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キャンパスファブリック
キャンパスファブリックでは、ポリシーベースのセグメンテーションの構成に基づいて仮想

ネットワークを構築する基本的なインフラストラクチャが提供されます。このモジュールで

は、デバイス上でキャンパスファブリックを設定する方法について説明します。

キャンパスファブリックの概要

キャンパスファブリックオーバーレイプロビジョニングは、3つの主要コンポーネントで構
成されます。

•コントロールプレーン

•データプレーン

•ポリシープレーン

ファブリックドメイン要素について

次の図は、ファブリックドメインを構成する要素を示しています。
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•ファブリックエッジデバイス：ファブリックドメインに接続するユーザとデバイスに接
続性を提供します。ファブリックエッジデバイスは、エンドポイントを識別して認証し、

エンドポイント ID情報をファブリックホスト追跡データベースに登録します。また、入
力時にカプセル化を、出力時にカプセル化解除を行い、ファブリックドメインに接続され

たエンドポイント間でトラフィックの転送を行います。

•ファブリックコントロールプレーンデバイス：ホスト追跡データベースに、オーバーレ
イ到達可能性情報および endpoints-to-routing-locatorマッピングを提供します。コントロー
ルプレーンデバイスは、ローカルエンドポイントを持つファブリックエッジデバイスか

ら登録を受信し、エッジデバイスからのリモートエンドポイントを検索する要求を解決

します。ネットワークに冗長性をもたせるために、内部（ファブリック境界デバイス）お

よび外部（Cisco CSR1000vなどの指定されたコントロールプレーンデバイス）に最大 3
台のコントロールプレーンデバイスを設定できます。

•ファブリック境界デバイス：従来のレイヤ3ネットワークまたは異なるファブリックドメ
インをローカルドメインに接続し、VRFおよび SGT情報などの到達可能性情報とポリ
シー情報を 1つのドメインから別のドメインに変換します。

•仮想コンテキスト：レイヤ3ルーティングテーブルの複数のインスタンスを作成するため
に、Virtual Routing and Forwarding（VRF）を使用して、デバイスレベルで仮想化を提供し
ます。コンテキストまたは VRFは、IPアドレス全体のセグメンテーションを行い、オー
バーラップしたアドレス空間とトラフィックの分離を可能にします。ファブリックドメイ

ンに最大 32のコンテキストを設定できます。

•ホストプール：ファブリックドメイン内のエンドポイントを IPプールにグループ化し、
VLAN IDおよび IPサブネットで識別します。
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キャンパスファブリック設定時の注意事項

キャンパスファブリック要素を設定する場合は、次の注意事項および制約事項を考慮してくだ

さい。

•各ファブリックドメインに設定するコントロールプレーンデバイスは 3台までです。

•各ファブリックエッジデバイスは、最大 2000のホストをサポートします。

•各コントロールプレーンデバイスは、最大 5000のファブリックエッジデバイス登録を
サポートします。

•各ファブリックドメインに設定する仮想コンテキストは 32個までです。

ファブリックオーバーレイの設定方法

ファブリックエッジデバイスの設定

ファブリックエッジデバイスを設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

デバイスが確実に到達できるように、各エッジデバイスに loopback0 IPアドレスを設定しま
す。 ip lisp source-locator loopback0コマンドをアップリンクインターフェイスで実行してい
ることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

自動ファブリックプロビジョニングを

有効にして、自動ファブリックコン

fabric auto

例：

ステップ 3

フィギュレーションモードを開始しま

す。
Device(config)#fabric auto

キャンパスファブリック
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目的コマンドまたはアクション

デフォルトのファブリックドメインを

設定し、ドメインコンフィギュレー

domain {default | name fabric domain
name}

例：

ステップ 4

ションモードを開始します。nameキー
ワードを使用して、新しいファブリッDevice(config-fabric-auto)#domain

default クドメインを追加することができま

す。このコマンドのnoバージョンを使Device(config-fabric-auto)#domain name
exampledomain 用すると、ファブリックドメインが削

除されます。デフォルトドメインを設

定するか、または新しいファブリック

ドメインを作成できますが、両方はで

きません。

コントロールプレーンデバイスの IP
アドレスおよび認証キーを設定して、

control-plane ipv4 address auth_key key

例：

ステップ 5

ファブリックエッジデバイスがコント
Device(config-fabric-auto-domain)#control-plane
198.51.100.2
auth_key examplekey123

ロールプレーンデバイスと通信できる

ようにします。

非コントロールプレーンの
control-plane ipv4 address auth_key key
コマンドを使用すると、ファブリック

ドメインからコントロールプレーンデ

バイスが削除されます。エッジデバイ

スには、最大 3つのコントロールプ
レーンの IPアドレスを指定できます。

ファブリック境界デバイスの IPアドレ
スを設定し、ファブリックエッジデバ

border ipv4 address

例：

ステップ 6

イスがファブリック境界デバイスと通
Device(config-fabric-auto-domain)#border
198.51.100.4 信できるようにします。エッジデバイ

スには、最大 2つの境界 IPアドレスを
指定できます。

新しいコンテキストをファブリックド

メインで作成し、それに IDを割り当て
context name name id ID

例：

ステップ 7

ます。コンテキストまたはVRFは、IP
Device(config-fabric-auto-domain)#context
name eg-context
id 10

アドレス全体のセグメンテーションを

行い、オーバーラップしたアドレス空

間とトラフィックの分離を可能にしま

す。ファブリックドメインに最大 32
のコンテキストを設定できます。この

手順は、ホストプールにコンテキスト

を関連付ける場合に必須となります。
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目的コマンドまたはアクション

ファブリックドメインのエンドポイン

トをグループ化するための IPプールを
host-pool name name

例：

ステップ 8

作成し、ホストプールコンフィギュ

レーションモードを開始します。
Device(config-fabric-auto-domain)#host-pool
name VOICE_DOMAIN

ホストプールに関連付ける VLAN ID
を設定します。

host-vlan ID

例：

ステップ 9

Device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#host-vlan
10

（任意）コンテキストまたはVRFをホ
ストプールに関連付けます。ファブ

context name name

例：

ステップ 10

リックドメインに最大 32のコンテキ
ストを設定できます。

Device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#context
name
eg-context

ホストプールのルーティングゲート

ウェイ IPアドレスとサブネットマス
gateway IP address/ mask

例：

ステップ 11

クを設定します。このアドレスおよび
Device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#gateway
192.168.1.254/24 サブネットマスクは、アンダーレイに

接続しているアップリンクインター

フェイスにエンドポイントをマッピン

グするために使用されます。

ホストプールの DHCPサーバアドレ
スを設定します。ホストプールに複数

use-dhcp IP address

例：

ステップ 12

の DHCPアドレスを設定できます。
Device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#use-dhcp
172.10.1.1 DHCPサーバアドレスを削除するに

は、no use-dhcp IP address コマンドを
使用します。

exitステップ 13

例：

Device(config-fabric-auto-domain)#
exit

ファブリックドメインの設定を表示し

ます。この設定の一部として、追加の

show fabric domain

例：

ステップ 14

CLIコマンドが自動的に生成されます。
Device# show fabric domain

詳細については、「ファブリックエッ

ジデバイスの自動設定されたコマン

ド」を参照してください。ファブリッ
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目的コマンドまたはアクション

クエッジデバイスの自動設定されたコ

マンド（6ページ）

ファブリックエッジデバイスの自動設定されたコマンド

ファブリックオーバーレイプロビジョニングの一部として、一部の LISPベースの設定、SGT
（セキュリティグループタグ）設定および EIDから RLOCへのマッピング設定が自動生成さ
れ、実行コンフィギュレーションで表示されます。

たとえば、エッジデバイス（ループバックアドレス 2.1.1.1/32）に対する次の設定シナリオを
考えてみます。

device(config)#fabric auto
device(config-fabric-auto)#domain default
device(config-fabric-auto-domain)#control-plane 192.168.1.4 auth-key example-key1
device(config-fabric-auto-domain)#control-plane 192.168.1.5 auth-key example-key2
device(config-fabric-auto-domain)#border 192.168.1.6
device(config-fabric-auto-domain)#context name example-context ID 10
device(config-fabric-auto-domain)#host-pool name VOICE_DOMAIN
device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#vlan 10
device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#context example-context
device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#gateway 192.168.1.254/24
device(config-fabric-auto-domain-host-pool)#use-dhcp 209.165.201.6

以下は、ファブリックエッジ設定の出力例です。

device#show running-config
router lisp
encapsulation vxlan
locator-set default.RLOC
IPv4-interface Loopback0 priority 10 weight 10
exit
!
eid-table default instance-id 0
exit
!
eid-table vrf example-context instance-id 10
dynamic-eid example-context.EID.VOICE_DOMAIN
database-mapping 192.168.1.0/24 locator-set default.RLOC
exit
!
exit
!
loc-reach-algorithm lsb-reports ignore
disable-ttl-propagate
ipv4 sgt
ipv4 use-petr 192.168.1.6 priority 10 weight 10
ipv4 itr map-resolver 192.168.1.4
ipv4 itr map-resolver 192.168.1.5
ipv4 itr
ipv4 etr map-server 192.168.1.4 key example-key1
ipv4 etr map-server 192.168.1.5 key example-key2
ipv4 etr
exit
!
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ファブリックコントロールプレーンデバイスの設定

コントロールプレーンデバイスを設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

デバイスが確実に到達できるように、各エッジデバイスに loopback0 IPアドレスを設定しま
す。 ip lisp source-locator loopback0コマンドをアップリンクインターフェイスで実行してい
ることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

自動ファブリックプロビジョニングを

有効にして、自動ファブリックコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

fabric auto

例：

Device(config)#fabric auto

ステップ 3

デフォルトのファブリックドメインを

設定し、ドメインコンフィギュレーショ

domain { default | name fabric domain
name}

例：

ステップ 4

ンモードを開始します。nameキーワー
ドを使用して、新しいファブリックド

メインを追加することができます。
Device(config-fabric-auto)#domain
default

Device(config-fabric-auto)#domain
nameexampledomain

設定したホストプレフィックスに対し、

認証キーでコントロールプレーンサー

ビスを有効にします。

control-plane self auth_keyキー

例：

Device(config-fabric-auto-domain)#control-plane
self
auth_key example-key1

ステップ 5

新しいコンテキストまたは VRFを作成
し、それに IDを割り当てます。コンテ

host-prefix prefix context namename id
ID

例：

ステップ 6

キストを指定しない場合、デフォルトの

コンテキストが使用されます。

キャンパスファブリック
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-fabric-auto-domain)#
host-prefix 192.168.1.0/24
context name example-context id 10

exitステップ 7

例：

Device(config-fabric-auto-domain)# exit

コントロールプレーンデバイス設定を

表示します。この設定の一部として、追

加のCLIコマンドが自動生成されます。

show fabric domain

例：

Device# show fabric domain

ステップ 8

ファブリック境界デバイスの設定

デバイスをファブリック境界デバイスとして設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

デバイスが確実に到達できるように、各エッジデバイスに loopback0 IPアドレスを設定しま
す。 ip lisp source-locator loopback0コマンドをアップリンクインターフェイスで実行してい
ることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

自動ファブリックプロビジョニングを

有効にして、自動ファブリックコン

fabric auto

例：

ステップ 3

フィギュレーションモードを開始しま

す。
Device(config)#fabric auto

デフォルトのファブリックドメインを

設定し、ドメインコンフィギュレー

domain { default | name fabric domain
name}

例：

ステップ 4

ションモードを開始します。nameキー
ワードを使用して、新しいファブリッ

キャンパスファブリック
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-fabric-auto)#domain
default

クドメインを追加することができま

す。
Device(config-fabric-auto)#domain name
exampledomain

コントロールプレーンデバイスの IP
アドレスおよび認証キーを設定して、

control-plane ipv4 address auth_key key

例：

ステップ 5

ファブリック境界デバイスがコント
Device(config-fabric-auto-domain)#control-plane
198.51.100.2
auth_key example-key1

ロールプレーンデバイスと通信できる

ようにします。

ファブリック境界デバイスとしてデバ

イスを有効にします。

border self

例：

ステップ 6

Device(config-fabric-auto-domain)#border
self

新しいコンテキストまたはVRFを作成
し、それに新しい IDを割り当てます。

context name name idID

例：

ステップ 7

コンテキストを設定しない場合、デ
Device(config-fabric-auto-domain)#context
name example-nh id 10 フォルトのコンテキストが使用されま

す。

コンテキストを使用してホストプレ

フィックスまたはサブネットマスクを

作成します。

host-prefix prefix context name name

例：

Device(config-fabric-auto-domain)#
host-prefix 192.168.1.0/24
context name eg-context

ステップ 8

exitステップ 9

例：

Device(config-fabric-auto-domain)#
exit

ファブリック境界デバイス設定を表示

します。

show fabric domain

例：

ステップ 10

Device# show fabric domain

キャンパスファブリックでのセキュリティグループタグとポリシー

の適用

キャンパスファブリックオーバーレイは、ファブリックドメイン内のデバイス間で送信元グ

ループタグ（SGT）を伝達します。パケットは、仮想拡張LAN（VXLAN）を使用してカプセ
ル化され、ヘッダーにSGT情報を伝えます。エッジデバイスを設定すると、ipv4 sgtコマンド
が自動生成されます。エッジデバイスの IPアドレスにマッピングされた SGTは、カプセル化
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されたパケット内に運ばれ、宛先デバイスに伝達されます。このデバイスでは、パケットがカ

プセル化解除され、送信元グループアクセスコントロールリスト（SGACL）のポリシーが適
用されます。

Cisco TrustSecと送信元グループタグの詳細については、『Cisco TrustSec Switch Configuration
Guide』を参照してください。

キャンパスファブリックオーバーレイを使用したマルチキャスト

キャンパスファブリックオーバーレイを使用して、ネイティブのマルチキャスト機能のない

コアネットワークを介してマルチキャストトラフィックを伝送することができます。キャン

パスファブリックオーバーレイによって、エッジデバイスでヘッドエンドを複製してマルチ

キャストトラフィックのユニキャスト転送が可能になります。

キャンパスファブリックでサポートされるのは、Protocol Independent Multicast（PIM）スパー
スモードおよび PIM Source Specific Multicast（SSM;送信元特定マルチキャスト）のみです。
デンスモードはキャンパスファブリックでサポートされていません。

（注）

キャンパスファブリックのマルチキャスト PIMスパースモードの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

IPマルチキャストルーティングをイ
ネーブルにします。

ip multicast-routing

例：

ステップ 3

Device(config)#ip multicast-routing

マルチキャストグループの Protocol
IndependentMulticast（PIM）ランデブー

ip pim rp-addressrp address

例：

ステップ 4

ポイント（RP）のアドレスをスタ
ティックに設定します。

Device(config)#ip pim rp-address
10.1.0.2
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目的コマンドまたはアクション

Protocol IndependentMulticast（PIM）ス
パースモードを有効にする LISPイン

interface LISP interface number

例：

ステップ 5

ターフェイスおよびサブインターフェ

イスを指定します。
Device(config)#interface LISP 0

スパースモードの動作用インターフェ

イスで Protocol Independent Multicast
（PIM）を有効にします。

ip pim sparse-mode

例：

Device(config-if)#ip pim sparse-mode

ステップ 6

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：

ステップ 7

ンフィギュレーションモードに入りま

す。
Device(config-if)#exit

エンドポイント側のインターフェイス

を設定し、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。

interfaceinterface typeinterface number

例：

Device(config)#interface
GigabitEthernet0/0/0

ステップ 8

スパースモード動作用のファブリック

ドメイン側のインターフェイスで

ip pim sparse-mode

例：

ステップ 9

Protocol IndependentMulticast（PIM）を
有効にします。

Device(config-if)#ip pim sparse-mode

現在のコンフィギュレーションセッ

ションを終了して、特権 EXECモード
に戻ります。

endステップ 10

デバイスのマルチキャストルートを確

認します。

show ip mroutemulticast ip-addressステップ 11

マルチキャストアドレスにpingを実行
することによって、基本的なマルチ

キャスト接続を確認します。

pingmulticast ip-addressステップ 12

IPv4マルチキャスト転送情報ベース
（MFIB）の転送エントリとインター
フェイスが表示されます。

show ip mfibステップ 13

キャンパスファブリック
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キャンパスファブリックのマルチキャスト PIM SSMの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

IPマルチキャストルーティングをイ
ネーブルにします。

ip multicast-routing

例：

ステップ 3

Device(config)#ip multicast-routing

IPマルチキャストアドレスの Source
SpecificMulticast（SSM）範囲を定義し
ます。

ip pim ssm {default | range {
access-list-number | access-list-name

例：

ステップ 4

Device(config)#ip pim ssm default

Protocol IndependentMulticast（PIM）ス
パースモードを有効にする LISPイン

interface LISP interface number

例：

ステップ 5

ターフェイスおよびサブインターフェ

イスを指定します。
Device(config)#interface LISP 0

スパースモード動作用の指定したイン

ターフェイスで Protocol Independent
Multicast（PIM）を有効にします。

ip pim sparse-mode

例：

Device(config-if)#ip pim sparse-mode

ステップ 6

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：

ステップ 7

ンフィギュレーションモードに入りま

す。
Device(config-if)#exit

エンドポイント側のインターフェイス

を設定し、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。

interfaceinterface typeinterface number

例：

Device(config)#interface
GigabitEthernet0/0/0

ステップ 8

キャンパスファブリック
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目的コマンドまたはアクション

スパースモード動作用のファブリック

ドメイン側のインターフェイスで

ip pim sparse-mode

例：

ステップ 9

Protocol IndependentMulticast（PIM）を
有効にします。

Device(config-if)#ip pim sparse-mode

インターフェイス上で IGMPバージョ
ン 3を設定します。

ip igmp version 3

例：

ステップ 10

Device(config-if)#ip igmp version 3

現在のコンフィギュレーションセッ

ションを終了して、特権 EXECモード
に戻ります。

endステップ 11

デバイスのマルチキャストルートを確

認します。

show ip mroutemulticast ip-addressステップ 12

マルチキャストアドレスにpingを実行
することによって、基本的なマルチ

キャスト接続を確認します。

pingmulticast ip-addressステップ 13

IPv4マルチキャスト転送情報ベース
（MFIB）の転送エントリとインター
フェイスが表示されます。

show ip mfibステップ 14

キャンパスファブリックのデータプレーンセキュリティ

キャンパスファブリックデータプレーンセキュリティにより、ファブリックドメイン内から

のトラフィックのみを宛先のエッジデバイスによってカプセル化解除できます。ファブリック

ドメイン内のエッジデバイスと境界デバイスは、データパケットによって伝送される送信元

のルーティングロケータ（RLOC）、すなわちアップリンクインターフェイスアドレスが、
ファブリックドメインのメンバーであることを確認します。

データプレーンセキュリティにより、カプセル化されたデータパケット内のエッジデバイス

の送信元アドレスがスプーフィングされることはありません。ファブリックドメイン以外から

のパケットは送信元 RLOCが無効であり、エッジデバイスと境界デバイスによるカプセル化
解除時にブロックされます。

エッジデバイスのデータプレーンセキュリティの設定

始める前に

•デバイスが確実に到達できるように、各エッジデバイスに loopback0 IPアドレスを設定し
ます。Ensure

キャンパスファブリック
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ip lisp source-locator loopback0コマンドをアップリンクインターフェイスに適用している
ことを確認します。

•アンダーレイ設定が設定されていることを確認します。

•エッジデバイス、コントロールプレーンデバイス、および境界デバイスを設定済みであ
ることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

LISPコンフィギュレーションモードを
開始します。

router lisp

例：

ステップ 3

Device(config)# router lisp

ファブリックドメイン内のカプセル化

されたパケットの送信元RLOC（アップ
decapsulation filter rloc source member

例：

ステップ 4

リンクインターフェイス）アドレスの

検証を有効にします。
Device(config-router-lisp)#
decapsulation filter rloc source member

LISPコンフィギュレーションモードを
終了し、グローバルコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：

Device(config-router-lisp)# exit

ステップ 5

信頼性の高い転送セッションの情報を表

示します。複数の転送セッションがある

場合は、対応する情報が表示されます。

show lisp [session [established] | vrf
[vrf-name [session [peer-address]]]]

例：

ステップ 6

Device# show lisp session

エッジデバイスの RLOCアドレス設定
の詳細（手動設定されたかまたは検出さ

れたか）を表示します。

show lisp decapsulation filter
[IPv4-rloc-address | IPv6-rloc-address]
[eid-table eid-table-vrf | instance-id
iid]

ステップ 7

例：

キャンパスファブリック
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目的コマンドまたはアクション

Device# show lisp decapsulation filter
instance-id 0

コントロールプレーンデバイスのデータプレーンセキュリティの設定

始める前に

•デバイスが確実に到達できるように、各コントロールプレーンデバイスに loopback0 IP
アドレスを設定します。Ensure

ip lisp source-locator loopback0コマンドをアップリンクインターフェイスに適用している
ことを確認します。

•アンダーレイ設定が設定されていることを確認します。

•エッジデバイス、コントロールプレーンデバイス、および境界デバイスを設定済みであ
ることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

LISPコンフィギュレーションモードを
開始します。

router lisp

例：

ステップ 3

Device(config)# router lisp

ファブリックドメイン内のエッジデバ

イスへの、EIDプレフィックスのリスト
の配布を有効にします。

map-server rloc members distribute

例：

Device(config-router-lisp)# map-server
rloc members distribute

ステップ 4

LISPコンフィギュレーションモードを
終了します。

exit

例：

ステップ 5

Device(config-router-lisp)# exit

キャンパスファブリック
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目的コマンドまたはアクション

信頼性の高い転送セッションの情報を表

示します。複数の転送セッションがある

場合は、対応する情報が表示されます。

show lisp [session [established] | vrf
[vrf-name [session [peer-address]]]]

例：

ステップ 6

Device# show lisp session

（手動設定または検出された）アップリ

ンクインターフェイスアドレス設定の

詳細を表示します。

show lisp decapsulation filter
[IPv4-rloc-address | IPv6-rloc-address]
[eid-table eid-table-vrf | instance-id
iid]

ステップ 7

例：

Device# show lisp decapsulation filter
instance-id 0

境界デバイスのデータプレーンセキュリティの設定

始める前に

•デバイスが確実に到達できるように、各境界デバイスに loopback0 IPアドレスを設定しま
す。Ensure

ip lisp source-locator loopback0コマンドをアップリンクインターフェイスに適用している
ことを確認します。

•アンダーレイ設定が設定されていることを確認します。

•エッジデバイス、コントロールプレーンデバイス、および境界デバイスを設定済みであ
ることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

キャンパスファブリック
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目的コマンドまたはアクション

LISPコンフィギュレーションモードを
開始します。

router lisp

例：

ステップ 3

Device(config)# router lisp

ファブリックドメイン内のカプセル化

されたパケットの送信元RLOC（アップ
decapsulation filter rloc source member

例：

ステップ 4

リンクインターフェイス）アドレスの

検証を有効にします。
Device(config-router-lisp)#
decapsulation filter rloc source member

LISPコンフィギュレーションモードを
終了し、グローバルコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：

Device(config-router-lisp)# exit

ステップ 5

信頼性の高い転送セッションの情報を表

示します。複数の転送セッションがある

場合は、対応する情報が表示されます。

show lisp [session [established] | vrf
[vrf-name [session [peer-address]]]]

例：

ステップ 6

Device# show lisp session

（手動設定または検出された）RLOCア
ドレス設定の詳細を表示します。

show lisp decapsulation filter
[IPv4-rloc-address | IPv6-rloc-address]
[eid-table eid-table-vrf | instance-id
iid]

ステップ 7

例：

Device# show lisp decapsulation filter
instance-id 0

キャンパスファブリック設定の例

次に、エッジ設定に対する show running-configurationコマンドの出力例を示します。
device#show running-config
fabric auto
!
domain default
control-plane 198.51.100.2 auth-key example-key1
border 192.168.1.6
context name eg-context id 10
!
host-pool name VOICE_VLAN
context eg-context
vlan 10
gateway 192.168.1.254/24
use-dhcp 172.10.1.1
exit
exit
router lisp
locator-set default.RLOC
IPv4-interface Loopback0 priority 10 weight 10

キャンパスファブリック
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exit
!
encapsulation vxlan
eid-table default instance-id 0
exit
!
eid-table vrf eg-context instance-id 10
dynamic-eid eg-context.EID.VOICE_VLAN
database-mapping 192.168.1.0/24 locator-set default.RLOC
exit
!
exit
!
loc-reach-algorithm lsb-reports ignore
disable-ttl-propagate
ipv4 sgt
ipv4 use-petr 192.168.1.6 priority 10 weight 10
ipv4 itr map-resolver 192.168.1.4
ipv4 itr map-resolver 192.168.1.5
ipv4 itr
ipv4 etr map-server 192.168.1.4 key example-key1
ipv4 etr map-server 192.168.1.5 key example-key2
ipv4 etr
exit

次に、コントロールプレーン設定に対する show running-configurationコマンドの出力例を示
します。

!
fabric auto
domain default
control-plane auth-key example-key1
exit
!
ip vrf eg-context
!
vlan name VOICE_VLAN id 10
interface Vlan 10
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip helper–address global 172.10.1.1
no ip redirects
ip local-proxy-arp
ip route-cache same-interface
no lisp mobility liveness test
lisp mobility default.EID.VOICE_VLAN
router lisp
eid-table default
dynamic-default.EID.VOICE_VLAN
database-mapping 192.168.1.0/24 locator-set FD_DEFAULT.RLOC
router lisp
site FD_Default
authentication-key example-key1
exit
ipv4 map-server
ipv4 map-resolver
exit

次に、境界デバイス設定に対する show running-configurationコマンドの出力例を示します。
!fabric auto
!
domain default
control-plane 198.51.100.2 auth-key example-key1
border self
context name eg-context id 10

キャンパスファブリック
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!
host-prefix 192.168.1.0/24 context name eg-context
!
host-pool name Voice
context eg-context
use-dhcp 172.10.1.1
exit
!
host-pool name doc
exit
exit
exit
router lisp
encapsulation vxlan
loc-reach-algorithm lsb-reports ignore
disable-ttl-propagate
ipv4 sgt
ipv4 proxy-etr
ipv4 proxy-itr 1.1.1.1
ipv4 itr map-resolver 198.51.100.2
ipv4 etr map-server 198.51.100.2 key example-key1
exit

キャンパスファブリック
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