3および SVIアップリンクはサポートされません。どち
らのアップリンクタイプもポイントツーポイントでのみ有効化できるので、2つ以上のス
イッチにまたがってスパンすることはできません。

• 7.0(3)I2(1)以降では、FEX HIF（FEXホストインターフェイスポート）は、VXLANで拡張
された VLANでサポートされます。

•入力複製VPCセットアップでは、vPCピアデバイス間でレイヤ3接続が必要です。これは、
vPCピアの 1つでレイヤ 3アップリンク（アンダーレイ）接続が失われた場合のトラフィッ
ク維持に寄与します。

•ポートVLANマッピング機能が設定されたVXLANVLANで、ロールバックはサポートされ
ません。

• VXLAN UDPポート番号は VXLANカプセル化に使用されます。Cisco Nexus NX-OSでは、
UDPポート番号は 4789です。これは IETF標準に準拠しており、変更できません。

• 7.0(3)I2(1)以降では、VXLANは次のラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500シリーズス
イッチでサポートされます。

◦ 9564PX

◦ 9564TX

◦ 9536PQ
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◦ 9732C-EX

• Cisco Nexus 9300シリーズスイッチで 100Gアップリンクを備えたものは、VXLANスイッチ
ング/ブリッジングのみをサポートします（7.0(3)I2(1)以降）。

VXLANルーティングのサポートについては、40Gアップリンクモジュールが
必要です。

（注）

• 7.0(3)I2(1)以降では、MDPは VXLAN設定ではサポートされません。

• 7.0(3)I2(1)以降では、双方向 PIMはアンダーレイマルチキャストではサポートされません。

•整合性チェッカは、VXLANテーブルではサポートされません。

•ベストプラクティスとして、レイヤ 2のみの VNIで該当する VLANへの SVIインターフェ
イスを持たないものについては、ARP抑制をイネーブルにしないでください。

• Cisco Nexus 9200シリーズスイッチで Application Spine Engine（ASE2）を持つものについて
は、レイヤ 3 VXLAN（SVI）のスループットの問題があります。サイズ 99～ 122のパケッ
トではデータ損失が生じます（7.0(3)I3(1)以降）。

• NX-OS 7.0(3)I2(3)リリースでは、VXLANネットワーク ID（VNID）16777215が予約済みで
あり、明示的に設定しないでください。

• 7.0(3)I4(1)以降では、VXLANが In Service Software Upgrade（ISSU）をサポートします。

• VXLANは、GREトンネル機能またはMPLS（スタティックまたはセグメントルーティン
グ）機能との共存を、ネットワークフォワーディングエンジン（NFE）を装備した Cisco
Nexus 9000シリーズスイッチでサポートしません。

• FEXホストインターフェイスポートに接続された VTEPはサポートされません（7.0(3)I2(1)
以降）。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(1)では、復元力のあるハッシュ（ポートチャネルのロードバ
ランシングによる復元）とVXLAN設定は、ALEアップリンクポートを使用したVTEPとは
互換性がありません。

復元力のあるハッシュは、デフォルトでディセーブルになっています。（注）

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。

•スイッチ（7.0(3)I2(2)以降）のブートアップ中に、source-interfacehold-down-timehold-down-time
コマンドを使用すると、オーバーレイが収束し終わるまで、NVEループバックアドレスの
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アドバタイズメントを抑制することができます。hold-down-timeの範囲は 0～ 2147483647秒
です。デフォルトは 300秒です。

•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のフラッディングおよび学習モード（7.0(3)I1(2)以前）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。

VXLANのフラッディングおよび学習モード（7.0(3)I2(1)以降）では、VXLAN VLANのデ
フォルトゲートウェイを VPCデバイスのペアにある集中型ゲートウェイとして、両者の間
で FHRP（First Hop Redundancy Protocol）を実行することを推奨します。

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。

•フラッディングおよび学習モード（7.0(3)I2(1)以降）では、集中型レイヤ 3ゲートウェイの
みがサポートされています。エニーキャストゲートウェイはサポートされません。推奨され

るレイヤ 3ゲートウェイの設計は、VPC中のスイッチペアをレイヤ 3の集中型ゲートウェイ
にして、FHRPプロトコルを SVIで動作させることです。同じサブネットで使用されている
異なる IPアドレスを使う場合であっても、同じ SVIのものを複数の VTEPでスパンさせる
ことはできません。

一元化されたゲートウェイリーフでの SVIのフラッディングおよび学習モー
ドの設定時は、hardware access-list tcam region arp-ethersizedouble-wideを設
定する必要があります（このコマンドを使用する前に既存の TCAMリージョ
ンのサイズを小さくする必要があります）。

次に例を示します。

hardware access-list tcam region arp-ether 256 double-wide

（注）

hardware access-list tcam region arp-ethersizedouble-wideの設定は、CiscoNexus
9200シリーズスイッチでは必要ではありません。

（注）

• BGP-EVPNで ARP抑制を設定する場合は、hardware access-list tcam region
arp-ethersizedouble-wide コマンドを使用して ARPをこのリージョンに対応させます（この
コマンドを使用する前に既存のTCAMリージョンのサイズを小さくする必要があります）。

• VXLANトンネルでは、特定のアンダーレイポートで複数のアンダーレイネクストホップ
を持つことはできません。たとえば特定の出力アンダーレイポートでは、1つの宛先MAC
アドレスだけが、特定の出力ポートでの外部MACとして利用できます。
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これは、ポート単位の制限であり、トンネル単位の制限ではありません。このことは、同じ

アンダーレイポートを介して到達可能な 2つのトンネルにおいて、2つの外部MACアドレ
スを利用できないことを意味します。

•ベストプラクティスとして、VTEPデバイスの IPアドレスを変更する場合は、IPアドレス
の変更前に NVEインターフェイスをシャットダウンしておきます。

•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はスパインレイヤでのみ設定す
る必要があります。RPのロードバランシングと冗長性のために、エニーキャストRPを使用
します。

次に、スパインでのエニーキャスト RP設定の例を示します。

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

（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で設
定されたエニーキャスト 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

•静的入力複製および BGP EVPN入力複製は、アンダーレイでの IPマルチキャストルーティ
ングを必要としません。

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。

• VPC VXLANの場合、SVI数のスケールアップ時は、VPC設定の delay restore interface-vlan
タイマーの値を大きくすることを推奨します。たとえば、1000 VNIで 1000 SVIが存在する
場合は、delay restore interface-vlanタイマーを 45秒に増やすことを推奨します。

• 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、マルチキャストおよびユニキャストのカプセル化されたトラフィッ
クを含むすべての VxLANトラフィックに対して使用されます。

• 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。

◦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。
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◦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。

•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のノードでは、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セカンダリノードの間でのカプ
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、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）がピアリンクに複製されます。各ネイティブパ

ケットからコピーが作成され、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ピアリンクを介して送信されます。

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、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ピアリンクを通過してアップリンクに送

信されます。

コピーされた各パケットは、特別な内部 VLAN（VLAN 4041）に送信されま
す。

（注）

•ピアリンクが shutの場合、vPCセカンダリにある NVEで使用されるループバックインター
フェイスは停止し、ステータスは Admin Shutになります。これは、アップストリーム上で
ループバックへのルートが取り消され、アップストリームがすべてのトラフィックをVPCプ
ライマリへ転送できるようにするために行われます。

VPCセカンダリに接続されているオーファンでは、ピアリンクが shutである
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）

•ピアリンクが no-shutの場合、NVEループバックアドレスが再度提示されます。ルートはア
ドバタイズされたアップストリームとなり、トラフィックを誘導します。

• 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。
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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。

また、STP Helloタイマーを 4秒に増やすことで、VPCロール変更発生時の不要な TCN生成
を回避します。

次に、vPC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

• NVEまたはループバックが vPC設定で shutの場合：

◦プライマリ vPCスイッチでのみ NVEまたはループバックが shutの場合、グローバル
VXLAN vPC整合性チェッカはエラーになります。その後、NVE、ループバック、およ
び vPCがセカンダリ vPCスイッチでダウンになります。

◦セカンダリ vPCスイッチでのみ NVEまたはループバックが shutの場合、グローバル
VXLAN vPC整合性チェッカはエラーになります。その後、NVE、ループバック、およ
びセカンダリ vPCがセカンダリ vPCスイッチでダウンになります。トラフィックのフ
ローは、プライマリ vPCスイッチを介して継続されます。

ベストプラクティスとして、プライマリとセカンダリの両方の vPCスイッチで NVEとルー
プバックの両方がアップの状態を維持する必要があります。

•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。

• vPCピアゲートウェイ設定の有効化は必須です。ピアゲートウェイ機能のために、少なくと
も 1つのバックアップルーティング SVIがピアリンクで有効にされ、PIMによって設定さ
れる必要があります。これにより、VTEPがスパインへの接続を完全に失ったときに、バッ
クアップルーティングパスが提供されます。この場合、リモートピアの到達可能性は、ピ

アリンクを介して再ルーティングされます。バドノードトポロジにおいて、バックアップ

SVIは、個々のアンダーレイマルチキャストグループに対してスタティックOIFとして追加
する必要があります。

次に示すのは、バックアップ SVIで PIMを有効にする例です。

swithch# sh ru int vlan 2

interface Vlan2
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description backupl_svi_over_peer-link
no shutdown
ip address 30.2.1.1/30
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
ip pim sparse-mode
ip igmp static-oif route-map match-mcast-groups

route-map match-mcast-groups permit 1
match ip multicast group 225.1.1.1/32

バドノードトポロジにおいて、バックアップ SVIは、個々のアンダーレイマ
ルチキャストグループに対してスタティック OIFとして追加する必要があり
ます。

（注）

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アドレスの変更時
には、VPCプライマリとVPCセカンダリの両方にあるNVEインターフェイスが、IPの変更
前に shutである必要があります。

• ip forwardコマンドを使用すると、VXLANのカプセル化解除されたパケットでルータ IP宛
てのものを、VTEPが SUP/CPUに転送できるようになります。

• SVIとして設定する前に、バックアップ VLANは、system nve infra-vlansコマンドを使用し
て Cisco Nexus 9200シリーズスイッチでインフラ VLANとして設定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 9000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
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Cisco Nexus 9000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
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。

転送ネットワークの考慮事項

転送ネットワーク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（スタティックルート）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：
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◦ IPマルチキャストを有効にして、設定します。*

• Cisco Nexus 9200シリーズスイッチでは、system nve infra-vlansコマンドを使用してインフ
ラ VLANとして使用される VLANをすべて設定します。設定時に vn-segmentが指定されな
かった VLANは、インフラ VLANと見なされます。

*静的入力複製または BGP EVPN入力複製では必要とされません。（注）

VXLAN の設定

VXLAN のイネーブル化

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] feature nv overlay
3. [no] feature vn-segment-vlan-based
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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 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 4   
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VLAN から VXLAN VNI へのマッピング

手順の概要

1. configure terminal
2. vlanvlan-id
3. vn-segmentvnid
4. exit

手順の詳細

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を指定します。vlanvlan-idステップ 2   

VXLAN VNID（仮想ネットワーク ID）を指定しますvn-segmentvnidステップ 3   

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 4   

トランクポート上のポート VLAN マッピングの設定
入力（着信）VLANとポートにあるローカル（変換先）VLANとの間での VLAN変換を設定でき
ます。VLAN変換がイネーブルにされたインターフェイスに到着するトラフィックにおいて、着
信 VLANは VXLANがイネーブルにされた変換先 VLANにマッピングされます。

アンダーレイ上で、これはVNIにマッピングされ、内部dot1qが削除されて、VXLANネットワー
クに切り替えられます。出力スイッチで、VNIは変換先 VLANにマッピングされます。VLAN変
換が設定された発信インターフェイスで、トラフィックは元のVLANに変換されてから出力され
ます。トラフィックカウンタについては、入力 VLANではなく、変換先 VLANにある VLANカ
ウンタを参照してください。ポートVLAN（PV）マッピングは、アクセス側の機能であり、マル
チキャストおよび入力複製の両方で VXLAN用の BGP EVPNモードおよびフラッディングと学習
がサポートされています。

ポート VLANのマッピングに関する注意点

•入力（着信）VLANは、スイッチでVLANとして設定する必要はありません。変換先VLAN
は設定が必要であり、vn-segmentマッピングを与えておく必要があります。

•すべてのレイヤ 2送信元アドレスの学習およびレイヤ 2 MAC宛先のルックアップは、変換
先 VLANで行われます。入力（着信）VLANではなく、変換先 VLANにある VLANカウン
タを参照してください。
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• PVスイッチングおよび PVルーティングは、FEXポートではサポートされません。

• Cisco Nexus 9300シリーズスイッチでは、PVルーティングは 40Gポートではサポートされ
ません。

• PVルーティングは、変換先 VLANでの SVI設定について、VXLAN用の BGP EVPNモード
およびフラッディングと学習をサポートしています。

• VLAN変換（マッピング）は、ネットワークフォワーディングエンジン（NFE）を搭載した
Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでサポートされます。

•変換先VLANのプロパティを変更する場合、当該VLANを変換先VLANとして設定するマッ
ピングのあるポートで、フラッピングをして正しい動作をしているか確認する必要がありま

す。

次に例を示します。

Int eth 1/1
switchport vlan mapping 101 10
.
.
.

/***Deleting vn-segment from vlan 10.***/
/***Adding vn-segment back.***/
/***Flap Eth 1/1 to ensure correct behavior.***/

• forceコマンドを使用して既存のポートチャネルにメンバーを追加する場合、「mapping
enable」の設定が一貫している必要があります。

次に例を示します。

Int po 101
switchport vlan mapping enable
switchport vlan mapping 101 10
switchport trunk allowed vlan 10

int eth 1/8
/***No configuration***/

ここで int po 101は「switchport vlan mapping enable」を設定しているのに対して、eth 1/8は
設定していません。 eth 1/8をポートチャネル 101に追加したい場合は、最初に「switchport
vlan mapping enable」設定を eth 1/8に適用しておく必要があり、その後で forceコマンドを使
用します。

int eth 1/8
switchport vlan mapping enable
channel-group 101 force

•ポート VLANのトランクポートでのマッピングは、ネットワークフォワーディングエンジ
ン（NFE）を搭載した Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでのみサポートされます。

はじめる前に

• VLAN変換を実装する物理またはポートチャネルがレイヤ 2トランクポートとして設定さ
れていることを確認します。
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•変換先VLANがスイッチで作成されており、レイヤ 2トランクポートのトランク許可VLAN
の vlan-listにも追加されていることを確認します。

ベストプラクティスとして、入力 VLAN IDをインターフェイスのスイッチ
ポート許可 vlan-listに追加しないでください。

（注）

•すべての変換先 VLANで VXLANがイネーブルであることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. interfacetypeport
3. [no] switchport vlan mapping enable
4. [no] switchport vlan mappingvlan-idtranslated-vlan-id
5. [no] switchport vlan mapping all
6. （任意） copy running-config startup-config
7. （任意） show interface [if-identifier] vlan mapping

手順の詳細

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。interfacetypeportステップ 2   

スイッチポートでの VLAN変換をイネーブルにします。VLAN変換
はデフォルトでディセーブルです。

[no] switchport vlan mapping
enable

ステップ 3   

VLAN変換をディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を使用します。

（注）

VLANを他の VLANに変換します。[no] switchport vlan
mappingvlan-idtranslated-vlan-id

ステップ 4   

• vlan-idと translated-vlan-id引数の範囲はどちらも 1～ 4094です。

•入力（着信）VLANとポートにあるローカル（変換先）VLANと
の間での VLAN変換を設定できます。VLAN変換がイネーブル
にされたインターフェイスに到着するトラフィックにおいて、着

信 VLANは VXLANがイネーブルにされた変換先 VLANにマッ
ピングされます。

アンダーレイ上で、これはVNIにマッピングされ、内部dot1qが
削除されて、VXLANネットワークに切り替えられます。出力ス
イッチで、VNIは変換先 VLANにマッピングされます。VLAN
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目的コマンドまたはアクション

変換が設定された発信インターフェイスで、トラフィックは元の

VLANに変換されてから出力されます。

このコマンドの no形式を使用すると、VLANペア間のマッ
ピングがクリアされます。

（注）

インターフェイスに設定されたすべてのVLANのマッピングを削除し
ます。

[no] switchport vlanmapping allステップ 5   

（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。

copy running-config
startup-config

ステップ 6   

VLAN変換の設定は、スイッチポートが動作トランクポー
トになるまで有効になりません。

（注）

（任意）

インターフェイスの範囲または特定のインターフェイスについて、

VLANマッピング情報を表示します。

show interface [if-identifier] vlan
mapping

ステップ 7   

次に、（入力）VLAN 10と（ローカル）VLAN 100間で VLAN変換を設定する例を示します。
show vlan countersコマンド出力は、カスタマー VLANではなく変換先 VLANとして統計情報カ
ウンタを表示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet1/1
switch(config-if)# switchport vlan mapping enable
switch(config-if)# switchport vlan mapping 10 100
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100
switch(config-if)# show interface ethernet1/1 vlan mapping
Interface eth1/1:
Original VLAN Translated VLAN
------------------ ---------------
10 100

switch(config-if)# show vlan counters
Vlan Id :100
Unicast Octets In :292442462
Unicast Packets In :1950525
Multicast Octets In :14619624
Multicast Packets In :91088
Broadcast Octets In :14619624
Broadcast Packets In :91088
Unicast Octets Out :304012656
Unicast Packets Out :2061976
L3 Unicast Octets In :0
L3 Unicast Packets In :0
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トランクポートでの内部 VLAN および外部 VLAN マッピングの設定
内部 VLANおよび外部 VLANからポートのローカル（変換先）VLANへの VLAN変換を設定で
きます。VLAN変換がイネーブルにされたインターフェイスに着信するダブルタグ VLANトラ
フィックについては、内部 VLANおよび外部 VLANが、VXLANがイネーブルにされた変換先
VLANにマッピングされます。

内部 VLANおよび外部 VLANマッピングに関する注意点

• VLAN変換（マッピング）は、ネットワークフォワーディングエンジン（NFE）を搭載した
Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでサポートされます。

•内部および外部VLANは、これらが設定されているポートのトランク許可リストに含めるこ
とはできません。

次に例を示します。

switchport vlan mapping 11 inner 12 111
switchport trunk allowed vlan 11-12,111 /***Not valid because 11 is outer VLAN and 12
is inner VLAN.***/

•同じポート上で、2つのマッピング（変換）設定に、同じ内容の外部（あるいはオリジナル）
VLANもしくは変換先 VLANを含めることはできません。複数の内部 VLANおよび外部
VLANのマッピング設定については、同じ内部 VLANを含めることができます。

次に例を示します。

switchport vlan mapping 101 inner 102 1001
switchport vlan mapping 101 inner 103 1002 /***Not valid because 101 is already used
as an original VLAN.***/
switchport vlan mapping 111 inner 104 1001 /***Not valid because 1001 is already used
as a translated VLAN.***/
switchport vlan mapping 106 inner 102 1003 /***Valid because inner vlan can be the
same.***/

•ポート VLANのトランクポートでのマッピングは、ネットワークフォワーディングエンジ
ン（NFE）を搭載した Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでのみサポートされます。

手順の概要

1. configure terminal
2. interfacetypeport
3. [no] switchport mode trunk
4. switchport vlan mapping enable
5. switchport vlan mappingouter-vlan-idinnerinner-vlan-idtranslated-vlan-id
6. （任意） copy running-config startup-config
7. （任意） show interface [if-identifier] vlan mapping
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手順の詳細

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。

interfacetypeportステップ 2   

トランクコンフィギュレーションモードを開始

します。

[no] switchport mode trunkステップ 3   

スイッチポートでのVLAN変換をイネーブルに
します。VLAN変換はデフォルトでディセーブ
ルです。

switchport vlan mapping enableステップ 4   

VLAN変換をディセーブルにするに
は、このコマンドの no形式を使用し
ます。

（注）

内部 VLANおよび外部 VLANを他の VLANに
変換します。

switchport vlan
mappingouter-vlan-idinnerinner-vlan-idtranslated-vlan-id

ステップ 5   

（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。

copy running-config startup-configステップ 6   

VLAN変換の設定は、スイッチポー
トが動作トランクポートになるまで

有効になりません。

（注）

（任意）

インターフェイスの範囲または特定のインター

フェイスについて、VLANマッピング情報を表
示します。

show interface [if-identifier] vlan mappingステップ 7   

この例では、ダブルタグ VLANトラフィック（内部 VLAN 12、外部 VLAN 11）から VLAN 111
への変換を設定する方法を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet1/1
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport vlan mapping enable
switch(config-if)# switchport vlan mapping 11 inner 12 111
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101-170
switch(config-if)# no shutdown

switch(config-if)# show mac address-table dynamic vlan 111

Legend:
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* - 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
---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------
* 111 0000.0092.0001 dynamic 0 F F nve1(100.100.100.254)
* 111 0000.0940.0001 dynamic 0 F F Eth1/1

NVE インターフェイスと関連 VNI の作成および設定
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。

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。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface nvex
3. source-interfacesrc-if
4. member vnivni
5. mcast-groupstart-address [end-address]

手順の詳細

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 1つの NVEインターフェイスのみ使用できま
す。

（注）

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フェイスにする必要がありま

source-interfacesrc-ifステップ 3   

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。

VXLANVNI（仮想ネットワーク ID）をNVEインターフェイスに関連
付けます。

member vnivniステップ 4   

VNIにマルチキャストグループを割り当てます。mcast-groupstart-address
[end-address]

ステップ 5   

BUMトラフィックだけに使用しま
す。

（注）
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VXLAN VTEP でのスタティック MAC の設定
VXLANVTEPのスタティックMACは、フラッディングおよび学習を行うCiscoNexus9300シリー
ズスイッチでサポートされます。この機能により、ピア VTEPでのスタティックMACアドレス
設定が可能になります。

スタティックMACは、BGP EVPN対応 VNIのコントロールプレーンには設定できません。（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. mac address-table staticmac-addressvnivni-idinterface nvexpeer-ipip-address
3. exit
4. （任意） copy running-config startup-config
5. （任意） show mac address-table static interface nvex

手順の詳細

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   

リモート VTEPをポイントするMACアドレスを指定しま
す。

mac address-table
staticmac-addressvnivni-idinterface
nvexpeer-ipip-address

ステップ 2   

グローバル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 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 4   

（任意）

リモート VTEPをポイントするスタティックMACアドレ
スを表示します。

showmac address-table static interface
nvex

ステップ 5   

次に示すのは、VXLAN VTEPに設定されたスタティックMACアドレスの出力例です。
switch# show mac address-table static interface nve 1

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
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---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------
* 501 0047.1200.0000 static - F F nve1(33.1.1.3)
* 601 0049.1200.0000 static - F F nve1(33.1.1.4)

VXLANs のディセーブル化

手順の概要

1. configure terminal
2. nofeature vn-segment-vlan-based
3. nofeature nv overlay
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

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   

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 vn-segment-vlan-basedステップ 2   

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

BGP EVPN 入力複製の設定
次の設定では、ピアの入力複製をする BGP EVPNをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface nvex
3. source-interfacesrc-if
4. member vnivni
5. ingress-replication protocol bgp
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手順の詳細

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 1つの NVEインターフェイスのみ使用できま
す。

（注）

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フェイスにする必要がありま

source-interfacesrc-ifステップ 3   

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。

VXLANVNI（仮想ネットワーク ID）をNVEインターフェイスに関連
付けます。

member vnivniステップ 4   

VNIの入力複製をする BGP EVPNをイネーブルにします。ingress-replication protocol
bgp

ステップ 5   

静的入力複製の設定

次の設定では、ピアの静的入力複製をイネーブルにします。

手順の概要

1. configuration terminal
2. interface nvex
3. member vni [vni-id | vni-range]
4. ingress-replication protocol static
5. peer-ipn.n.n.n

手順の詳細

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。configuration 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   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチでは 1つのNVEインターフェイスのみ
使用できます。

（注）

VXLAN VNIを NVEインターフェイスにマッピングしま
す。

member vni [vni-id | vni-range]ステップ 3   

VNIの静的入力複製を有効にします。ingress-replication protocol staticステップ 4   

ピア IPを有効にします。peer-ipn.n.n.nステップ 5   

Q-in-VNI の設定
Q-in-VNIを使用することで、マッピングによる特定ポートへのトラフィックの分離が行えます。
マルチテナント環境では、テナントにポートを指定でき、VXLANオーバーレイでのパケットの
送受信ができます。

Q-in-VNIの設定に関する注意事項

• Q-in-VNIは VXLANでのブリッジングをサポートします。

• dot1qモードは 40Gポートを Cisco Nexus 9300シリーズおよび Cisco Nexus 9500シリーズス
イッチでサポートしません。

• Q-in-VNIは FEXをサポートしません。

•アクセスポートおよびトランクポートの設定では、次の要件が課されます。

◦ NX-OS 7.0(3)I2(2)以前のリリースでは、dot1qモードになっているスイッチで、スイッ
チにある他のインターフェイスでアクセスポートまたはトランクポートを設定するこ

とはできません。

◦ NX-OS7.0(3)I3(1)以降のリリースでは、同じスイッチの異なるインターフェイスに、ア
クセスポート、トランクポート、および dot1qポートを作成できます。

• NX-OS7.0(3)I3(1)以降のリリースでは、同じVLANにdot1qとトランクポート/アクセスポー
トの両方を設定することはできません。

はじめる前に

Q-in-VNI機能の設定では、次の要件が課されます。

•基本ポートモードでは、dot1qトンネルポートにアクセスVLANが設定されている必要があ
ります。

•ポートのアクセス VLANには VNIマッピングが必要です。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface type port
3. switchport mode dot1q-tunnel
4. switchport access vlanvlan-id
5. spanning-tree bpdufilter enable
6. interface nvex
7. overlay-encapsulation vxlan-with-tag

手順の詳細

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。interface type portステップ 2   

ポートに 802.1Qトンネルを作成します。switchport mode dot1q-tunnelステップ 3   

VLANに割り当てられたポートを指定します。switchport access vlanvlan-idステップ 4   

指定したスパニングツリーエッジインターフェイスの BPDU
フィルタリングをイネーブルにします。デフォルトでは、BPDU
フィルタリングはディセーブルです。

spanning-tree bpdufilter enableステップ 5   

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 6   

この手順は、NX-OS 7.0(3)I2(2)以前のリリースで必要
です。

この手順は、NX-OS 7.0(3)I3(1)以降のリリースでは不
要です。

（注）

Q-in-VNIをイネーブルにします。overlay-encapsulation
vxlan-with-tag

ステップ 7   

この手順は、NX-OS 7.0(3)I2(2)以前のリリースで必要
です。

この手順は、NX-OS 7.0(3)I3(1)以降のリリースでは不
要です。

（注）

•次に示すのは、Q-in-VNIの設定例です（NX-OS 7.0(3)I2(2)以前のリリース）。

switch# config terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# switchport access vlan 10
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switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
switch(config-if)# interface nve1
switch(config-if)# overlay-encapsulation vxlan-with-tag

•次に示すのは、Q-in-VNIの設定例です（NX-OS 7.0(3)I3(1)以降のリリース）。

switch# config terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
switch(config-if)#

Q-in-VNI での LACP トンネリングの設定
Q-in-VNIは、LACPパケットのトンネルを設定できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface type port
3. switchport mode dot1q-tunnel
4. switchport access vlanvlan-id
5. interface nvex
6. overlay-encapsulation vxlan-with-tag tunnel-control-frames lacp

手順の詳細

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。

interface type portステップ 2   

dot1q-tunnelモードをイネーブルにします。switchport mode dot1q-tunnelステップ 3   

VLANに割り当てられたポートを指定します。switchport access vlanvlan-idステップ 4   

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 5   

Q-in-VNIを LACPトンネリング用にイネーブルにします。overlay-encapsulation
vxlan-with-tag
tunnel-control-frames lacp

ステップ 6   

このコマンド形式はNX-OS7.0(3)I3(1)以降のリリー
スで使用します。

NX-OS 7.0(3)I2(2)以前のリリースでは、
overlay-encapsulation vxlan-with-tag
tunnel-control-framesコマンドを使用します。

（注）
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•次に示すのは、Q-in-VNIの LACPトンネリング用の設定例です（NX-OS 7.0(3)I2(2)以前のリ
リース）。

switch# config terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
switch(config-if)# interface nve1
switch(config-if)# overlay-encapsulation vxlan-with-tag tunnel-control-frames

（注） • STPは、VNIマッピングされた VLANでディセーブルです。

• VTEPでスパニングツリー VLAN <>はありません。

• MAC移動についてのMACアドレステーブルの通知はありません。

•ベストプラクティスとして、LACPポートが設定されているインターフェ
イスでは、高速 LACPレートを設定します。そうしない場合、コンバー
ジェンス時間に 90秒程度を要します。

•次に示すのは、Q-in-VNIの LACPトンネリング用の設定例です（NX-OS 7.0(3)I3(1)以降のリ
リース）。

switch# config terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
switch(config-if)# interface nve1
switch(config-if)# overlay-encapsulation vxlan-with-tag tunnel-control-frames lacp

（注） • STPは、VNIマッピングされた VLANでディセーブルです。

• VTEPでスパニングツリー VLAN <>はありません。

• MAC移動についてのMACアドレステーブルの通知はありません。

•ベストプラクティスとして、LACPポートが設定されているインターフェ
イスでは、高速 LACPレートを設定します。そうしない場合、コンバー
ジェンス時間に 90秒程度を要します。
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•次に示すのは、ポートチャネルペアの各ポートを一意の VMにピン止めするトポロジの例
です。ポートチャネルが CEの視点から広げられています。VTEPにポートチャネルはあり
ません。CE1の P1にあるトラフィックは Q-in-VNIを使用して CE2の P1に中継されます。

図 1： VXLAN P2P トンネルを通じた LACP トンネリング

（注） • Q-in-VNIは、LACPパケットのトンネルを設定できます（データセンターにまたがるポー
トチャネル接続を提供できます）。

◦データセンターにまたがる L1接続とコロケーションの感覚を得られます。

◦存在するのは 2つのサイトです。CE1の P1からのトラフィックは、CE2の P1から
送出されます。CE1の P1がダウンした場合は、LACPがこれをカバーして（経時
的）、トラフィックを P2にリダイレクトします。

•フラッディングおよび学習を行うVXLANによる静的入力複製を使用します。ポートチャ
ネル上の各ポートに Q VNIが設定されます。ポートチャネルの各メンバーには複数の
VNIがあり、各ポートが特定の VNIにピン止めされます。

◦ MACの飽和状態を回避するには、VLANの学習をオフ/ディセーブルにしてくださ
い。

• Q-in-VNIによるLACPパケットのトンネル設定は、VXLANEVPNではサポートされませ
ん。

•サポートされるポートチャネルのメンバー数は、VTEPでサポートされるポートの数で
す。
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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。

表 1：VXLAN 設定情報の表示（リリース 7.0(3)I1(1)）

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 [platform]

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

NVEピアのステータスを表示します。show nve peers

NVEピアごとの統計情報を表示します。show nve
peerspeer_IP_addressinterfaceinterface_IDcounters

NVEピアごとの統計情報をクリアします。clear nve
peerspeer_IP_addressinterfaceinterface_IDcounters

古い NVEピアをクリアします。

古い NVEピアとは、それらの背後で学習され
たMACアドレスがないピアです。

clear nve peer-ippeer-ip-address

VXLAN VNIステータスを表示します。show nve vni

VNIと入力複製ピアリストとのマッピングおよ
び各ピアの稼働時間を表示します。

show nve vni ingress-replication

VNIごとの統計情報を表示します。show nve vnivni_numbercounters

VNIごとの統計情報をクリアします。clear nve vnivni_numbercounters

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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表 2：VXLAN 設定情報の表示（リリース 7.0(3)I1(2) 以降）

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 [platform]

特定のインターフェイスまたはポートチャネル

の VLANマッピング情報を表示します。
show interface {ethernetslot/port |
port-channelport} vlan mapping

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

NVEピアのステータスを表示します。show nve peers

NVEピアごとの統計情報を表示します。show nve
peerspeer_IP_addressinterfaceinterface_IDcounters

NVEピアごとの統計情報をクリアします。clear nve
peerspeer_IP_addressinterfaceinterface_IDcounters

古い NVEピアをクリアします。

古い NVEピアとは、それらの背後で学習され
たMACアドレスがないピアです。

clear nve peer-ippeer-ip-address

VXLAN VNIステータスを表示します。show nve vni

VNIと入力複製ピアリストとのマッピングおよ
び各ピアの稼働時間を表示します。

show nve vni ingress-replication

VNIごとの統計情報を表示します。show nve vnivni_numbercounters

VNIごとの統計情報をクリアします。clear nve vnivni_numbercounters

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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目的コマンド

スタティックMAC情報を表示します。show mac address-table static interface nve 1

VXLANインターフェイスステータスを表示し
ます。

show vxlan interface

VXLAN VLAN論理ポート VPカウントを表示
します。

VPはポート単位、VLAN単位で割り
当てられます。すべてのVXLAN対応
レイヤ 2ポートについての全 VPの合
計が、論理ポートVPカウントの合計
になります。たとえば、レイヤ2トラ
ンクインターフェイスが 10個で、そ
れぞれ 10個の VXLAN VLANがある
場合、トータルのVXLANVLAN論理
ポートVPカウントは 10 X 10 = 100で
す。

（注）

show vxlan interface | count

表 3：VXLAN 設定情報の表示（リリース 7.0(3)I2(2) 以降）

目的コマンド

実行コンフィギュレーションのトラッキング情

報を表示します。

show run track

エンドポイントについて IPプレフィックスの
トラッキング情報を表示します。

ルートタイプ HMM情報を使用して
IPv4ルートのトラッキングを支援し
ます。

（注）

show track

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS VXLAN コンフィギュレーションガイドリリース 7.x
28

VXLAN の設定
VXLAN 設定の確認



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 2：VTEP 用 VXLAN トポロジ

◦ Nexus 9000 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 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
switch-vtep-1(config-vlan)# vn-segment 10000
switch-vtep-1(config-vlan)# exit
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◦ Nexus 9000 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
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

•入力レプリケーショントポロジの例。

図 3：入力レプリケーショントポロジ

◦ Nexus 9000 VTEP-1の設定：

switch-vtep-1(config)# feature ospf
switch-vtep-1(config)# router ospf 1
switch-vtep-1(config-router)# router-id 200.200.8.8
switch-vtep-1(config)# interface loopback0
switch-vtep-1(config-if)# ip address 200.200.8.8/32
switch-vtep-1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
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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)# switch port mode trunk
switch-vtep-1(config-if)# switch port allowed vlan 11-12
switch-vtep-1(config-if)# no shutdown
switch-vtep-1(config)# vlan 11
switch-vtep-1(config-vlan)# vn-segment 10011
switch-vtep-1(config)# vlan 12
switch-vtep-1(config-vlan)# vn-segment 10012
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 10011
switch-vtep-1(config-if)# ingress-replication protocol static
switch-vtep-1(config-if)# peer_ip 200.200.9.9
switch-vtep-1(config-if)# member vni 10012
switch-vtep-1(config-if)# ingress-replication protocol static
switch-vtep-1(config-if)# peer_ip 200.200.9.9
switch-vtep-1(config-vlan)# exit

switch-vtep-1# show nve vni ingress-replication
Interface VNI show nve vni ingress-replication
Interface VNI Replication List Up Time
--------- -------- ----------------- -------

nve1 10011 200.200.9.9 07:39:51

nve1 10012 200.200.9.9 07:39:40

◦ Nexus 9000 VTEP-2の設定：

switch-vtep-2(config)# feature ospf
switch-vtep-2(config)# router ospf 1
switch-vtep-2(config-router)# router-id 200.200.9.9
switch-vtep-2(config)# interface loopback0
switch-vtep-2(config-if)# ip address 200.200.9.9/32
switch-vtep-2(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
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)# switch port mode trunk
switch-vtep-2(config-if)# switch port allowed vlan 11-12
switch-vtep-2(config-if)# no shutdown
switch-vtep-2(config)# vlan 11
switch-vtep-2(config-vlan)# vn-segment 10011
switch-vtep-2(config)# vlan 12
switch-vtep-2(config-vlan)# vn-segment 10012
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 10011
switch-vtep-2(config-if)# ingress-replication protocol static
switch-vtep-2(config-if)# peer_ip 200.200.8.8

switch-vtep-2(config-if)# member vni 10012
switch-vtep-2(config-if)# ingress-replication protocol static
switch-vtep-2(config-if)# peer_ip 200.200.9.9

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS VXLAN コンフィギュレーションガイドリリース 7.x    
31

VXLAN の設定
VXLAN ブリッジングの設定の例



switch-vtep-2(config-vlan)# exit

switch-vtep-2# show nve vni ingress-replication
Interface VNI Replication List Up Time
--------- -------- ----------------- -------

nve1 10011 200.200.8.8 07:42:23
200.200.10.10 07:42:23

nve1 10012 200.200.8.8 07:42:23

• 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：

図 4：vPC VTEP 用 VXLAN トポロジ

◦ Nexus 9000 VTEP-1の設定：
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
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

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS VXLAN コンフィギュレーションガイドリリース 7.x
32

VXLAN の設定
VXLAN ブリッジングの設定の例



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-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 9000 VTEP-2の設定：
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
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-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 9000 VTEP-3の設定：
switch-vtep-3(config)# feature nv overlay
switch-vtep-3(config)# feature vn-segment-vlan-based
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
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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)# switchport
switch-vtep-3(config-if)# switchport access vlan 10
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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