仮想拡張 LAN の管理
この章は、次の内容で構成されています。
• VXLAN について, 1 ページ
• VXLAN の作成, 2 ページ
• VXLAN のカプセル化, 3 ページ
• ポート プロファイルへの VXLAN の割り当て, 4 ページ
• ポート プロファイルからの VXLAN の割り当て解除, 5 ページ
• VXLAN の削除, 6 ページ

VXLAN について
仮想拡張 LAN（VXLAN）では、24 ビットの LAN セグメント ID が定義され、これにより、クラ
ウド規模のセグメンテーションと、異なるレイヤ 2（L2）ドメインで複製可能なポッドによって、
クラウドの導入を拡張するアーキテクチャが提供されます。 VXLAN では、レイヤ 3 ネットワー
クのサーバ間で仮想マシン（VM）の移行の有効化も可能です。
VXLAN では、仮想イーサネット モジュール（VEM）内の VM から IP カプセル化の元の MAC
（L2）フレームを関連付けることによって、LAN セグメントが作成されます。
各 VEM には IP アドレスが割り当てられ、これは MAC フレームがカプセル化されてネットワー
クで送信される際に送信元 IP アドレスとして使用されます。 このカプセル化されたトラフィック
の送信元として使用される VMkernel NIC（仮想ネットワーク アダプタまたは vmknics とも呼ばれ
る）を VEM ごとに複数持つことができます。 カプセル化によって、ペイロード フレームの MAC
アドレスを調べる 24 ビットの VXLAN ID が伝送されます。

（注）

VMkernel NIC は、ホストサーバ上の物理 NIC（pNIC）を管理して仮想ネットワークを物理ネッ
トワークに接続するために使用されます。
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接続された VXLAN は、仮想ネットワーク インターフェイス カード（vNIC）のポート プロファ
イル設定内で示され、VM の接続時に適用されます。 各 VXLAN は、割り当てられた IP マルチ
キャスト グループを使用して、VXLAN セグメント内でブロードキャスト トラフィックを伝送し
ます。
Cisco UCS Director では、Cisco Nexus 1000 スイッチ上で VXLAN を設定できます。

（注）

VXLAN および VXLAN の設定ガイドラインの詳細については、Cisco NX-OS ソフトウェアの
コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

VXLAN の作成
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定する必要があるネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[VXLANテーブル] タブをクリックします。

ステップ 5

[VXLANの作成] をクリックします。
また、ドロップダウン アイコンからコマンドを選択できます。

ステップ 6

[VXLANの作成] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ブリッジ名] フィールド

仮想拡張 LAN（VXLAN）のブリッジ ドメイン名。

[VXLAN ID] フィールド

有効な範囲内の VXLAN ID 番号。

[モードユニキャスト] チェック
ボックス

ユニキャスト専用 VXLAN を有効にするには、チェックボックスをオ
ンにします。
ユニキャスト専用 VXLAN では、仮想スーパーバイザ モジュール
（VSM）によって、どの VEM に特定の VXLAN セグメントに接続さ
れた仮想マシン（VM）があるかが認識され、その情報がすべての仮
想イーサネット モジュール（VEM）に配信されます。 各 VEM は、フ
ラッディング用に使用する宛先 IP アドレスの VXLAN ごとのリストを
受信します。

[分布学習MAC] チェックボック MAC アドレッシングの分布学習に対してチェックボックスをオンにし
ス
ます。
MAC の学習によって、1 つのライン カードで学習された MAC アドレ
スの、他のライン カードへの分布が有効になります。
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ステップ 7

名前

説明

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の VXLAN 設定を起動設定にコピーするには、チェックボック
スをオンにします。

[送信] をクリックします。

VXLAN のカプセル化
次の手順を実行することによって、仮想拡張 LAN（VXLAN）カプセル化の VMkernel NIC
（vmknics）を設定できます。

（注）

VXLAN カプセル化トラフィックの転送に使用する VLAN を識別し、これが VXLAN を設定で
きるすべての VEM のアップリンク ポート プロファイルで設定されていることを確認します。

ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定する必要があるネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[VXLANテーブル] タブをクリックします。

ステップ 5

カプセル化する必要のある VXLAN ドメインを選択します。

ステップ 6

[VXLANのカプセル化] をクリックします。
また、ドロップダウン アイコンからコマンドを選択できます。

ステップ 7

[VXLANのカプセル化] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ポートプロファイルの選択] ド
ロップダウン リスト

VXLAN に対して使用するポート プロファイルを選択します。

[VLAN ID] の [選択] ボタン

[選択] をクリックします。 [選択] ダイアログボックスで、カプセル化
する VLAN ID のチェックボックスをオンにして [選択] をクリックし
ます。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の VXLAN 設定を起動設定にコピーするには、チェックボック
スをオンにします。
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ステップ 8

[送信] をクリックします。

ポート プロファイルへの VXLAN の割り当て
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定するネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[VXLANテーブル] タブをクリックします。

ステップ 5

ポート プロファイルに割り当てる必要がある VXLAN ドメインを選択します。

ステップ 6

[VXLANのポートプロファイルへの割り当て] をクリックします。
また、ドロップダウン アイコンからコマンドを選択できます。

ステップ 7

[VXLANの割り当て] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 8

名前

説明

[ポートプロファイルの選択] ド
ロップダウン リスト

VXLAN 割り当てのポート プロファイル名を選択します。
（注）
VXLAN に対して使用するポート プロファイルで、VXLAN
機能に対してアクセス VLAN が有効化されていることを確
認します。詳細については、「ポートプロファイルの作成」
を参照してください。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の VXLAN 設定を起動設定にコピーするには、チェックボック
スをオンにします。

[送信] をクリックします。
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ポート プロファイルからの VXLAN の割り当て解除
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定するネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[VXLANテーブル] タブをクリックします。

ステップ 5

ポート プロファイルから割り当て解除する必要がある VXLAN ドメインを選択します。

ステップ 6

[ポートプロファイルからのVXLANの割り当て解除] をクリックします。
また、ドロップダウン アイコンからコマンドを選択できます。

ステップ 7

[VXLANの割り当て解除] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 8

名前

説明

[ポートプロファイルの選択] ド
ロップダウン リスト

VXLAN を割り当て解除する必要があるポート プロファイルを選択し
ます。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の VXLAN 設定を起動設定にコピーするには、チェックボック
スをオンにします。

[送信] をクリックします。
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VXLAN の削除
（注）

この手順を実行すると、ポートはデフォルトの VLAN に移動されます。

ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定するネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[VXLANテーブル] タブをクリックします。

ステップ 5

削除する必要のある VXLAN を選択します。

ステップ 6

[VXLANの削除] をクリックします。

ステップ 7

[VXLANの削除] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

ステップ 8

名前

説明

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の VLAN 設定を起動設定にコピーするには、チェックボックス
をオンにします。

[送信] をクリックします。
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