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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて

いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス

トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」

表を参照してください。
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高度な OTV 機能に関する情報
OTVはオーバーレイネットワーク全体におけるMACのルーティング情報を学習し、伝播するた
めにコントロールプレーンプロトコルを使用します。OTVコントロールプレーンプロトコル
は、隣接関係をリモートサイトに構築し、リモートサイトにMACルートアップデートを送信す
るために、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）メッセージを使用します。

隣接関係の構築

OTVは次のモードでオーバーレイネットワークのリモートサイトにレイヤ 2隣接関係を構築し
ます。

•一般的なマルチキャストグループに対する OTVコントロールプレーン helloメッセージに
基づく自動検出モード

•オーバーレイのすべてのピアのエッジデバイスのリストを管理および配布するOTV隣接サー
バの動作モード

OTVは、ローカルサイトの他のエッジデバイスとの隣接関係も構築します。OTVは、専用VLAN
（つまり、サイト VLAN）の OTVコントロールプレーン helloメッセージを送信して、同じロー
カルサイトの他のエッジデバイスを検出します。これらのエッジデバイスが通信して、設定した

各オーバーレイネットワークの信頼できるエッジデバイス（AED）を選定します。

オーバーレイネットワークでの自動検出

オーバーレイルーティングプロトコルは、マルチキャストグループアドレスに IS-IS helloメッ
セージを送信して、オーバーレイネットワークのリモートサイトに対する隣接関係を検出および

構築します。同じマルチキャストグループアドレスでオーバーレイネットワークの各サイトを

設定します。ローカルサイトとリモートサイトが helloメッセージを交換すると、両方のサイト
のエッジデバイス間で制御プロトコルの隣接関係が確立されます。オーバーレイルーティング

プロトコルはエッジデバイスに対する隣接関係を構築する前に、任意でリモートエッジデバイ

スの認証を行います。

OTV 隣接サーバ
各 OTVノードはヘッドエンド自体で複製することによってマルチキャスト送信機能を提供しま
す。非マルチキャストを使用できるネットワークでマルチキャストパケットを送信する各 OTV
ノードは、パケットのユニキャスト複製を行います。各OTVノードは上部層からのマルチキャス
トパケットを取得し、コピーを作成して、マルチキャストパケットに関心のある OTVネイバー
に送信します。

ユニキャストの複製を可能にするには、各OTVノードが複製先ネイバーのリストを把握する必要
があります。各OTVノードのすべてのネイバーのリストを設定する代わりに、動的にネイバーを
識別することができます。マルチキャストグループが異なれば、OTVネイバーのセットが異なる
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ことがありますが、メカニズムは、マルチキャストグループアドレスごとにユニキャスト複製リ

スト（URL）をサポートします。

OTVはレプリケーションサーバを使用しないため、マルチキャスト機能の欠如によるチョーク
ポイントが生じたり、より長いパス遅延が生じたりすることはありません。マルチデータパケッ

トは、ユニキャストメッセージとして送信される場合でも、ソースOTVのエッジデバイスから、
マルチキャストの送信先となるグループアドレスの各関係パーティに、同じパスで移動します。

唯一の違いは、OTVエッジデバイスソースから送信される複数のコピーがあることです。

隣接サーバとしてどのOTVエッジデバイスが動作するのかを設定する必要があります。OTVエッ
ジデバイスは隣接サーバの IPv4または IPv6アドレスで設定されます。他の隣接アドレスはすべ
て、動的に検出されます。

新しいサイトが追加されると、隣接サーバアドレスを使用して、新しいサイトの OTVエッジデ
バイスのみを設定する必要があります。この VPNの他のサイトまたはその他の VPNは追加設定
は不要です。

バーチャルプライベートネットワーク（VPN）ごとに複数の隣接サーバを使用することができま
す。隣接サーバのそれぞれで、複数の VPNを処理できます。

OTVエッジデバイスが1つ以上の隣接サーバアドレスで設定されている場合、これらの隣接サー
バアドレスがユニキャスト複製リスト（URL）に追加されます。OTVエッジデバイスは、プラ
イマリ隣接サーバがタイムアウトになったことを明確に認識するまで代替サーバの Type Length
Value（TLV）を処理しません。プライマリおよびセカンダリの各隣接サーバは、各 OTVエッジ
デバイスに設定されます。隣接サーバを、1つまたは複数の VPNに OTVサイトを接続する OTV
エッジデバイスにすることもできます。

OTVはプライマリサーバを使用した設定に基づいて、複製リストにセカンダリ隣接サーバをプッ
シュします。

段階的に隣接サーバを設定解除する場合、クライアントはセカンダリ隣接サーバの複製リストの

使用を開始し、OTVに差異をプッシュします。セカンダリ隣接サーバの設定も解除すると、クラ
イアントは OTVから複製リストのエントリを即時に削除します。

プライマリ隣接サーバをリブートすると、クライアントはセカンダリ隣接サーバの複製リストの

使用を開始し、OTVに差異をプッシュします。セカンダリとプライマリの各隣接サーバがクラッ
シュまたはリブートすると、クライアントは10分のタイマーを使用して、複製リストのエントリ
が古いものと見なされるようにします。複製リストのエントリは、同じエントリを複製リストに

アドバタイズしている隣接サーバがない場合、10分後に削除されます。

隣接サーバクライアントを設定解除またはリブートすると、クライアントは隣接サーバへのhello
メッセージの送信を停止します。その結果、隣接サーバは、そのクライアントの複製リストエン

トリを削除し、削除内容をすべてのクライアントノードにアドバタイズします。すべてのノード

は、そのクライアントへの隣接をすぐに削除します。

OTV隣接はユニキャストのみの隣接サーバクライアントとともに失われるが、隣接サーバがユニ
キャストのみのノードにアドバタイズし続ける場合、隣接サーバが具体的に自身のリストからノー

ドを削除するまで、他のノードは helloメッセージをそのノードに送信し続けます。

関連トピック

OTV隣接サーバの設定, （24ページ）
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信頼できるエッジデバイス

AEDには、VLANのすべてのMACアドレスへの到達可能性を更新する役割があります。オーバー
レイルーティングプロトコルは、ローカルサイトの他の OTVエッジデバイスを検出するため
に、エッジデバイスの内部インターフェイスで、指定されたサイトVLANを介してhelloメッセー
ジを送信します。OTVはVLANハッシュアルゴリズムを使用し、ローカルサイトのこれらのエッ
ジデバイスの中から AEDを選択します。

OTVは、到達可能性の更新の VLANに応じて、さまざまな AEDでMACアドレスへの到達可能
性の更新を送信することにより、オーバーレイネットワークのトラフィックをロードバランシン

グします。

ローカルサイトに 1台のエッジデバイスしか存在しない場合、そのエッジデバイスは設定され
たアドバタイズ VLANの範囲内で、VLANに対する AEDになり、設定された拡張 VLANの範囲
外である VLANに対しては更新を送信しません。

関連トピック

サイト VLANとサイト IDの設定
拡張 VLAN範囲の割り当て

デュアルサイト隣接および AED の選定
OTVは、デュアルサイト隣接状態を使用して、AEDの選定を判断します。デュアルサイト隣接
状態が変更された場合も、即時に AEDの再選定が開始されます。

デュアルサイト隣接状態は、AEDの選定で、次の個々の状態変更を考慮します。

サイト隣接およびオーバーレイ隣接がダウン状態

ネイバーは、AED選定の検討からこのエッジデバイスを除外します。

サイト隣接はダウン状態だが、オーバーレイ隣接はアップ状態

ネイバーは、AED選定で引き続きこのエッジデバイスを考慮します。

サイト隣接はアップ状態だが、オーバーレイ隣接がダウン状態

ネイバーは、ネイバーサイトの IS-IS helloメッセージにまだOTVグループアドレスが含ま
れている場合、AED選定で引き続きこのエッジデバイスを考慮します。

関連トピック

OTVの機能の履歴
サイト VLANとサイト IDの設定
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AED の選定
各VLANのAEDは、VLANIDベースのハッシュ計算に基づいて選定されます。VLANのハッシュ
アルゴリズムは、システム IDに基づいて（デフォルトで、システムのMACアドレスに基づく）、
ゼロから最大値までの序数をローカルサイトの各エッジデバイスに割り当てます。ハッシュア

ルゴリズムは、次の式を使用します。

f (VLAN ID) = (VLAN ID) % edges

edgesは、ローカルサイト内の OTVエッジデバイスの数です。

f (VLAN ID)が、ローカルエッジデバイスの序数と等しい場合、エッジデバイスは、その VLAN
IDに対して信頼されます。2台のエッジデバイスを備えたサイトでは、VLANは各エッジデバイ
スの奇数または偶数の VLAN IDとして分割されます。

MAC アドレスへの到達可能性の更新
OTVコントロールプレーンは、IS-ISのリンクステートパケット（LSP）を使用して、オーバー
レイネットワーク内のすべてのエッジデバイスへの IPアドレスマッピングに、MACアドレスを
伝播します。これらのアドレスマッピングには、MACアドレスに到達可能なエッジデバイスの
MACアドレス、VLAN IDおよび対応する IPアドレスが含まれています。

AEDは、IGMPスヌーピングを使用して、ローカルサイトのすべてのマルチキャストMACアド
レスを学習します。OTVは、オーバーレイネットワークのリモートエッジデバイスに送信され
る特別な Group Membership LSP（GM-LSP）にこれらのMACアドレスを含めます。

ARP ネイバー探索キャッシュ
OTVは、オーバーレイネットワークを介して不要な ARPメッセージが送信されないように抑制
できます。OTVは、リモートホストに対して、ローカルレイヤ 3からレイヤ 2へのマッピング
を構築します。ローカルホストからのすべての ARP要求は、この ARPネイバー探索キャッシュ
によって処理されます。

関連トピック

ARPネイバー探索キャッシュのディセーブル化, （27ページ）

OTV の選択的ユニキャストフラッディング
通常、不明なユニキャストレイヤ 2フレームは OTVサイト間でフラッディングされないため、
MACアドレスはオーバーレイインターフェイスで学習されません。OTVがレイヤ2障害のリモー
トサイトへの拡大を防げるように、OTVエッジデバイスに到達するすべての不明なユニキャス
トメッセージは、論理オーバーレイを通過しないようにブロックされます。

ネットワークに接続されたエンドポイントは、活動停止中または単方向ではないと想定されます。

ただし、データセンターのアプリケーションによっては、不明なユニキャストトラフィックを
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オーバーレイを介して、エンドポイントが活動を停止している可能性のあるすべてのデータセン

ターにフラッディングする必要があります。Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降、選択的ユニキャス
トフラッディングを設定して、不明なユニキャストトラフィックとともに指定の宛先MACアド
レスを OTVオーバーレイネットワーク内の他のすべてのエッジデバイスにフラッディングでき
るようになっています。

関連トピック

選択的ユニキャストフラッディングの設定, （28ページ）

拡張 VLAN および VLAN インターフェイス
VLANに VLANインターフェイス（SVI）を介したレイヤ 3接続を設定することも、VLANを
OTVで拡張することもできます。VLANが OTVを介してリモートサイトに拡張され、VLANイ
ンターフェイスを介したレイヤ 3接続を持つことを要求する設計シナリオがある場合は VLANイ
ンターフェイスを含む VDCとは別の VDCに OTVを設定する必要があります。

次の図は、データセンター内の OTVの VDC設定を持つ 1つの物理スイッチと、集約レイヤの
VDC（Agg VDC）の設定を示しています。

図 1：VDC の OTV

この図では、AggVDCには、データセンターのアグリゲーションレイヤへのすべての設定と物理
リンクが含まれています。Agg VDCには、レイヤ 3接続を必要とするすべての VLANの VLAN
インターフェイス（SVI）も含まれます。AggVDCは、トランクポート上のループバックケーブ
ルを介してOTVVDCに接続されます。このトランクポートはオーバーレイネットワークに拡張
する必要がある VLANトラフィックを伝送します。

OTV VDCには、この VLANトラフィックを受け入れるトランクポートも含まれます。すべての
OTV設定がOTVVDCにあります。オーバーレイインターフェイスには、VLANインターフェイ
スを介したレイヤ 3接続を持つ Agg VDCからの VLANを含む拡張 VLAN範囲があります。これ
らの拡張 VLANは、Agg VDCの VLANインターフェイスとは別の VDCで分離されます。Agg
VDCは、レイヤ 2フレームがレイヤ 3へのローカルVLANインターフェイスに転送されるか、ま
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たはレイヤ 2フレームが OTV VDCにトランクポートで送信され、オーバーレイネットワーク用
にカプセル化されるかどうかを決定します。

この例では、OTVは集約レイヤと残りのデータセンターサイトに対して透過的です。（注）

OTV VLAN マッピング
同じ VLAN IDを持つ複数の VLANがローカルサイトとリモートサイトの間でシームレスに統合
できるように、OTVネットワークで VLANを拡張できます。たとえば、サイト A上の VLAN 1
がサイト Bに拡張されると、サイトA上のVLAN 1はシームレスにサイト B上のVLAN 1と統合
します。

Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、ローカルサイト上のVLANを、リモートサイト上の異なる
VLAN IDを持つ VLANにマップできるようになっています。サイト間で異なる VLAN IDを持つ
2つの VLANをマップすると、これらの VLANは転送 VLANと呼ばれる共通 VLANにマップさ
れます。たとえば、サイト A上の VLAN 1をサイト B上の VLAN 2にマップすると、この両方の
VLANが転送VLANにマップされます。サイトA上のVLAN 1から発信されるトラフィックはす
べて、転送VLANから送信されているトラフィックとして変換されます。転送VLANからサイト
Bに到着するすべてのトラフィックは、VLAN 2宛てのトラフィックとして変換されます。

関連トピック

OTV VLANマッピングの設定, （29ページ）

VLAN マップの下方参照
ローカルサイトでは、まだ拡張されていないVLANをマッピングできます。OTVは、このVLAN
のマッピングを下方参照としてデータベースに保存します。後でこのVLANを拡張すると、既存
のマッピングがVLANに適用されます。トラフィックの変換は、VLANが拡張された後に行われ
ます。

サイトAのVLAN 1～ 10がサイト Bに拡張され、サイトAのVLAN 1～ 20をサイト BのVLAN
にマッピングするシナリオについて考えてみましょう。拡張されているのはVLAN 1～ 10だけな
ので、マッピング後に変換されるのはこれらの VLANのみです。VLAN 11～ 20のマッピングは
それらのVLANがサイトBに拡張された後に変換されます。それまでは下方参照としてOTVデー
タベースにマッピングが保存されます。VLANが拡張されていないとしても、下方参照は OTV
データベースに維持されます。

専用データブロードキャスト転送

IPマルチキャストをサポートする OTVネットワークは、制御グループアドレス（マルチキャス
トアドレス）を使用して、OTVコントロールプレーンプロトコルの更新をカプセル化して交換
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します。特定のオーバーレイネットワークに参加する各エッジデバイスは、同じオーバーレイ

ネットワークの他のすべてのエッジデバイスと同じ制御グループアドレスを共有します。

制御グループアドレスに加え、OTVクラウドのすべてのブロードキャストトラフィックに使用
できる専用ブロードキャストグループアドレスを設定できます。ブロードキャストグループア

ドレスが設定されていないか、設定が削除されると、OTVは設定済みの制御グループアドレスを
使用して、すべてのブロードキャストパケットを転送します。

関連トピック

専用ブロードキャストグループアドレスの設定, （30ページ）

OTV 高速コンバージェンス
Cisco NX-OS Release 6.2(2)では、オーバーレイネットワークでのコンバージェンス遅延の原因に
対処するために、次の機能拡張を導入しています。

• VLAN AEDの同期

•サイト IDと事前アドバタイズメントを使用した高速リモートコンバージェンス

•事前入力を使用したローカルエッジデバイスでの高速コンバージェンス

• Bidirectional Forwarding andDetection（BFD）およびルートトラッキングを使用したエッジデ
バイス障害の高速検出

•段階的挿入

•グレースフルシャットダウン

•優先順位に従ったリンク状態パケット（LSP）の処理

関連トピック

OTV高速コンバージェンスの設定, （31ページ）

VLAN AED の同期
AEDの選定は個別にトリガーされ、サイト内の複数のエッジデバイス間で調整されることはあり
ません。したがって、複数のエッジデバイスが同時に AEDとして選定されないようにするため
には、短い待機期間が必要となります。一部の VLANで AEDとなっているエッジデバイスで障
害が発生した場合、コンバージェンスの遅延が発生することがあります。

オーバーレイネットワークでの VLAN AEDの同期により、あるエッジデバイスから別のエッジ
デバイスへの秩序立ったAEDステータスの遷移、ループの防止、そして迅速なコンバージェンス
が確実になります。

AEDステータスにしなければならないエッジデバイスは、オーバーレイでの転送を停止した後
に、AEDステータスになります。AEDの役割を引き継ぐ必要があるエッジデバイスは、前のAED
がその AEDとしての役割を放棄してから、その役割を引き継ぎます。
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AEDの同期では、各VLANにバックアップAEDが事前に割り当てられます。バックアップAED
は、AED障害が検出されると直ちに AEDの役割を引き継ぎます。

AED サーバの選定

コンバージェンスの改善を支援するために、各オーバレイのサイトごとに自動的にAEDサーバと
バックアップ AEDサーバが選定されます。これらのサーバは、サイトのすべてのエッジデバイ
スによって分散方式で選定されます。最も大きいシステム IDを持つ適格なエッジデバイスがAED
サーバとして選択され、次に大きいシステム IDを持つエッジデバイスがバックアップ AEDサー
バとして選択されます。

AEDサーバがすでに選定されてアクティブになっている場合、それよりも適格なエッジデバイス
があっても、そのエッジデバイスは AEDサーバとして指定されません。代わりに、そのエッジ
デバイスが新しいバックアップAEDサーバになります。バックアップAEDサーバがAEDサーバ
を引き継ぐのは、現行のAEDサーバで障害が発生した場合、または不適格として自己宣言した場
合のみです。

AED サーバ資格

エッジデバイスは、AEDサーバの選定対象としての自身の資格を示すために、AEDサーバタイ
プ、長さ、値（TLV）を使用します。エッジデバイスは、段階的挿入を完了した後（具体的には
エッジデバイスがサイト内のすべてのエッジデバイスとの同期を完了して隣接を形成した後）

に、AEDサーバになる資格を得ます。サイトまたはオーバーレイネットワークでのイベントによ
り、エッジデバイスが転送に対応できなくなると、そのエッジデバイスは AEDサーバの選定対
象としての資格を失います。

オーバーレイでは、AEDサーバ TLVが helloメッセージで送信されます。サイトの helloメッセー
ジに制御グループが含まれていない場合、これは、エッジデバイスに AEDサーバの選定対象と
しての資格がないことを示します。

VLAN 再割り当て

OTVサイトの VLANは、そのサイトに存在するエッジデバイスの間で分散されます。VLANの
トラフィックを伝送するエッジデバイスが、その VLANの AEDとして指定されます。AEDの選
定時に、AEDサーバは、アクティブエッジデバイスの間での不要な VLAN再割り当てを回避す
るための手順を使用します。AEDサーバは、さまざまなエッジデバイスでのメッセージの処理量
が最小限になるようにします。

また、VLAN再割り当てを減らすために、次のメカニズムも使用されています。

•エッジデバイスに障害が発生した場合、他のエッジデバイスに属する VLANは再割り当て
されせん。したがって、それらの VLANのトラフィックは影響を受けません。

•エッジデバイスがサイトに追加されると、その追加されたエッジデバイスに VLANが割り
当てられます。ただし、VLANは、他のエッジデバイスの間では再割り当てされません。

•エッジデバイスの挿入後や障害発生後に VLANディストリビューションのバランスを再度
取るための VLAN再割り当てがスケジュールされ、一定期間にわたって展開されます。
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• VLANを再割り当てするための AED選定は、一度に 1つのエッジデバイスのみが VLAN所
有権を放棄するようにグループ化されます。

高速リモートコンバージェンス

高速リモートコンバージェンスとは、新しく選定された AEDの学習およびアドバタイズサイク
ル中に生じる遅延を最適化するために使用される一連の技術です。AEDに障害が発生すると、新
しく選定された AEDは新しく取得した VLANのローカルルーティング情報を学習し、リモート
サイトにアドバタイズします。学習およびアドバタイズサイクルは、MACテーブルのサイズに
より異なります。リモート AEDでの障害発生時には、MACテーブルを更新する必要はありませ
ん。コンバージェンスは、影響を受けるサイトのMACテーブルとMAC数のサイズに依存しませ
ん。

エッジデバイスは新しいリモート AEDへのトラフィックの高速カットオーバを実行します。高
速リモートコンバージェンスは、リモートサイトでエクスポートされた VLAN-AEDマッピング
を使用します。

高速障害検出

AED の障害

ローカル AEDに障害が発生すると、すべての VLANでトラフィックを転送できなくなる可能性
があります。AEDはまず、すべてのVLANに対してトラフィック転送がディセーブルになってい
ることを確認します。AEDにオーバレイまたはサイトの到達可能性が残っている場合、AEDはい
ずれかの隣接で AED機能をダウン状態にすることによって、AEDに障害が発生していることを
示します。AEDに到達可能性がないか、AEDがシャットダウンした場合、他のエッジデバイス
は、デュアル隣接タイムアウトを使用してこの障害を検出します。いずれの場合も、AEDの障害
が判別されるとすぐに、事前に選定されたバックアップ AEDが該当する VLANに対する権限を
持ちます。

エッジデバイスの障害

エッジデバイスは、ローカル障害を事前にネイバーに通知します。エッジデバイスが障害を通知

する前にシャットダウンした場合、エッジデバイスの障害は以下のいずれか、または両方の方法

で判別されます。

•デュアル隣接タイムアウト：この方法は、オーバーレイとサイト隣接の両方が失われた場合
に使用されます。オーバーレイ隣接だけが失われた場合、エッジデバイスはアクティブであ

ると見なされます。エッジデバイスから受信した VLAN AEDスタータスは保持され、削除
されません。エッジデバイスが関与する AEDトランザクションは、エッジデバイスがオー
バーレイで到達可能になるか、完全に障害状態になるまで続行されません。エッジデバイス

がオーバーレイから完全に分離すると、エッジデバイスはサイト隣接での転送準備の失敗を

示します。
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•サイトのエッジデバイスの一致：この方法は、障害検出をより確実にしますが、遅延と追加
の処理が発生します。同じサイト内のすべてのエッジデバイスが、オーバーレイまたはサイ

トVLANで隣接しているエッジデバイスのリストを公開します。エッジデバイスが別のエッ
ジデバイスとのオーバーレイ隣接を失うと、前者のエッジデバイスはこのリストを更新し

て後者のエッジデバイスを除外し、その更新したリストを使用して即時に helloメッセージ
を送信します。サイトのすべてのエッジデバイスがリストを更新する場合、エッジデバイ

スに障害が発生した可能性、またはエッジデバイスが到達不可能となった可能性が考えられ

ます。すべてのエッジデバイスがこのリストを生成しますが、障害を判別するためにこのリ

ストが使用されない場合もあります。まず、AEDの選定と遷移の際には、デュアル隣接が使
用されます。

サイト内でネイバーの障害を検出するためには、SVIの BFDが使用されます。サイト内での高速
デバイス障害検出を行うには、サイト BFDとオーバーレイルートトラッキングの両方を設定す
る必要があります。

VLAN の障害

AEDは、VLANの転送の準備状態を失った場合、転送の準備状態とAEDステータスの両方のビッ
トをディセーブルにするために、VLANステータスの更新を生成します。バックアップAEDは、
AEDからステータスの更新を受信すると同時に権限を持つことができます。個々のVLANの障害
は、AEDサーバ主導の遷移メカニズムによって処理されます。AEDサーバは、VLANステータス
の更新を処理し、AED選定を実行し、結果を生成してそのAEDメッセージに新しいAED値だけ
を含めます。これに続き、バックアップAEDはエッジデバイスの応答を待機することなく、AED
の役割を引き継ぎます。

段階的挿入

AED サーバの挿入

AEDサーバは選定された時点、またはアクティブになった時点で、サイト内のすべてのエッジデ
バイスのVLANステータスで更新されるまで待機します。AEDサーバはこの更新を行うために、
VLAN AEDデータベースをサイト内のエッジデバイスと同期します。その後、VLAN AEDデー
タベース内のすべての VLANに対して最初の AED選定をスケジュールして実行し、VLAN AED
要求の生成を開始します。これらの要求は、各種 VLANの現行およびバックアップ AEDの状態
を反映する場合も、VLANステータスの更新に基づく変更に影響する場合もあります。

バックアップ AED サーバの挿入

バックアップ AEDサーバは、アクティブ AEDサーバに障害が発生した場合に限り、コールドス
タンバイモードで稼動してアクティブになります。AEDの選定を実行するには、その前に、サイ
ト内のすべてのエッジデバイスの最新の AEDステータスおよびバックアップ AEDステータスが
バックアップ AEDサーバに反映されていなければなりません。バックアップ AEDサーバはその
ために、VLAN AEDデータベースをサイト内のエッジデバイスと同期します。次に、すべての
VLANに対してAEDの選定を実行し、要求の生成を開始します。この期間中、事前に割り当てら
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れたバックアップがアクティブ AEDの障害を処理します。ただし、二重障害または VLAN再割
り当てについては、処理されません。

エッジデバイスの挿入

エッジデバイスがサイトに挿入または再挿入される際には、AEDサーバがサービスの処理中で
ある可能性のある保留中のイベントを含め、エッジデバイスが AEDサーバから最新の AED計算
結果を受け取っていなければなりません。エッジデバイスはAEDサーバとの明示的な同期を行っ
て、最新の VLAN AED結果を取得します。次に、最初の VLANステータス更新を生成し、AED
サーバがその更新を安定状態の VLANに割り当てるまで待機します。

グレースフルシャットダウン

高速コンバージェンス機能拡張により、シャットダウンするエッジデバイスが高速障害通知シス

テムを使用して事前にネイバーに通知することが保証されます。VDCがシャットダウンされると
きには、猶予期間が使用されます。

QoS および OTV
デフォルトでは、OTVは元のパケットからOTVの IPパケットの IPヘッダーにQoS DSCPまたは
802.1pの値をコピーし、QoS DSCP値をオーバーレイネットワーク全体に伝播します。このアク
ションにより、カプセル化された IPパケットは、元のパケットが受け取った識別済みの同じQoS
ポリシーを、それがオーバーレイネットワーク全体に拡張される前に、確実に受け取るようにな

ります。

このデフォルトの動作を無効にするには、拡張 VLANに QoSポリシーを適用する必要がありま
す。このポリシーによって、選択した一致基準に基づき、OTV IPのカプセル化されたDSCP値を
設定できます。リモートサイトでは、OTVは元のパケットの QoSポリシーを維持するためにこ
の VLAN QoSポリシーを削除します。

（注） • 802.1Qタグが付いた IPトラフィックの場合は、カプセル化の際に元の COS値から外部
DSCPが生成されます。元の COS値と DSCP値はカプセル化の際にも保持されます。

•タグ付けされている IPトラフィックの場合は、カプセル化の際に元の DSCP値から外部
DSCPが生成されます。元の DSCP値はカプセル化解除の際にも保持されます。

•非 IPパケットの場合は、カプセル化の際に元のCOS値からDSCPが生成されます（タグ
付けされていないトラフィックのCOSは暗黙的に 0となります）。元のCOS値はカプセ
ル化解除の際にも保持されます。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS OTV コンフィギュレーションガイド
12 OL-25756-03-J  

高度な OTV 機能の設定
QoS および OTV



仮想化のサポート

ソフトウェアは、同じシステム上で動作するOTVの複数のインスタンスをサポートします。OTV
はオーバーレイインターフェイスに関連付けられている物理インターフェイスでの仮想ルーティ

ングおよび転送インスタンス（VRF）をサポートします。VRFは仮想化デバイスコンテキスト
（VDC）内にあります。デフォルトでは、特に別の VDCおよび VRFを設定しない限り、ソフト
ウェアによってデフォルト VDCおよびデフォルト VRFが提示されます。

Cisco NX-OS Release 5.0(3)で、OTV接続インターフェイスはデフォルトのVRFに属している必要
があります。この制約事項は、Cisco NX-OS Release 5.1(1)以降からは適用されません。

CiscoNX-OSRelease5.0(3)では、レイヤ3物理インターフェイス（およびサブインターフェイス）
またはレイヤ 3ポートチャネルインターフェイス（およびサブインターフェイス）を接続イン
ターフェイスとして設定できます。

ハイアベイラビリティおよび ISSU
OTVは、ステートフルリスタートおよびステートフルスイッチオーバーをサポートします。ス
テートフルリスタートは、OTVプロセスが失敗してリスタートするときに行われます。ステート
フルスイッチオーバーは、アクティブスーパーバイザがスタンバイスーパーバイザに切り替わ

るときに行われます。スイッチオーバー後は、ソフトウェアは実行時設定を適用します。

OTVネットワークで Cisco NX-OS 5.2(1)より前のイメージから Cisco NX-OS 5.2(1)以降のイメー
ジにアップグレードする際には、常に中断が伴います。Cisco NX-OS 5.2(1)以降から Cisco NX-OS
6.0または 6.1トレーニングへのソフトウェアイメージのアップグレードには中断は伴いません。

OTVネットワークで Cisco NX-OS Release 6.2(2)より前のイメージから Cisco NX-OS Release 6.2(2)
以降のイメージにアップグレードする際には、中断が伴います。以前のリリースからアップグレー

ドする場合、ISSUを機能させるために、OTVオーバーレイをシャットダウンする必要がありま
す。

トラフィックを再開する前に、サイトのすべてのエッジデバイスをアップグレードし、サイトの

すべてのエッジデバイスのサイト IDを設定する必要があります。デュアルホームサイトで ISSU
のOTVを準備して、この中断を最小限に抑えることができます。同じサイト内に古いCiscoNX-OS
リリースのエッジデバイスがあると、トラフィックループが発生するおそれがあります。同じ

アップグレードウィンドウでサイトのすべてのエッジデバイスをアップグレードしてください。

OTVは Cisco NX-OSのバージョンが異なっているサイト間と相互運用するため、他のサイトの
エッジデバイスをアップグレードする必要はありません。

関連トピック

デュアルホーム接続されたサイトでの Cisco NX-OS 5.2(1)以降のリリースに対する ISSUの
OTVの準備
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IP プールを使用した OTV トンネルデポラライゼーション
デフォルトでは、OTVはルートデポラライゼーションにセカンダリ IPアドレスを使用します。
オーバーレイネットワークに 2台のエッジデバイスがあり、各エッジデバイスに 2つの IPアド
レスが設定されている場合、これらのエッジデバイス間でユニキャストトラフィックを転送する

際に、4つの異なる IPヘッダー値がサポートされます。このオーバーレイネットワークにルート
デポラライゼーションを使用するには、既存の接続インターフェイスにセカンダリ IPアドレスを
設定する必要があります。セカンダリ IPアドレスは、プライマリ IPアドレスと同じサブネット
から選択できます。同じエッジデバイス間に複数のオーバーレイネットワークを設定する必要は

ありません。セカンダリ IPアドレスを割り当てるには、ip addressip-addressmasksecondaryコマン
ドを使用します。

オーバーレイネットワークによっては、接続インターフェイスのセカンダリ IPアドレスが別のア
プリケーション用に予約されている場合があります。そのようなシナリオでは、システム全体の

ルートデポラライゼーションをディセーブルにして、対応するトンネルのサポートが欠如してい

ることをリモートオーバーレイメンバに通知する必要があります。

ルートデポラライゼーションを目的に、OTVは自身のローカル IPアドレスをローカルインター
フェイスから収集し、リモート IPアドレスを Intermediate-System-to-Intermediate-System（IS-IS）
によって収集します。OTVは、複数のユニキャストトンネルを作成します。これらのトンネルの
いずれかが、出力に使用されます。ルートデポラライゼーションにより、これらのトンネルへの

トラフィックのロードバランシングを行うことができます。ルートデポラライゼーションでは、

使用可能なすべてのトンネルのグループを指すように転送がプログラムされ、実際の IPパケット
に基づいてロードバランシングを行うように転送インフラストラクチャが変更されます。この機

能により、送信元および宛先MACアドレス、送信元および宛先 IPアドレス、あるいは転送側ハー
ドウェアで使用可能なその他の条件に基づくロードバランシングが可能になります。

デフォルトでは、ルートデポラライゼーションがイネーブルにされます。ルートデポラライゼー

ション機能をディセーブルにするには、otv depolarization disableコマンドを使用します。OTV
は、オーバーレイインターフェイスおよび隣接で使用されるセカンダリ IPアドレスを表示しま
す。

関連トピック

IPプールを使用したトンネルデポラライゼーションのディセーブル化, （40ページ）

OTV UDP カプセル化
OTV UDPヘッダーカプセル化モードは、F3またはM3ラインカードと NX-OS 7.2.0ソフトウェ
アバージョンが搭載された Nexus 7000シリーズ（7000および 7700）デバイスで導入されていま
す。このバージョンでは、コントロールプレーンとデータプレーンパケットのフォワーディン

グエンジンで、IP over Ethernetを介した UDPカプセル化がサポートされてます。コントロール
パスおよびデータパスでは、マルチキャストおよびユニキャストのコアルーティングにUDPヘッ
ダーが使用されます。IANAによって OTVに割り当てられている UDPおよび TCPポート番号は
8472です。ヘッダーのフォーマットは IETF RFC 7348で定義されている VXLANヘッダーで使用
されるヘッダーのフォーマットにビット単位で対応します。
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UDPカプセル化により UDP送信元ポートが自動的に変更されるので、コアネットワーク内でよ
り多くのリンクを利用できるようになります。

デフォルトで使用されるカプセル化フォーマットはMPLS-GREです。otv encapsulation-format ip
udpコマンドを使用すると、OTVカプセル化フォーマットを UDPに設定できます。

OTV UDPヘッダーカプセル化モードがサポートされているのは、F3またはM3ラインカー
ドが搭載されたNexus 7000シリーズデバイスのみです。ネットワーク上のOTVサイト間で同
じカプセル化フォーマットが設定されている必要があります。

（注）

OTV のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

OTVにはTransport Servicesライセンスが必要で
す。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細と、ラ
イセンスの取得および適用の方法については、

『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照してくだ
さい。

Cisco NX-OS

OTV の前提条件
OTVには、次の前提条件があります。

•グローバルに OTV機能をイネーブルにします。

•接続インターフェイスの IGMPv3をイネーブルにします。

• OTVエッジデバイスに拡張する VLANの接続を確認します。

• VDCを設定する場合は、Advanced Servicesライセンスをインストールし、所定の VDCを開
始します（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参
照）。

関連トピック

OTV機能のイネーブル化
拡張 VLANおよび VLANインターフェイス, （6ページ）

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS OTV コンフィギュレーションガイド
   OL-25756-03-J 15

高度な OTV 機能の設定
OTV のライセンス要件

b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_OTV_Configuration_Guide_chapter_011.pdf#unique_50


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

•同じデバイスが、VLANインターフェイスでデフォルトゲートウェイとして機能し、かつ、
拡張するVLANのOTVエッジデバイスとして機能する場合は、そのVLANインターフェイ
ス（SVI）に属さないデバイス上（VDCまたはスイッチ）で OTVを設定します。

•可能な場合は、管理と保守を容易にするために、OTVにデフォルト以外の別個の VDCを使
用することを推奨します。

•オーバーレイインターフェイスがアップ状態になるのは、オーバーレイインターフェイス
の設定が完了して、イネーブルになっている（no shutdown）場合だけです。接続インター
フェイスはアップ状態でなければなりません。

• OTVエッジデバイス間の IPコアに向いている、接続インターフェイスとすべてのレイヤ 3
インターフェイスを、その IPコアでサポートされている最大伝送単位（MTU）の最大サイ
ズで設定します。OTVはすべてのOTV制御パケットとデータパケットに対して IPヘッダー
に Don't Fragment（DF）ビットを設定します。このため、コアはこれらのパケットをフラグ
メントできません。

• 1つのオーバーレイあたり、指定できる接続インターフェイスは 1つだけです。次のどちら
の方式を使用するか決めます。

◦単一の接続インターフェイス（複数のオーバーレイで共有）を設定。

◦オーバーレイごとに異なった接続インターフェイス（OTVの信頼性が向上）を設定。

高い復元性を保つため、ポートチャネルを使用できますが、必須ではありません。1ギガ
ビットイーサネットにするか 10ギガビットイーサネットにするか、または専用モードにす
るか共有モードにするかは基準はありません。

•ネットワークで Cisco Nexus 1000Vスイッチを使用している場合は、そのスイッチが 4.0(4)
SV1(3)以降のリリースを実行していることを確認します。そうでなければ、アドレス解決プ
ロトコル（ARP）と、OTVのネイバー探索（ND）抑制をディセーブルにします。

•転送ネットワークが PIMスパースモード（ASM）または PIM Bidirマルチキャストトラ
フィックをサポートしている必要があります。

• OTVは IPv4専用に設定されている転送ネットワークと互換性があります。IPv6はサポート
されていません。

•接続インターフェイスで PIMをイネーブルにしないでください。

• ERSPAN ACLは、OTVとの併用はサポートされていません。

•サイト IDが設定されており、サイトのすべてのエッジデバイスでサイト IDが同じか確認し
ます。ネイバーエッジデバイスから異なったサイト IDが検出されると、OTVはすべての
オーバーレイをダウンさせ、システムメッセージを生成します。
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• OTVネットワークで Cisco NX-OS Release 5.2(1)より前のイメージから Cisco NX-OS Release
5.2(1)以降のイメージにアップグレードする際、中断が伴います。CiscoNX-OSRelease 5.2(1)
以降からCisco NX-OS Release 6.0(1)へのソフトウェアイメージのアップグレードには、中断
は伴いません。

• OTVネットワークで Cisco NX-OS Release 6.2(2)より前のイメージから Cisco NX-OS Release
6.2(2)以降のイメージにアップグレードする際には、中断が伴います。以前のリリースから
アップグレードする場合、ISSUを機能させるために、OTVオーバーレイをシャットダウン
する必要があります。

•トラフィックを再開する前に、サイトのすべてのエッジデバイスをアップグレードし、サイ
トのすべてのエッジデバイスのサイト IDを設定する必要があります。同じサイト内に古い
CiscoNX-OSリリースのエッジデバイスがあると、トラフィックループが発生するおそれが
あります。同じアップグレードウィンドウでサイトのすべてのエッジデバイスをアップグ

レードしてください。OTVはCiscoNX-OSのバージョンが異なっているサイト間と相互運用
するため、他のサイトのエッジデバイスをアップグレードする必要はありません。

• Cisco NX-OS Release 6.2以降では、OTVは同じVDCでの F1または F2eシリーズモジュール
とM1またはM2シリーズモジュールの共存をサポートしています。

• OTV高速コンバージェンスのために、非 AED VLANでも、リモートユニキャストMACア
ドレスが OTV Routing Information Base（ORIB）にインストールされます。

• OTV高速コンバージェンスのために、非AEDOTVデバイスでも、ローカルマルチキャスト
ソースに対して配信ソースと配信グループ（DS,DG）のマッピングを作成し、ローカルの受
信側が使用可能な場合はリモートソースに結合要求を送信します。したがって、特定の

VLAN、ソース、グループ（V,S,G）エントリのリモートデータグループは、1つではなく
2つになります。

• OTVトンネルデポラライゼーションには、1つのプライマリ IPアドレスと最大 3つのセカ
ンダリ IPアドレスがサポートされます。

• F3シリーズモジュールは、Cisco NX-OS Release 6.2(6)の VLAN変換およびトラフィックデ
ポラライゼーション機能をサポートしません。

• F3シリーズモジュールは、Cisco NX-OS Release 6.2(8)の OTVトラフィックデポラライゼー
ション機能をサポートします。

•特定のVDCの F2シリーズモジュールは、OTVをサポートしていません。F2eモジュールは
OTV VDCで内部インターフェイスとしてのみ機能します。

• OTV VDCで使用されている F3シリーズモジュールでは VLANモードを Fabricpathに設定
しないようにする必要があります。

• Cisco NX-OS Release 6.2(14) / 7.2(x)以前を使用している場合、/27より大きいサブネットの
データグループ設定は F3シリーズモジュールでサポートされていません。Release 6.2(16) /
7.3(0)以降でサポートされるサブネットマスクの最大値は /24です。

• NXOSでは OTVサイトまたはコアに面したインターフェイス用に FEXポートを使用するこ
とはできません。

• M3シリーズモジュールは Cisco NX-OS Release 7.3(0)DX(1)以降でサポートされています。
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関連トピック

オーバーレイインターフェイスの作成

マルチキャストグループアドレスの設定

オーバーレイインターフェイスへの物理インターフェイスの割り当て

拡張 VLANおよび VLANインターフェイス, （6ページ）

OTV マルチキャストのガイドライン
OTVでのマルチキャスト設定に関するガイドラインは次のとおりです。

• OTVでは、Protocol Independent Multicast（PIM）をエッジデバイスに設定する必要はありま
せん。エッジデバイスに PIMを設定する場合は、ランデブーポイント（RP）もエッジデバ
イスに設定されていることを確認します。（*.PG）の Reverse Path Forwarding（RPF）イン
ターフェイスは、接続インターフェイスである必要があります。

•エッジデバイスの接続インターフェイスに PIMを設定しないでください。

•接続インターフェイスリンクの両端に IGMPバージョン 3を設定する必要があります。OTV
エッジデバイスは、同じ VPN内の他のサイトのエッジデバイスに、IGMP（S、G）結合を
送信します。IGMPv2を設定する必要がある場合、ssm変換を実行するために last-hopルータ
を設定する必要があります。また、オーバーレイインターフェイスのデータグループ範囲

は SSMでなければなりません。

•異なるサイトのエッジデバイスを直接接続できます。

•サイトにルータがない場合は、スイッチ上のVLANコンフィギュレーションモードで ip igmp
snooping querierコマンドを設定する必要があります。

•オーバーレイネットワークに拡張されたVLANの IGMPスヌーピングはデフォルトでイネー
ブルになっており、ディセーブルにする必要はありません。サイトで送信された IGMPレ
ポートはコア経由で送信されません。十分なマルチキャストステートがエッジデバイスと

コアルータに構築されているため、送信元サイトの送信元から宛先サイトの宛先にトラフィッ

クを送信できます。

•接続インターフェイスにユニキャストルーティングプロトコルを設定する必要はありませ
んが、通常は設定されます。

• IPv6ユニキャストまたはマルチキャストトラフィックにOTVオーバーレイネットワークを
通過させるには、OTVエッジデバイスの IGMPスヌーピングで、最適化マルチキャスト転
送（OMF）をディセーブルにする必要があります。

• IGMPスヌーピングタイマーは、OTVを実行しているサイトのすべての L2スイッチで 4に
設定する必要があります（ip igmp snoopingmax-gq-miss 4コマンドを使用）。AEDフェイル
オーバーが発生してスヌーピングタイマーがデフォルトの 3に設定された場合、アグリゲー
ションスイッチでスヌーピングされたグループが早期に期限切れになる可能性があります。

これにより、マルチキャストコンバージェンスに遅延が発生する場合があります。
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OTV のデフォルト設定
次の表に、OTVパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1： OTV パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルOTV機能

なしアドバタイズされた VLAN

イネーブルARPおよび ND抑制

イネーブルグレースフルリスタート

1サイト VLAN

0x0サイト ID

20秒（Cisco NX-OS Release 6.2
以降）

4秒（Cisco NX-OS Release 5.2
から Cisco NX-OS Release 6.1）

10秒（リリース 5.2より前の
Cisco NX-OS）

IS-ISオーバーレイ hello間隔

3IS-ISオーバーレイ hello乗数

3秒（Cisco NX-OS Release 6.2
以降）

1秒（リリース 6.2より前の
Cisco NX-OS）

IS-ISサイト hello間隔

20（Cisco NX-OS Release 6.2以
降）

10（リリース6.2より前のCisco
NX-OS）

IS-ISサイト hello乗数

10秒IS-IS CSNP間隔

33ミリ秒IS-IS LSP間隔

ディセーブルオーバーレイルートトラッキング
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デフォルトパラメータ

ディセーブルサイト BFD

イネーブルIPプールを使用したトンネルデポラライゼーション

高度な OTV 機能の設定
ここでは、高度な OTV機能を設定する手順について説明します。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）

コンフィギュレーションモード

ここでは各コンフィギュレーションモードの開始方法について説明します。現行のモードで疑問

符（?）コマンドを入力することで、そのモードで使用可能なコマンドを表示できます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードの例

以下に、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モードを開始する例を示しま

す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface overlay 2
switch(config-if-overlay)#

OTV IS-IS VPN コンフィギュレーションモードの例

以下に、OTV IS-ISコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# otv-isis default
switch(config-router)# vpn Test1
switch(config-router-vrf)#

エッジデバイスの認証の設定

OTVコントロールプレーンプロトコルの helloメッセージの認証を設定できます。OTVが hello
認証を使用してリモートサイトを認証してから、OTVはそのリモートサイトへの隣接関係を作
成します。各オーバーレイネットワークは、固有の認証キーを使用します。エッジデバイスは、

同じ認証キーおよび認証方式を共有するリモートサイトとの隣接関係のみを作成します。

OTVがサポートする認証方式は、次のとおりです。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS OTV コンフィギュレーションガイド
20 OL-25756-03-J  

高度な OTV 機能の設定
高度な OTV 機能の設定



•クリアテキスト

• Message Digest（MD5）認証

はじめる前に

• OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface overlay interface
3. otv isis authentication-check
4. otv isis authentication-type {cleartext |md5}
5. otv isis authentication keychain keychain-name
6. （任意） show otv overlay [interface]
7. （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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVオーバーレイインターフェイスを作成し、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 overlay interface

例：
switch(config)# interface overlay 1
switch(config-if-overlay)#

ステップ 2   

OTVエッジデバイス間の helloメッセージの認証をイ
ネーブルにします。デフォルトではイネーブルになっ

ています。

otv isis authentication-check

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
authentication-check

ステップ 3   

認証方式を設定します。otv isis authentication-type {cleartext |md5}

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
authentication-type md5

ステップ 4   

エッジデバイス認証のための認証キーチェーンを設定

します。keychain-nameには、最大 16文字の英数字文
字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。

otv isis authentication keychain keychain-name

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
authentication keychain OTVKeys

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

キーチェーンの詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照して
ください。

（任意）

OTV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 otv overlay [interface]

例：
switch(config-if-overlay)# show otv
overlay 1

ステップ 6   

（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

例：
switch(config-if-overlay)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

関連トピック

OTV PDU認証の設定, （22ページ）

OTV PDU 認証の設定
すべての着信 OTVコントロールプレーンプロトコルデータユニット（PDU）を認証するよう
に、OTVを設定できます。OTVがサポートする認証方式は、次のとおりです。

•クリアテキスト

• Message Digest（MD5）認証

OTVコントロールプレーンプロトコルの helloメッセージの認証は、個別に設定されます。（注）

はじめる前に

OTV機能をイネーブルにします。
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手順の概要

1. configure terminal
2. otv-isis default
3. vpnoverlay-name
4. authentication-check
5. authentication-type {cleartext |md5}
6. authentication keychain keychain-name
7. （任意） show otv isis hostname vpn [overlay-name | all]
8. （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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVルータコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

otv-isis default

例：
switch(config)# otv-isis default
switch(config-router)#

ステップ 2   

OTVバーチャルプライベートネットワーク（VPN）コ
ンフィギュレーションモードを開始します。overlay-name

vpnoverlay-name

例：
switch(config-router)# vpn Marketing
switch(config-router-vrf)#

ステップ 3   

には、最大 32文字の英数字文字列を指定します。大文
字と小文字は区別されます。

OTV PDUの認証をイネーブルにします。デフォルトで
はイネーブルになっています。

authentication-check

例：
switch(config-router-vrf)#
authentication-check

ステップ 4   

認証方式を設定します。authentication-type {cleartext |md5}

例：
switch(config-router-vrf)#
authentication-type md5

ステップ 5   

PDUの認証のための認証キーチェーンを設定します。
keychain-nameには、最大 16文字の英数字文字列を指定
します。大文字と小文字は区別されます。

authentication keychain keychain-name

例：
switch(config-router-vrf)# authentication
keychain OTVKeys

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

キーチェーンの詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照してく
ださい。

（任意）

OTV VPNのコンフィギュレーションを表示します。
overlay-nameには、最大 32文字の英数字文字列を指定し
ます。大文字と小文字は区別されます。

show otv isis hostname vpn [overlay-name |
all]

例：
switch(config-router-vrf)# show otv isis
hostname vpn Marketing

ステップ 7   

（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

例：
switch(config-router-vrf)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

関連トピック

エッジデバイスの認証の設定, （20ページ）

OTV 隣接サーバの設定
隣接サーバとして機能するようにローカルエッジデバイスを設定したり、リモートの隣接サーバ

を設定したりできます。

はじめる前に

OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface overlayinterface
3. （任意） otv adjacency-serverunicast-only
4. （任意） otv use-adjacency-serverprimary-ip-address [secondary-ip-address] unicast-only
5. （任意） show otv adjacency [overlayif-number | vpnvpn-name] [detail]
6. （任意） copy running-config startup-config
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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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVオーバーレイインターフェイスを作成し、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 overlayinterface

例：
switch(config)# interface overlay 1
switch(config-if-overlay)#

ステップ 2   

（任意）

ローカルエッジデバイスを隣接サーバとして機能するよう

に設定します。

ユニキャスト隣接サーバを使用するように設定さ

れた 2つの OTVサイトの間で 2つのオーバーレ
イインターフェイス番号が一致していないと、

OTV隣接は形成されず、オーバーレイインター
フェイス番号が一致するよう変更されるまで、

OTVは稼動しません。

（注）

otv adjacency-serverunicast-only

例：
switch(config-if-overlay)# otv
adjacency-server unicast-only

ステップ 3   

（任意）

ローカルエッジデバイスを、リモート隣接サーバを使用す

るように設定します。IPアドレスの形式は、ドット付き 10

otv use-adjacency-serverprimary-ip-address
[secondary-ip-address] unicast-only

例：
switch(config-if-overlay)# otv
use-adjacency-server 192.0.2.1
unicast-only

ステップ 4   

進表記です。secondary-ip-address引数は、バックアップ隣接
サーバを設定済みの場合、バックアップ隣接サーバの IPア
ドレスになります。

（任意）

OTV隣接情報を表示します。if-numberの範囲は 0～ 65503
です。vpn-nameには最大 80文字の英数字文字列を指定しま
す。大文字と小文字は区別されます。

show otv adjacency [overlayif-number |
vpnvpn-name] [detail]

例：
switch(config-if-overlay)# show otv
adjacency overlay 1

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

例：
switch(config-if-overlay)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   
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オーバーレイの ARP ネイバー探索タイムアウトの設定
NX-OSRelease 6.1(1)以降、動的に学習した IPアドレスおよび対応するMACアドレスをOTVARP
および NDキャッシュ内に維持する時間を設定できるようになっています。このコマンドは、こ
のオーバーレイに関して学習した IPアドレスが、オーバーレイインターフェイスまたは関連する
アクセスインターフェイスのどちらで学習されたかどうかには関係なく、それらすべての IPアド
レスに適用されます。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface overlay interface
3. otv arp-nd timeout seconds
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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

オーバーレイインターフェイスを作成し、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 overlay interface

例：
switch(config)# interface overlay 1
switch(config-if-overlay)#

ステップ 2   

エントリを ARP-NDのキャッシュ内に維持する時間（秒単
位）を設定します。

otv arp-nd timeout seconds

例：
switch(config-if-overlay)# otv arp-nd
timeout 70

ステップ 3   

時間は秒単位で、60（1分）から86400（24時間）までの範
囲で指定できます。デフォルトのタイムアウト値は 480秒
です。

この機能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。

（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

例：
switch(config-if-overlay)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   
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次に、オーバーレイの ARPネイバー探索タイムアウトを設定する例を示します。
switch # configure terminal
switch(config)# interface overlay 1
switch(config-if-overlay)# otv arp-nd timeout 70
switch(config-if-overlay)# copy running-config startup-config

ARP ネイバー探索キャッシュのディセーブル化
ARPキャッシュは、すべての OTVエッジデバイスによって維持され、ARP応答のスヌーピング
によって入力されます。最初のARP要求は、すべてのサイトにブロードキャストされますが、後
続の ARP要求はエッジデバイスで抑制され、ローカルで応答されます。OTVエッジデバイス
は、リモートホストに代わってARPに応答できます。この機能をディセーブルにするには、次の
手順を使用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface overlay interface
3. no otv suppress-arp-nd
4. （任意） show otv arp-nd-cache [interface]
5. （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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVオーバーレイインターフェイスを作成し、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 overlay interface

例：
switch(config)# interface overlay 1
switch(config-if-overlay)#

ステップ 2   

オーバーレイネットワークでのARPおよびNDパケッ
トの送信を抑制します。このコマンドは、IPv4と IPv6
の両方をサポートします。

no otv suppress-arp-nd

例：
switch(config-if-overlay)# no otv
suppress-arp-nd

ステップ 3   

（任意）

リモートMACアドレスのレイヤ 2およびレイヤ 3ア
ドレスマッピングを表示します。

show otv arp-nd-cache [interface]

例：
switch(config-if-overlay)# show otv
arp-nd-cache

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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

例：
switch(config-if-overlay)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

選択的ユニキャストフラッディングの設定

OTVの選択的ユニキャストフラッディングを設定できます。

はじめる前に

OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. otv flood mac mac-address vlan vlan-id
3. （任意） show otv mroute vlan vlan-id startup
4. （任意） show otv route vlan vlan-id
5. （任意） show forwarding distribution otv multicast route vlan vlan-id
6. （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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

選択的ユニキャストOTVフラッディングをイネーブ
ルにします。

otv flood mac mac-address vlan vlan-id

例：
switch(config)# otv flood mac
0000.ffaa.0000 vlan 328

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

特定のVLANについて、OTVRouting InformationBase
（ORIB）からの OTVマルチキャストルート情報を
表示します。

show otv mroute vlan vlan-id startup

例：
switch(config)# show otv mroute vlan 328
startup

ステップ 3   

（任意）

特定の VLANについて、ORIBからの OTV
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）ルー
ト情報を表示します。

show otv route vlan vlan-id

例：
switch(config)# show otv route vlan 328

ステップ 4   

（任意）

特定の VLANの Forwarding Information Base（FIB）
OTVマルチキャストルート情報を表示します。

show forwarding distribution otvmulticast route
vlan vlan-id

例：
switch(config)# show forwarding
distribution otv multicast route vlan 328

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

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 6   

OTV VLAN マッピングの設定
それぞれに異なる VLAN IDを持つ VLANがサイト間で通信できるように OTV VLANマッピング
を設定できます。

はじめる前に

OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface overlay interface-number
3. otv vlan mapping [add | remove] {vlan-range}
4. （任意） show otv vlan-mapping [overlay interface-number]
5. （任意） copy running-config startup-config
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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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVオーバーレイインターフェイスを作成し、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

モードを開始します。

interface overlay interface-number

例：
switch(config)# interface overlay 1

ステップ 2   

ローカルサイト上のVLANからOTVネットワーク内
のリモートサイト上の VLANへの変換マッピングを
作成します。

otv vlan mapping [add | remove] {vlan-range}

例：
switch(config-if-overlay)# otv vlan mapping
1-5 to 7-11

ステップ 3   

（任意）

ローカルサイトからリモートサイトへのVLAN変換
マッピングを表示します。

show otv vlan-mapping [overlay
interface-number]

例：
switch(config-if-overlay)# show otv
vlan-mapping

ステップ 4   

（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

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   

専用ブロードキャストグループアドレスの設定

OTVネットワークの専用ブロードキャストグループアドレスを設定できます。

はじめる前に

OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface overlay interface-number
3. otv broadcast-group multicast-address
4. （任意） show otv [overlay interface]
5. （任意） copy running-config startup-config
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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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVオーバーレイインターフェイスを作成し、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

モードを開始します。

interface overlay interface-number

例：
switch(config)# interface overlay 1

ステップ 2   

指定した OTVネットワークの専用ブロードキャスト
グループアドレスとして IPマルチキャストアドレス
を設定します。

otv broadcast-group multicast-address

例：
switch(config-if-overlay)# otv
broadcast-group 224.1.1.10

ステップ 3   

（任意）

OTV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 otv [overlay interface]

例：
switch(config-if-overlay)# show otv

ステップ 4   

（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

例：
switch(config-if-overlay)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

OTV 高速コンバージェンスの設定
OTVサイト VLAN上に Switched Virtual Interface（SVI）を設定することで、OTV高速コンバー
ジェンスをイネーブルにすることができます。

はじめる前に

OTV機能をイネーブルにします。

BFD機能をイネーブルにします。

サイト内のすべての OTVスイッチの IPアドレスが、サイト VLAN SVIと同じサブネット内にあ
ることを確認します。

サイト VLANが OTVオーバーレイに拡張されていないことを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. feature interface-vlan
3. interface vlan
4. no ip redirects
5. ip address ip-address mask
6. no shutdown

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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VLANインターフェイスの作成をイネーブルにし
ます。

feature interface-vlan

例：
switch(config)# feature interface-vlan

ステップ 2   

SVIを作成して、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 vlan

例：
switch(config)# interface vlan 2500
switch(config-if)#

ステップ 3   

IPリダイレクトをディセーブルにします。no ip redirects

例：
switch(config-if)# no ip redirects

ステップ 4   

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ

IPアドレスを設定します。
ip address ip-address mask

例：
switch(config-if)# ip address 172.1.2.1
255.255.255.0

ステップ 5   

インターフェイスをイネーブルにします。no shutdown

例：
switch(config-if)# no shutdown

ステップ 6   
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高速障害検出の設定

OTVサイト VLANの高速障害検出を設定できます。

はじめる前に

OTV機能をイネーブルにします。

BFD機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. otv-isis default
3. track-adjacency-nexthop
4. exit
5. otv site-vlanvlan-id
6. otv isis bfd
7. （任意） show otv isis track-adjacency-nexthop
8. （任意） show bfd neighbors
9. （任意） show otv isis site
10. （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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVルータコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

otv-isis default

例：
switch(config)# otv-isis default
switch(config-router)#

ステップ 2   

オーバーレイルートトラッキングをイネーブルにしま

す。

track-adjacency-nexthop

例：
switch(config-router)#
track-adjacency-nexthop

ステップ 3   

このコマンドは、サイト隣接エッジデバイス

のみを追跡します。サイト隣接デバイスは IGP
によって到達可能でなければならず、スタ

ティックルートまたはデフォルトルートで到

達可能であってはなりません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

OTVルータコンフィギュレーションモードを終了しま
す。

exit

例：
switch(config-router)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

すべてのローカルエッジデバイスが通信できる VLAN
を設定します。

otv site-vlanvlan-id

例：
switch(config)# otv site-vlan 10
switch(config-site-vlan)#

ステップ 5   

すべてのローカルエッジデバイスでこのVLAN
IDを設定する必要があります。

（注）

障害検出および通知用の OTVサイト VLANで BFDをイ
ネーブルにします。OTV IS-ISインスタンスは、BFD障
害が通知されると、サイト隣接をダウン状態にします。

otv isis bfd

例：
switch(config-site-vlan)# otv isis bfd

ステップ 6   

（任意）

OTV IS-ISネクストホップ隣接を表示します。
show otv isis track-adjacency-nexthop

例：
switch(config-site-vlan)# show otv isis
track-adjacency-nexthop

ステップ 7   

（任意）

既存の BFD隣接関係の詳細なリストを表示します。
show bfd neighbors

例：
switch(config-site-vlan)# show bfd
neighbors

ステップ 8   

（任意）

ローカルエッジデバイスとネイバーエッジデバイス両

方での BFDの設定状態を表示します。

show otv isis site

例：
switch(config-site-vlan)# show otv isis
site

ステップ 9   

（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

例：
switch(config-site-vlan)# copy
running-config startup-config

ステップ 10   

再配布の設定

オーバーレイネットワークで OTVアップデートをフィルタリングするようにルートマップを設
定できます。ルートマップでは、次の matchオプションを使用できます。
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match mac-list

照合するMACアドレスのリスト。mac-listエントリに一致するMACアドレスのみが、オー
バーレイネットワークに再配布されます。

match vlan

照合する VLAN ID。OTVはこの VLAN IDと一致するMACルートを再配布します。

ルートマップおよびMACアドレスリストの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

はじめる前に

• OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. otv-isis default
3. vpnoverlay-name
4. redistribute filter route-map map-name
5. （任意） show otv isis redistribute route [vpn overlay-name | summary]
6. （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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVルータコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

otv-isis default

例：
switch(config)# otv-isis default
switch(config-router)#

ステップ 2   

OTVバーチャルプライベートネットワーク（VPN）コ
ンフィギュレーションモードを開始します。overlay-name

vpnoverlay-name

例：
switch(config-router)# vpn Marketing
switch(config-router-vrf)#

ステップ 3   

には、最大32文字の英数字文字列を指定します。大文字
と小文字は区別されます。
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目的コマンドまたはアクション

リモートサイトに送信されるOTVのアップデートをフィ
ルタリングするために、OTVが使用するルートマップ

redistribute filter route-map map-name

例：
switch(config-router-vrf)# redistribute
filter
route-map otvFilter

ステップ 4   

を割り当てます。map-nameには最大 63文字の英数字文
字列を指定できます。大文字と小文字は区別されます。

（任意）

OTV VPNの再配布情報を表示します。overlay-nameに
は、最大32文字の英数字文字列を指定します。大文字と
小文字は区別されます。

show otv isis redistribute route [vpn
overlay-name | summary]

例：
switch(config-router-vrf)# show otv isis
redistribute route
vpn Marketing

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

例：
switch(config-router-vrf)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ロードバランシングの確認

ローカルサイトの異なるエッジデバイス間でオーバーレイネットワークトラフィックをロード

バランシングできます。OTVはローカルサイトのすべてのエッジデバイスを検出するためにサ
イト VLANを使用します。OTVはローカルサイトの VLAN ID、エッジデバイスの数、および
エッジデバイスのシステム IDに基づいて、各 VLANの AEDに動的に VLANを割り当てます。
各エッジデバイスがオーバーレイを介して転送されるすべてのVLANのサブセットに対して信頼
されている場合に、ロードバランシングは行われます。

はじめる前に

• OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. otv site-vlan vlan-id
3. （任意） show otv site [all] [detail]
4. （任意） show otv [overlay-interface] vlan vlan-id authoritative [detail]
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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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのローカルエッジデバイスが通信する VLANを設
定します。すべてのローカルエッジデバイスでこのVLAN

otv site-vlan vlan-id

例：
switch(config)# otv site-vlan 10

ステップ 2   

IDを設定する必要があります。有効な範囲は 1～ 3967お
よび 4048～ 4093です。デフォルトは 1です。

（任意）

ローカルサイトのすべてのエッジデバイスを表示します。

show otv site [all] [detail]

例：
switch(config)# show otv site

ステップ 3   

（任意）

このエッジデバイスが AEDとなっているすべての VLAN
を表示します。各 VLANの AEDであるかどうかを確認す

show otv [overlay-interface] vlan vlan-id
authoritative [detail]

例：
switch(config)# show otv vlan
authoritative detail

ステップ 4   

るには、ローカルサイトの各エッジデバイスでこのコマン

ドを使用します。

以下に、show otv vlan authoritative detailコマンドの出力例を示します。
switch(config)# show otv vlan authoritative detail
OTV VLAN Configuration Information
Legend: F - Forwarding B - Blocked
VLAN-ID VlanState Switchport/ External Overlay

Forward Count Interface Group

関連トピック

マルチホームサイトとロードバランシング

信頼できるエッジデバイス, （4ページ）

サイト VLANとサイト IDの設定

OTV のチューニング
オーバーレイルーティングプロトコルのパラメータを調整できます。

OTVの経験が豊富なユーザだけが、これらの設定を行うことを推奨します。（注）
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はじめる前に

• OTV機能をイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface overlay interface
3. （任意） otv isis csnp-interval seconds
4. （任意） otv isis hello-interval seconds
5. （任意） otv isis hello-multiplier mulltiplier
6. （任意） otv isis hello-padding
7. （任意） otv isis lsp-interval msec
8. （任意） otv isis metric metric
9. （任意） otv isis priority dis-priority
10. （任意） show otv isis [isis-tag] [interface interface]
11. （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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

OTVオーバーレイインターフェイスを作成し、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 overlay interface

例：
switch(config)# interface overlay 1
switch(config-if-overlay)#

ステップ 2   

（任意）

インターフェイスでCSNPPDUを送信する間隔を指定し
ます。secondsの範囲は 1～ 65535です。デフォルトは
10秒です。

otv isis csnp-interval seconds

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
csnp-interval 100

ステップ 3   

（任意）

インターフェイスで hello PDUを送信する間隔を指定し
ます。secondsの範囲は 1～ 65535です。デフォルトは
10秒です。

otv isis hello-interval seconds

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
hello-interval 30

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

OTVの隣接を稼動状態に維持するために必要なhelloPDU
の受信間隔の計算に使用する乗数を指定します。multiplier
の範囲は 3～ 1000です。デフォルトは 3です。

otv isis hello-multiplier mulltiplier

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
hello-multiplier 30

ステップ 5   

（任意）

MTUの全長になるまで OTV hello PDUをパディングし
ます。

otv isis hello-padding

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
hello-padding

ステップ 6   

（任意）

フラッディング中にインターフェイスで LSP PDUを送
信する間隔を指定します。msecの範囲は 10～ 65535で
す。デフォルトは 33ミリ秒です。

otv isis lsp-interval msec

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
lsp-interval 30

ステップ 7   

（任意）

インターフェイスで OTVメトリックを設定します。
metricの範囲は 1～ 16777215です。

otv isis metric metric

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
metric 30

ステップ 8   

（任意）

インターフェイスで DISを選択するための OTVプライ
オリティを設定します。priorityの範囲は 1～ 127です。
デフォルトは 64です。

otv isis priority dis-priority

例：
switch(config-if-overlay)# otv isis
lsp-interval 30

ステップ 9   

（任意）

OTVオーバーレイインターフェイスのオーバーレイルー
ティングプロトコル情報を表示します。

show otv isis [isis-tag] [interface interface]

例：
switch(config-if-overlay)# show otv isis
interface overlay 2

ステップ 10   

（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

例：
switch(config-if-overlay)# copy
running-config startup-config

ステップ 11   
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IP プールを使用したトンネルデポラライゼーションのディセーブル化

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。switch#configure terminalステップ 1   

OTVをイネーブルにします。switch(config)#feature otvステップ 2   

ルートデポラライゼーションをディセーブルにします。デ

フォルトでは、ルートデポラライゼーションがデバイス上

でイネーブルになります。

switch(config)# otv depolarization
disable

ステップ 3   

（任意）

オーバーレイネットワークでの隣接のセカンダリアドレ

スおよび情報を表示します。

switch(config)#show otv [adjacency]ステップ 4   

（任意）

オーバーレイネットワークでのセカンダリトンネルに関

する情報を表示します。

switch(config)#show otv adjacency
detail

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。

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

ステップ 6   

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

目的コマンド

OTVの実行コンフィギュレー
ションを表示します。

show running-configuration otv [all]

オーバーレイインターフェイ

スに関する情報を表示します。

show otv overlay [interface]

オーバーレイネットワークの

隣接に関する情報を表示しま

す。

show otv adjacency [detail]
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目的コマンド

オーバーレイインターフェイ

スに関連する VLANについて
の情報を表示します。

show otv [overlayinterface] [vlan [vlan-range] [authoritative | detail]]

ローカルエッジデバイスとネ

イバーエッジデバイス両方で

の BFDの設定状態を表示しま
す。

show otv isis site [database | statistics]

ローカルサイトに関する情報

を表示します。

show otv site [ all]

OTVのルートに関する情報を
表示します。

show otv [route [interface [neighbor-addressip-address]]
[vlanvlan-range] [mac-address]]

特定の VLANについて、OTV
Routing Information Base
（ORIB）からの OTVマルチ
キャストルート情報を表示し

ます。

show otv mroute vlanvlan-idstartup

特定の VLANの Forwarding
Information Base（FIB）OTVマ
ルチキャストルート情報を表

示します。

show forwarding distribution otv multicast route vlanvlan-id

ローカルサイトからリモート

サイトへの VLAN変換マッピ
ングを表示します。

show otv vlan-mapping [overlayinterface-number]

MACアドレスに関する情報を
表示します。

show mac address-table

オーバーレイネットワークの

追加トンネルに関する情報を表

示します。

show otv internal adjacency
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設定例

ロードバランシングの設定例

基本的な OTV ネットワーク

次に、同じサイトの 2台のエッジデバイスでロードバランシングを設定する例を示します。

Edge Device 1
interface ethernet 2/1
ip address 192.0.2.1/24
ip igmp version 3
no shutdown

vlan 5-10

feature otv
otv site-identifier 256
interface overlay 1
otv control-group 239.1.1.1
otv data-group 239.1.1.0/29
otv join-interface ethernet 2/1
otv extend-vlan 5-10
no shutdown

Edge Device 2
interface ethernet 1/1
ip address 192.0.2.16/24
ip igmp version 3
no shutdown

vlan 5-10

feature otv
otv site-identifier 256
interface overlay 2
otv control group 239.1.1.1
otv data-group 239.1.1.0/29
otv join-interface ethernet 1/1
otv extend-vlan 5-10
no shutdown

OTV の選択的ユニキャストフラッディングの設定例
以下に、VLAN 328の OTVオーバレイネットワークの他のすべてのエッジデバイスに対し、宛
先MACアドレス 0000.ffaa.0000のフラッディングを構成し、確認する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# otv flood mac 0000.ffaa.0000 vlan 328
switch(config)# show otv mroute vlan 328 startup
switch(config)# show otv route vlan 328
switch(config)# show forwarding distribution otv multicast route vlan 328
switch(config)# show otv mroute vlan 328 startup
OTV Multicast Routing Table For Overlay1
(328, *, 255.255.255.253), metric: 0, uptime: 00:00:46, site - New entry
Outgoing interface list: (count: 1)
Overlay1, uptime: 00:00:46, otv
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switch(config)# show otv route vlan 328
OTV Unicast MAC Routing Table For Overlay2
VLAN MAC-Address Metric Uptime Owner Next-hop(s)
---- -------------- ------ -------- --------- -----------
328 0000.ffaa.0000 0 00:00:15 static Overlay2
switch(config)# show forwarding distribution otv multicast route vlan 328
Vlan: 100, Group: 255.255.255.253, Source: 0.0.0.0
OTV Outgoing Interface List Index: 6
Reference Count: 1
Number of Outgoing Interfaces: 2
External interface:
Delivery group IP: 255.255.255.253
Delivery source IP: 0.0.0.0
Interface Index: Overlay1
External interface: Ethernet3/11
Delivery group IP: 239.1.1.1
Delivery source IP: 10.10.10.10
Interface Index: Overlay1

OTV VLAN マッピングの設定例
以下に、サイト Aの VLAN 10、14、15、16、18をサイト Bの VLAN 20、21、25、28、30にマッ
ピングする例を示します。

switch(config)# interface overlay 5
switch(config-if-overlay)# otv vlan mapping 10,14-16,18 to 20-21,25,28,30
switch(config-if-overlay)# show otv vlan-mapping
Original VLAN -> Translated VLAN
--------------------------------
10 -> 20
14 -> 21
15 -> 25
16 -> 28
18 -> 30

以下に、前述の VLANマッピングの変換設定を上書きする例を示します。
switch(config)# interface overlay 5
switch(config-if-overlay)# otv vlan mapping 40,41,42 to 50,51,52
switch(config-if-overlay)# show otv vlan-mapping
Original VLAN -> Translated VLAN
--------------------------------
40 -> 50
41 -> 51
42 -> 52

以下に、既存の変換設定に VLANマップを追加する例を示します。
switch(config)# interface overlay 5
switch(config-if-overlay)# otv vlan mapping add 43 to 53
switch(config-if-overlay)# show otv vlan-mapping
Original VLAN -> Translated VLAN
--------------------------------
40 -> 50
41 -> 51
42 -> 52
43 -> 53

以下に、既存の変換設定から VLANマップを削除する例を示します。
switch(config)# interface overlay 5
switch(config-if-overlay)# otv vlan mapping remove 40 to 50
switch(config-if-overlay)# show otv vlan-mapping
Original VLAN -> Translated VLAN
--------------------------------
41 -> 51
42 -> 52
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43 -> 53

以下に、既存の変換設定からすべての VLAN変換マッピングを削除する例を示します。
switch(config)# interface overlay 5
switch(config-if-overlay)# no otv vlan mapping
Removing all translations
switch(config-if-overlay)# show otv vlan-mapping
Original VLAN -> Translated VLAN
--------------------------------

専用データブロードキャスト転送の設定例

以下に、OTVネットワークの専用ブロードキャストグループアドレスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature otv
switch(config)# interface overlay 5
switch(config-if-overlay)# otv broadcast-group 224.2.1.0
switch(config-if-overlay)# show otv
OTV Overlay Information
Site Identifier 0000.0000.0002
Overlay interface Overlay5
VPN name : Overlay5
VPN state : UP
Extended vlans : 25-150 251-327 (Total:203)
Control group : 224.1.1.0
Data group range(s) : 232.1.0.0/24
Broadcast group : 224.2.1.0
Join interface(s) : Po21 (2.100.21.1)
Site vlan : 1000(up)
AED-Capable : Yes
Capability : Multicast-Reachable

以下の例には、ブロードキャストグループアドレスの設定が削除されると、ブロードキャスト

グループアドレスがデフォルトの制御グループアドレスに設定されることが示されています。

switch# configure terminal
switch(config)# feature otv
switch(config)# interface overlay 5
switch(config-if-overlay)# no otv broadcast-group 224.2.1.0
switch(config-if-overlay)# show otv
OTV Overlay Information
Site Identifier 0000.0000.0002
Overlay interface Overlay5
VPN name : Overlay5
VPN state : UP
Extended vlans : 25-150 251-327 (Total:203)
Control group : 224.1.1.0
Data group range(s) : 232.1.0.0/24
Broadcast group : 224.1.1.0
Join interface(s) : Po21 (2.100.21.1)
Site vlan : 1000(up)
AED-Capable : Yes
Capability : Multicast-Reachable

OTV 高速コンバージェンスの設定例
以下に、OTVサイト VLANに SVIを設定して、OTV高速コンバージェンスをイネーブルにする
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature bfd
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switch(config)# feature interface-vlan
switch(config)# interface vlan 2500
switch(config-if)# no ip redirects
switch(config-if)# ip address 172.1.2.1/24
switch(config-if)# no shutdown

高速障害検出の設定例

以下に、OTVサイト VLANの高速障害検出を設定する例を示します。showコマンドの出力に、
同じサイト内のスイッチ間に BFD隣接関係が「確立」されていて、BFD設定が同じサイト内の
OTVスイッチに適用されていることが示されます。
switch# configure terminal
switch(config)# otv-isis default
switch(config-router)# track-adjacency-nexthop
switch(config-router)# exit
switch(config)# otv site-vlan 5
switch(config-site-vlan)# otv isis bfd
switch(config-site-vlan)# show bfd neighbors
OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf
172.1.1.1 172.1.1.2 1107296329/1107296399 Up 5462(3) Up Vlan2500 default
switch(config-site-vlan)# show otv isis track-adjacency-nexthop
OTV-IS-IS process: default

OTV-ISIS adjs for nexthop: 10.0.1.1, VRF: default
Hostname: 0022.557a.3040, Overlay: Overlay4
Hostname: 0022.557a.3040, Overlay: Overlay3
Hostname: 0022.557a.3040, Overlay: Overlay2
Hostname: 0022.557a.3040, Overlay: Overlay1

switch(config-site-vlan)# show otv isis site
OTV-ISIS site-information for: default

Level Metric CSNP Next CSNP Hello Multi Next IIH
1 16777214 10 Inactive 3 20 0.292879

Level Adjs AdjsUp Pri Circuit ID Since
1 1 1 64 0022.557a.3043.01 00:15:01

BFD: Enabled [IP: 5.5.5.11]

OTV-IS-IS site adjacency local database:

SNPA State Last Chg Hold Fwd-state Site-ID Version BFD
0022.557a.3043 UP 00:15:01 00:01:00 DOWN 000a.000a.000a 3 Enabled [Nbr IP:
5.5.5.12]

OTV-IS-IS Site Group Information (as in OTV SDB):

SystemID: 0022.557a.3040, Interface: site-vlan, VLAN Id: 5, VLAN: Up

Overlay State Next IIH Int Multi
Overlay1 Up 0.290956 3 20
Overlay2 Up 0.289360 3 20
Overlay3 Up 0.287777 3 20
Overlay4 Up 0.286202 3 20

Overlay Active SG Last CSNP CSNP Int Next CSNP
Overlay1 239.1.1.1 ffff.ffff.ffff.ff-ff 01:15:21 Inactive
Overlay2 239.1.1.2 ffff.ffff.ffff.ff-ff 01:15:21 Inactive
Overlay3 0.0.4.0 ffff.ffff.ffff.ff-ff 01:15:21 Inactive
Overlay4 0.0.5.0 ffff.ffff.ffff.ff-ff 01:15:21 Inactive

Neighbor SystemID: 0022.557a.3043
IPv4 site groups:
0.0.4.0
0.0.5.0
239.1.1.1
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239.1.1.2

IP プールを使用したトンネルデポラライゼーションをディセーブルに
する設定例

以下に、オーバーレイネットワークでトンネルデポラライゼーションをディセーブルにし、それ

を確認する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature otv
switch(config)# otv depolarization disable
switch(config)# exit

switch# show otv

OTV Overlay Information
Site Identifier 0000.0000.0001

Overlay interface Overlay1

VPN name : Overlay1
VPN state : UP
Extended vlans : 10-11 101-102 (Total:4)
Control group : 239.1.1.1
Data group range(s) : 232.10.10.0/28
Broadcast group : 239.1.1.1
Join interface(s) : Eth1/13 (20.0.0.100)
Secondary IP Addresses: 20.0.0.101

Site vlan : 10 (up)
AED-Capable : No (ISIS Ctrl Group Sync Pending)
Capability : Multicast-Reachable

switch# show otv adjacency detail

Overlay Adjacency database

Overlay interface Overlay1
Hostname System-ID Dest Addr Up Time State
meN7K-1-N7K-B1 64a0.e741.84c2 20.0.0.2 00:10:24 UP

Secondary src/dest: 20.0.0.100 20.0.0.3
Secondary src/dest: 20.0.0.101 20.0.0.2
Secondary src/dest: 20.0.0.101 20.0.0.3

OTV のモニタ
OTVをモニタするには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

ORIBクライアントに関する情
報を表示します。

show otv orib clients

ユニキャストMACルートを示
します。

show otv route [overlay interface | vlan vlan-id | vpn vpn-name]
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目的コマンド

マルチキャストMACルートに
関する情報を表示します。

show otv mroute [overlay interface | vlan vlan-id | vpn vpn-name]

OTV統計情報を表示します。show otv statistics multicast vlan vlan-id

OTVコントロールプレーンプ
ロトコルの統計情報を表示しま

す。

show otv isis statistics {* | overlay interface }

OTV IS-ISネクストホップ隣接
を表示します。

show otv isis track-adjacency-nexthop

OTV情報をクリアするには、次の作業を実行します。

目的コマンド

OTV統計情報をクリアします。clear otv isis statistics {* | overlay interface}

その他の参考資料
ここでは、OTVの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSのライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Command
Reference』

OTVコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

BFDの設定

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』

BFDコマンド
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標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

OTV の機能の履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 2： OTV の機能の履歴

機能情報リリース機能名

M3モジュールのサポートが追加さ
れました

7.3(0)DX(1)OTV

F3シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

6.2(6)OTV

この機能が導入されました。6.2(6)IPプールを使用したトンネルデポラ
ライゼーション

この機能が導入されました。6.2(2)選択的ユニキャストフラッディング

この機能が導入されました。6.2(2)OTV VLANマッピング

この機能が導入されました。6.2(2)専用データブロードキャスト転送

この機能が導入されました。6.2(2)OTV高速コンバージェンス

この機能が導入されました。6.2(2)高速障害検出

オーバーレイルートトラッキングを

イネーブルにする

track-adjacency-nexthopコマンドが
追加されました。

6.2(2)OTV

F1および F2eシリーズモジュール
のサポートが追加されました。

6.2(2)OTV
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機能情報リリース機能名

リバースタイマーが show otv vlan
コマンド出力に追加され、オーバー

レイインターフェイスのunshut後に
VLANがアクティブになるまでの残
り時間が示されるようになりまし

た。

6.2(2)OTV

この機能が導入されました。6.1(1)ARPネイバー探索タイムアウト

この機能が導入されました。5.2(1)OTV隣接サーバ

デュアルサイトの隣接用のサイト

IDのサポートが追加されました。
5.2(1)デュアルサイト隣接

拡張 VLANの範囲に対する VLAN
の追加または削除のサポートが追加

されました。

5.2(1)拡張 VLANの範囲

OTVオーバーレイ全体に IPv6ユニ
キャスト転送およびマルチキャスト

フラッディングのサポートが追加さ

れました。

5.2(1)IPv6ユニキャスト転送およびマルチ
キャストフラッディング

OTVのスケーラビリティ制限が拡張
されました。

5.2(1)設定制限

この機能が導入されました。5.0(3)OTV

関連トピック

OTV隣接サーバ, （2ページ）

サイト VLANとサイト IDの設定
拡張 VLAN範囲の割り当て
OTV設定の制限
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b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_OTV_Configuration_Guide_chapter_011.pdf#unique_29
b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_OTV_Configuration_Guide_chapter_011.pdf#unique_53
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