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broadcast-underlay
LISPネットワーク内にアンダーレイを設定し、マルチキャストグループを使用してカプセル
化されたブロードキャストパケットとリンクローカルマルチキャストパケットを送信するに

は、serviceサブモードで broadcast-underlayコマンドを使用します。

[no] broadcast-underlay multicast-ip

構文の説明 カプセル化されたブロードキャストパケットの送信に使用するマルチキャスト

グループの IPアドレス
multicast-ip

コマンドデフォルト なし

コマンドモード LISPサービスイーサネット

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、LISPネットワーク内のファブリックエッジノード上でブロード
キャスト機能をイネーブルにします。このコマンドは必ず router-lisp-service-ethernetモードま
たは router-lisp-instance-service-ethernetモードで使用してください。

ブロードキャスト機能を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

次に、ファブリックエッジノードでブロードキャストを設定する例を示します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ethernet
device(config-router-lisp-inst-serv-eth)#eid-table vlan 250
device(config-router-lisp-inst-serv-eth)#broadcast-underlay 225.1.1.1
device(config-router-lisp-inst-serv-eth)#database-mapping mac locator-set rloc2
device(config-router-lisp-inst-serv-eth)#exit-service-ethernet
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database-mapping
IPv4または IPv6のエンドポイント識別子からルーティングロケータ（EID-to-RLOC）のマッ
ピング関係および Locator/ID Separation Protocol（LISP）の関連トラフィックポリシーを設定す
るには、database-mappingLISPインスタンスサービスコンフィギュレーションモードか、ま
たはダイナミック EIDコンフィギュレーションモードのどちらかでコマンドを使用します。

ルータ LISPインスタンスサービスコンフィギュレーションモードは次の構文をサポートし
ています。

database-mapping eid-prefix / prefix-length { locator | ipv4 interface interface | ipv6 interface
interface | auto-discover-rlocs } priority priority weight weight

ダイナミック EIDコンフィギュレーションモードは、次の構文をサポートしています。

database-mapping eid-prefix / prefix-length locator-set RLOC-name

構文の説明 ルータによってアドバタイズされる IPv4または IPv6のエンドポイン
ト識別子のプレフィックスとその長さ。

eid-prefix / prefix-length

eid-prefixに指定された値に関連付けられたルーティングロケータ
（RLOC）。

locator

EIDプレフィックスのRLOCとして使用するインターフェイスの IPv4
アドレスと名前を指定します。

ipv4 interface interface

EIDプレフィックスのRLOCとして使用するインターフェイスの IPv6
アドレスと名前を指定します。

ipv6 interface interface

ETR LISPサイトが複数の xTRを使用し、各 xTRが DHCPの既知の
ロケータを使用するように設定されている、または自身のロケータ

を使用するように設定されている場合、出力トンネルルータ（ETR）
と入力トンネルルータ（ITR）の両方として機能するように設定さ
れている ETR LISPサイトのすべてのルータ（このようなルータは
xTRと呼ばれる）のロケータを検出するように出力トンネルルータ
（ETR）を設定します。

auto-discover-rlocs

RLOCに割り当てるプライオリティを指定します。有効な値は、0～
255です。

priority priority

ロケータに割り当てる重みを指定します。有効な値は0～100です。weight weight

指定した EIDで関連付ける必要があるルーティングロケータ。locator-set RLOC-name

コマンドデフォルト LISPデータベースエントリは定義されません。

コマンドモード ルータ LISPインスタンスサービス（router-lisp-instance-service）
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ルータ LISPインスタンスダイナミック EID（router-lisp-instance-dynamic-eid）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン LISPインスタンスサービスコンフィギュレーションモードでは、database-mappingコマンド
は、ロケータ、プライオリティ、重みを含む、指定の IPv4または IPv6の EIDプレフィックス
ブロックの LISPデータベースパラメータを設定します。ロケータは、サイトに関連付けられ
た EIDプレフィックスの RLOCアドレスとして使用されているインターフェイスの IPv4アド
レスまたは IPv6アドレスですが、インターフェイスのループバックアドレスとしても使用で
きます。

LISPサイトに同じ EIDプレフィックスブロックに関連付けられているロケータが複数ある場
合、複数の database-mappingコマンドを使用して、特定の EIDプレフィックスブロックのす
べてのロケータを設定できます。各ロケータには、0～ 255の範囲で同じまたは異なるプライ
オリティ値を割り当てることができます。複数のロケータに異なるプライオリティ値を割り当

てると、プライオリティ値だけを使用して優先するロケータが決定されます。複数のロケータ

のプライオリティが同じ場合、ロケータはロードシェアリング方式で使用できます。

dynamic-eidコンフィギュレーションモードは、RLOCおよびその関連ポリシーを設定する場
合、database-mappingコマンドの locator-setオプションのみをサポートしています。lispmobility
コマンドが適用されているインターフェイスでパケットが受信されると、パケットの送信元ア

ドレスは、lisp mobility dynamic-eid-policy-nameと一致する参照された LISP dynamic-eid
dynamic-eid-policy-nameの database-mapping（LISP dynamic-eid）エントリに設定されているEID
と比較されます。

dynamic-eidが検出された場合、その dynamic-eidはロケータセットとともにマップサーバに登
録されます。dynamic-eid dynamic-eid-policy-nameごとに許可されているのは、database-mapping
entryコマンド 1つのみです。

次に、dynamic-eidコンフィギュレーションモードで、locator-set、SET1を使用して
eid-prefixをマッピングする例を示します。

locator-set SET1がすでに設定されていることが必要です。（注）

device(config)# router lisp
device(config-router-lisp)# instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)# dynamic-eid Eng.mod
device(config-router-lisp-inst-dynamic-eid)# database-mapping 10.1.1.1/8 locator-set
SET1

device(config-router-lisp-inst-dynamic-eid)#exit-dynamic-eid
device(config-router-lisp-inst-dynamic-eid)#
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dynamic-eid

ダイナミックエンドポイント識別子（EID）のポリシーを作成し、xTRでdynamic-eidコンフィ
ギュレーションモードを開始するには、dynamic-eidコマンドを使用します。

dynamic-eid eid-name

構文の説明 eid-nameが存在する場合は、eid-nameコンフィギュレーションモードを開始しま
す。または、eid-nameという名前の新しい dynamic-eidポリシーが作成され、
dynamic-eidコンフィギュレーションモードを開始します。

eid-name

コマンドデフォルト LISP dynamic-eidポリシーは設定されません。

コマンドモード LISP EIDテーブルサブモード（router-lisp-eid-table）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン LISPモビリティを設定するには、lisp mobilityインターフェイスコマンドで参照可能なダイナ
ミック EIDローミングポリシーを作成します。dynamic-eidコマンドが入力されると、参照先
の LISPダイナミック EIDポリシーが作成され、ダイナミック EIDコンフィギュレーション
モードが開始します。このモードでは、参照先の LISPダイナミック EIDポリシーに関連付け
られているすべての属性を入力できます。ダイナミックEIDポリシーを設定する場合、EIDか
ら RLOCへのダイナミックなマッピング関係と、それに関連するトラフィックポリシーを指
定する必要があります。

関連コマンド 説明コマンド D

ITRのインターフェイスを LISPモビリティ（ダイナミック EIDローミング）に
参加するように設定します。

lisp mobility
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eid-record-provider
プロバイダーインスタンスにエクストラネットポリシーテーブルを定義するには、lisp-extranet
モードで eid-record-providerコマンドを使用します。

[no]eid-record-provider instance-id instance id {ipv4 address prefix|ipv6 address prefix}
bidirectional

構文の説明 エクストラネットプロバイダーポリシーを適用するLISPインスタンス
のインスタンス ID。

instance-id instance id

リークする IPv4 EIDプレフィックスを a.b.c.d/nn形式で指定して定義し
ます。

ipv4 address prefix

リークする IPv6 EIDプレフィックスを、X:X:X:X::X/<0-128>形式で指
定したプレフィックスで定義します。

ipv6 address prefix

プロバイダーとサブスクライバEIDプレフィックス間のエクストラネッ
ト通信が双方向であることを指定します。

bidirectional

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp-extranet

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン eid-record-provider設定を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#extranet ext1
device(config-router-lisp-extranet)#eid-record-provider instance-id 5000 10.0.0.0/8
bidirectional
device(config-router-lisp-extranet)#eid-record-subscriber instance-id 1000 3.0.0.0/24
bidirectional
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eid-record-subscriber
サブスクライバインスタンスにエクストラネットポリシーテーブルを定義するには、lisp-extranet
モードで eid-record-subscriberコマンドを使用します。

[no]eid-record-subscriber instance-id instance id {ipv4 address prefix|ipv6 address prefix}
bidirectional

構文の説明 エクストラネットプロバイダーポリシーを適用するLISPインスタンス
のインスタンス ID。

instance-id instance id

リークする IPv4 EIDプレフィックスを a.b.c.d/nn形式で指定して定義し
ます。

ipv4 address prefix

リークする IPv6 EIDプレフィックスを、X:X:X:X::X/<0-128>形式で指
定したプレフィックスで定義します。

ipv6 address prefix

プロバイダーとサブスクライバEIDプレフィックス間のエクストラネッ
ト通信が双方向であることを指定します。

bidirectional

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp-extranet

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン eid-record-subscriber設定を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#extranet ext1
device(config-router-lisp-extranet)#eid-record-provider instance-id 5000 10.0.0.0/8
bidirectional
device(config-router-lisp-extranet)#eid-record-subscriber instance-id 1000 3.0.0.0/24
bidirectional
device(config-router-lisp-extranet)#eid-record-subscriber instance-id 2000 20.20.0.0/8
bidirectional
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eid-table
eid-tableコマンドは、instance-serviceのインスタンス化を、仮想ルーティングおよび転送（VRF）
テーブル、またはエンドポイント IDアドレス空間に到達可能なデフォルトのテーブルと関連
付けます。

[no]eid-table {vrf-name | default | vrf vrf-name}

構文の説明 設定した instance-serviceと関連付けるためのデフォルト（グローバル）のルー
ティングテーブルを選択します。

default

設定したインスタンスと関連付けるための名前付きVRFテーブルを選択します。vrf vrf-name

コマンドデフォルト デフォルトの VRFは、instance-id 0に関連付けられます。

コマンドモード router-lisp-instance-service

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン このコマンドは instance-serviceモードでのみ使用します。

レイヤ 3（servce ipv4/service ipv6）の場合、VRFテーブルが instance-serviceに関連付けられま
す。レイヤ 2（service ethernet）の場合、VLANが instance-serviceに関連付けられます。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#eid-table vrf vrf-table
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encapsulation
LISPネットワーク内でデータパケットのカプセル化のタイプを設定するには、serviceモード
で encapsulationコマンドを使用します。

[no] encapsulation {vxlan | lisp}

構文の説明 VXLANベースのカプセル化を指定します。encapsulation vxlan

LISPベースのカプセル化を指定します。encapsulation lisp

コマンドデフォルト なし

コマンドモード LISPサービス IPv4

LISPサービス IPv6

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン encapsulation vxlanコマンドを service ethernetモードで使用して、レイヤ 2パケットをカプセ
ル化します。encapsulation lispコマンドを service ipv4モードまたは service ipv6モードで使用
して、レイヤ 3パケットをカプセル化します。

パケットのカプセル化を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

次に、データカプセル化に xTRを設定する例を示します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#service ethernet
device(config-router-lisp-serv-eth)#encapuslation vxlan
device(config-router-lisp-serv-eth)#map-cache-limit 200
device(config-router-lisp-serv-eth)#exit-service-ethernet

device(config-router-lisp)service ipv4
device(config-router-lisp-serv-ipv4)#encapuslation lisp
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etr
出力トンネルルータ（ETR）としてデバイスを設定するには、etrコマンドを instanceサブモー
ド、または instance-serviceサブモードで使用します。

[ no ] etr

コマンドデフォルト デフォルでは、デバイスは ETRとして設定されていません。

コマンドモード router-lisp-instance-service

router-lisp-instance

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン デバイスをイネーブルにして ETR機能を実行するには、このコマンドを使用します。

ETR機能を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ETRとして設定されたルータも通常は database-mappingコマンドで設定されているため、ETR
はどのエンドポイント ID（EID）のプレフィックスブロックと対応するロケータが LISPサイ
トに使用されているかを認識しています。さらに、ETRは etr map-serverコマンドを使用して
マップサーバに登録されるように設定するか、または map-cacheコマンドを使用してスタ
ティックLISPEID-to-RLOC（EIDからRLOC）ロケータを使用するように設定する必要があり
ます。

次に、ETRとしてデバイスを設定する例を示します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#etr
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etr map-server
EIDの設定時に出力トンネルルータ（ETR）を使用するようにマップサーバを設定するには、
instanceサブモードまたは instance-serviceサブモードで etr map-serverコマンドを使用します。
マップサーバの設定済みのロケータアドレスを削除するには、このコマンドの no形式を使用
します。

etr map-server map-server-address {key [0|6|7] authentication-key | proxy-reply }

構文の説明 マップサーバのロケータアドレス。map-server-address

キータイプを指定します。key

クリアテキストとしてパスワードが入力されることを示します。0

そのパスワードは AES暗号化形式であることを示します。6

暗号化が弱いパスワードであることを示します。7

map-registerメッセージのヘッダーに含まれる SHA-1 HMACハッシュの計
算に使用されるパスワード。

authentication-key

ETRの代わりにマップサーバが map-requestに応答することを指定しま
す。

proxy-reply

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp-instance-service

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン ETRがその EIDを登録するマップサーバのロケータを設定するには、etr map-serverコマンド
を使用します。コマンド構文内の認証キー引数が、（map-registerメッセージのヘッダーに含
まれる）SHA-1 HMACハッシュに使用されるパスワードです。SHA 1 HMACで使用されるパ
スワードは暗号化されていない（クリアテキスト）形式か、または暗号化された形式で入力さ

れます。暗号化されていないパスワードを入力するには、0を指定します。AES暗号化パス
ワードを入力するには、6を指定します。

マップサーバ機能を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

次に、ETRでmap-requestsに応答するために、2.1.1.6にあるマップサーバをプロキシとして機
能するように設定する例を示します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
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device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#etr map-server 2.1.1.6 key foo
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#etr map-server 2.1.1.6 proxy-reply
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extranet
LISPネットワーク内でVRF間通信をイネーブルにするには、MSMRで、extranet コマンドを
LISPコンフィギュレーションモードで使用します。

extranet name-extranet

構文の説明 作成したエクストラネットの名前を指定します。name-extranet

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#extranet ext1
device(config-router-lisp-extranet)#
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instance-id
router-lispコンフィギュレーションモードで LISP EIDインスタンスを作成して、instance-idサ
ブモードを開始するには、instance-idコマンドを使用します。

instance-id iid

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lispコマンド

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン LISP EIDインスタンスを使用して複数のサービスをグループ化するには、instance-idコマンド
を使用します。

この instance-idでの設定が、下位のすべてのサービスに適用されます。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#
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itr
入力トンネルルータ（ITR）としてデバイスを設定するには、itrコマンドを instanceサブモー
ド、または instance-serviceサブモードで使用します。

[ no ] itr

コマンドデフォルト デフォルでは、デバイスは ITRとして設定されません。

コマンドモード router-lisp-instance-service

router-lisp-instance

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン デバイスをイネーブルにして ITR機能を実行するには、このコマンドを使用します。

ITR機能を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ITRとして設定されたデバイスは、LISP対応サイト宛のすべてのトラフィックの EIDから
RLOCへのマッピングの検出に役立ちます。

次に、ITRとしてデバイスを設定する例を示します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#itr
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itr map-resolver
map-requestの送信時に入力トンネルルータ（ITR）が使用するマップリゾルバとしてデバイス
を設定するには、instanceサブモードまたは instance-serviceサブモードで itr map-resolverコマ
ンドを使用します。

itr [map-resolver map-address]

構文の説明 ITRで、マップ要求の送信用にマップリゾルバアドレスを設定し
ます。

map-resolver map-address

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp-instance-service

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン ITRマップリゾルバ機能を実行するは、このコマンドを使用してデバイスをイネーブルにしま
す。

マップリゾルバ機能を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

マップリゾルバとして設定されたデバイスは、ITRからのカプセル化されたMap-Requestメッ
セージを承認し、それらのメッセージのカプセル化を解除し、次に、要求されたEIDに対して
権限を持つ出力トンネルルータ（ETR）を担当するマップサーバにそのメッセージを転送し
ます。

次に、map requestメッセージの送信時に 2.1.1.6のマップリゾルバを使用するように ITRを設
定する例を示します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#itr map-resolver 2.1.1.6
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#itr
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locator default-set
locator-setをデフォルトとしてマークするには、locator default-setコマンドを router-lispレベル
で使用します。

[no] locator default-set rloc-set-name

構文の説明 デフォルトとして設定する locator-setの名前。rloc-set-name

コマンドデフォルト なし

コマンドモード Router-LISP

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン locator default-set コマンドを使用してデフォルトとして設定された locator-setは、すべての
サービスとインスタンスに適用されます。
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locator-set
locator-setを指定して、locator-setコンフィギュレーションモードを開始するには、locator-set
コマンドを router-lispレベルで使用します。

[no] locator-set loc-set-name

構文の説明 locator-setの名
前。

loc-set-name

コマンドデフォルト 名前

コマンドモード Router-LISP

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン locator-setを参照する前に、まずその locator-setを定義します。
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map-cache
スタティックエンドポイント ID（EID）をルーティングロケータ（RLOC）の（EID-to-RLOC）
マッピング関係に設定するには、map-cacheコマンドを service ipv4モードまたは service ipv6
モードで使用します。

[no ]map-cache destination-eid-prefix/prefix-len {ipv4-address { priority priority weight weight
} | ipv6-address | map-request | native-forward}

構文の説明 宛先 IPv4または IPv6のEIDプレフィックス/プレフィックス長。
この構文にはスラッシュが必要です。

destination-eid-prefix/prefix-len

ループバックインターフェイスの IPv4アドレス。ロケータア
ドレスに関連付けられたプライオリティと重みは、同じ EIDプ
レフィックスブロックに複数の RLOCが定義されている場合、
トラフィックポリシーを定義するために使用されます。

プライオリティの低いロケータが優先されます。（注）

ipv4-address priority priority
weight weight

ループバックインターフェイスの IPv6アドレス。ipv6-address

LISP宛先 EIDに map-requestを送信します。map-request

この map-requestに一致するパケットをネイティブに転送しま
す。

native-forward

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp-instance-service

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン このコマンドの初回使用時には、スタティック IPv4または IPv6 EID-to-RLOCマッピング関係
および関連するトラフィックポリシーを指定して入力トンネルルータ（ITR）を設定します。
各エントリには、宛先の EIDプレフィックスブロックとそれに関連付けられたロケータ、プ
ライオリティ、および重みが入力されます。EID-prefix/prefix-length引数の値は、宛先サイトの
LISP EIDプレフィックスブロックです。ロケータは、IPv4または IPv6 EIDプレフィックスに
到達できるリモートサイトの IPv4または IPv6アドレスです。ロケータアドレスに関連付け
られたプライオリティと重みは、同じ EIDプレフィックスブロックに複数の RLOCが定義さ
れている場合、トラフィックポリシーを定義するために使用されます。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#map-cache 1.1.1.1/24 map-request
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map-cache extranet
設定したすべてのエクストラネットプレフィックスをマップキャッシュにインストールする

には、map-cache extranetコマンドを service ipv4モードまたは service ipv6モードで使用しま
す。

map-cache extranet-registration

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp-instance-service

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン VRF間通信をサポートするには、マップサーバマップリゾルバ（MSMR）でmap-cacheextranet
コマンドを使用します。このコマンドは、すべてのファブリックの宛先にマップ要求を生成し

ます。エクストラネットインスタンスの service ipv4モードまたは service ipv6モードでこのコ
マンドを使用します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#map-cache extranet-registration
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service
serviceコマンドは、その特定のサービスのすべての instance-serviceのインスタンス化の設定テ
ンプレートを作成します。

[no]service{ipv4 | ipv6 |ethernet}

構文の説明 IPv4アドレスファミリのレイヤ 3ネットワークサービスをイネーブルにし
ます。

service ipv4

IPv6アドレスファミリのレイヤ 3ネットワークサービスをイネーブルにし
ます。

service ipv6

レイヤ 2ネットワークサービスをイネーブルにします。service ethernet

コマンドデフォルト なし

コマンドモード router-lisp-instance submode

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン serviceコマンドは、instance-idの下にサービスインスタンスを作成し、インスタンスサービス
モードを開始します。 service ipv4または service ipv6が設定されている同じインスタンスに
service ethernetを設定できません。

serviceサブモードを終了するには、このコマンドの no形式を使用します。

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 3
device(config-router-lisp-inst)#service ipv4
device(config-router-lisp-inst-serv-ipv4)#

device(config)#router lisp
device(config-router-lisp)#instance-id 5
device(config-router-lisp-inst)#service ethernet
device(config-router-lisp-inst-serv-ethernet)#
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use-petr
ルータを設定して IPv4または IPv6 Locator/ID Separation Protocol（LISP）プロキシ出力トンネ
ルルータ（PETR）を使用するには、LISPインスタンスコンフィギュレーションモードまたは
LISPインスタンスサービスコンフィギュレーションモードで use-petrコマンドを使用しま
す。LISP PETRの使用を止めるには、このコマンドの no形式を使用します。

[no]use-petr locator-address[priority priority weight weight]

構文の説明 デフォルトとして設定する locator-setの名前。locator-address

（任意）この PETRに割り当てるプライオリティ（0～ 255の値）を指定し
ます。値が小さいほど、プライオリティは高くなります。

priority priority

（任意）負荷分散するトラフィックのパーセンテージ（0～100の値）を指
定します。

weight weight

コマンドデフォルト ルータは PETRサービスを使用しません。

コマンドモード LISPインスタンス（config-router-lisp-instance）

LISPインスタンスサービス（config-router-lisp-instance-service）

コマンド履歴

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOSXE Everest 16.6.2

使用上のガイドライン IPv4プロキシ出力トンネルルータ（PETR）サービスを使用するには、 use-petrコマンドを使
用して入力トンネルルータ（ITR）またはプロキシ入力トンネルルータ（PITR）を有効にしま
す。PETRサービスの使用がイネーブルになっている場合は、LISP以外のサイトに宛てたLISP
エンドポイント ID（EID）（ソース）パケットをネイティブに転送するのではなく、これらの
パケットがLISPでカプセル化され、PETRに転送されます。これらのパケットを受信すると、
PETRはそれらのパケット化を解除して、LISP以外の宛先にネイティブに転送します。

サービスイーサネットコンフィギュレーションモードでは、 use-petrコマンドを使用しない
でください。

PETRサービスは、複数のケースで必要な場合があります。

1. デフォルトでは、LISPサイトが LISP以外のサイトにネイティブにパケットを転送する場
合（LISPカプセル化されていない）、パケットの送信元 IPアドレスは、EIDのアドレス
です。アクセスネットワークのプロバイダー側がストリクトユニキャストリバースパス

転送（uRPF）またはアンチスプーフィングアクセスリストで設定されている場合、これ
らのパケットはスプーフィングしてドロップするものと見なされます。これは、EIDがプ
ロバイダーのコアネットワークでアドバタイズされないためです。この場合、LISP以外
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のサイトにネイティブにパケットを転送する代わりに、ITRは、送信元アドレスとしてサ
イトロケータ、宛先アドレスとして PETRを使用して、これらのパケットをカプセル化し
ます。

use-petrコマンドを使用しても LISPから LISPへ、または LISP以外から LISP以外への転送動
作は変更されません。LISPサイト宛のLISPEIDパケットは通常のLISP転送プロセスに従い、
通常どおり宛先 ETRに直接送信されます。LISP以外から LISP以外へのパケットは、LISPカ
プセル化の候補となることはなく、常に通常のプロセスに従ってネイティブに転送されます。

（注）

2. LISP IPv6（EID）サイトが LISP以外の IPv6サイトに接続する必要があり、ITRロケータ
または中間ネットワークの一部が IPv6をサポートしない（IPv4専用）場合は、PETRに
IPv4と IPv6の両方の接続性があると想定し、PETRを使用してアドレスファミリの非互
換性を通過（ホップオーバー）することができます。この場合、ITRは PETR宛の IPv4ロ
ケータで IPv6の EIDを LISPによりカプセル化でき、PETRがそのパケットのカプセル化
を解除して、それらを IPv6接続を経由して LISP以外の IPv6サイトにネイティブに転送し
ます。この場合、PETRを効果的に使用することで、LISPサイトのパケットは、LISP混在
プロトコルのカプセル化サポートを使用してネットワークの IPv4部分を通過することがで
きます。

例 次に、IPv4ロケータ10.1.1.1でPETRを使用するように ITRを設定する例を示します。
この場合、LISP以外の IPv4サイトに宛てた LISPサイトの IPv4 EIDが 10.1.1.1にある
PETR宛の IPv4 LISPヘッダー内にカプセル化されます。

device(config)# router lisp
device(config-router-lisp)# use-petr 10.1.1.1

次に、2つの PETRを使用するように ITRを設定する例を示します。これらの PETR
のうちの 1つは IPv4ロケータが 10.1.1.1でプライマリ PETR（プライオリティ 1、重み
100）として設定され、もう 1つには IPv4ロケータが 10.1.2.1でセカンダリ PETR（プ
ライオリティ 2、重み 100）として設定されています。この場合、LISP以外の IPv4サ
イトに宛てた LISPサイトの IPv4 EIDは、失敗しない限り、10.1.1.1にあるプライマリ
PETRへの IPv4 LISPヘッダー内にカプセル化されます。失敗した場合は、セカンダリ
が使用されます。

Router(config-router-lisp)# use-petr 10.1.1.1 priority 1 weight 100
Router(config-router-lisp)# use-petr 10.1.2.1 priority 2 weight 100
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