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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は、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。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ

びソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよび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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco FeatureNavigatorを使用します。Cisco FeatureNavigatorには、http://www.cisco.com/
go/cfnからアクセスします。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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トンネリング設定の前提条件
ここでは、IEEE 802.1Qおよびレイヤ 2プロトコルトンネリングを設定するための前提条件と考
慮事項について説明します。

IEEE 802.1Q トンネリング
IEEE 802.1Qトンネリングはレイヤ 2パケットスイッチングで適切に動作しますが、一部のレイ
ヤ 2機能およびレイヤ 3スイッチングの間には非互換性があります。

•トンネルポートはルーテッドポートにできません。

• IEEE802.1Qポートを含むVLANでは IPルーティングがサポートされません。トンネルポー
トから受信したパケットは、レイヤ 2情報だけに基づいて転送されます。トンネルポート
を含むswitch仮想インターフェイス（SVI）でルーティングがイネーブルになっている場合、
トンネルポートから受信したタグなし IPパケットは、switchに認識されてルーティングされ
ます。カスタマーは、ネイティブ VLANを介してインターネットにアクセスできます。こ
のアクセスが必要ない場合は、トンネルポートを含む VLANで SVIを設定しないでくださ
い。

•フォールバックブリッジングは、トンネルポートでサポートされません。トンネルポート
から受信したすべての IEEE 802.1Qタグ付きパケットは IP以外のパケットとして扱われるの
で、トンネルポートが設定されている VLANでフォールバックブリッジングがイネーブル
である場合、IPパケットは VLANを越えて不適切にブリッジングされます。このため、ト
ンネルポートを含む VLANではフォールバックブリッジングをイネーブルにしないでくだ
さい。

•トンネルポートでは IPアクセスコントロールリスト（ACL）がサポートされません。

•レイヤ 3の Quality of Service（QoS）ACLおよびレイヤ 3情報に関連する他の QoS機能は、
トンネルポートではサポートされていません。MACベースQoSはトンネルポートでサポー
トされます。

• IEEE 802.1Q設定が EtherChannelポートグループ内で矛盾しない場合、EtherChannelポート
グループにはトンネルポートとの互換性があります。

•ポート集約プロトコル（PAgP）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、単一方向リン
ク検出（UDLD）は、IEEE 802.1Qトンネルポートでサポートされます。

•トンネルポートとトランクポートで非対称リンクを手動で設定する必要があるので、ダイ
ナミックトランキングプロトコル（DTP）には IEEE 802.1Qトンネリングとの互換性があり
ません。

• VLANトランキングプロトコル（VTP）は、非対称リンクで接続されているデバイス間、ま
たはトンネルを通して通信を行うデバイス間で動作しません。

• IEEE 802.1Qトンネルポートでは、ループバック検出がサポートされます。
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• IEEE 802.1Qトンネルポートとしてポートを設定すると、スパニングツリーブリッジプロト
コルデータユニット（BPDU）フィルタリングがインターフェイスで自動的にイネーブルに
なります。CiscoDiscovery Protocol（CDP）およびLayer LinkDiscovery Protocol（LLDP）は、
インターフェイスで自動的にディセーブルになります。

関連トピック

IEEE 802.1Qトンネリングポートの設定, （16ページ）

例：IEEE 802.1Qトンネリングポートの設定, （28ページ）

レイヤ 2 プロトコルトンネリング
• switchでは、CDP、STP（Multiple STP（MSTP）を含む）、VTPのトンネリングがサポートさ
れます。プロトコルトンネリングはデフォルトでディセーブルになっていますが、IEEE
802.1Qトンネルポート、またはアクセスポートでプロトコルごとにイネーブルにできます。

• switchでは、switchportモードが dynamic autoまたは dynamic desirableに設定されているポー
トにおいて、レイヤ 2プロトコルトンネリングがサポートされません。

• DTPはレイヤ 2プロトコルトンネリングと互換性がありません。

•サービスプロバイダーネットワークのアウトバウンド側のエッジ switchesでは、適切なレイ
ヤ 2プロトコル情報およびMACアドレス情報が復元され、同じメトロ VLANのすべてのト
ンネルポートおよびアクセスポートにパケットが転送されます。

•サードパーティベンダー switchesとの相互運用性のため、switchではレイヤ 2プロトコルト
ンネルバイパス機能がサポートされます。バイパスモードでは、プロトコルトンネリング

の制御方法が異なるベンダー switchesに制御 PDUが透過的に転送されます。 switchの入力
ポートでレイヤ 2プロトコルトンネリングがイネーブルになっている場合、出力トランク
ポートは特殊なカプセル化を使用してトンネリングパケットを転送します。出力トランク

ポートでもレイヤ 2プロトコルトンネリングをイネーブルにすると、この動作がバイパスさ
れて、switchは加工や変更を行わずに制御 PDUを転送します。

• switchでは、ポイントツーポイントネットワークトポロジのエミュレートに関して PAgP、
LACP、UDLDのトンネリングがサポートされます。プロトコルトンネリングはデフォルト
でディセーブルになっていますが、IEEE 802.1Qトンネルポート、またはアクセスポートで
プロトコルごとにイネーブルにできます。

• PAgPトンネリングまたはLACPトンネリングの場合は、リンク障害検出を高速にするため、
インターフェイスで UDLDもイネーブルにすることを推奨します。

• PAgPパケット、LACPパケット、UDLDパケットのレイヤ 2プロトコルトンネリングでは、
ループバック検出はサポートされません。

• IEEE 802.1Q設定が EtherChannelポートグループ内で矛盾しない場合、EtherChannelポート
グループにはトンネルポートとの互換性があります。

•独自の宛先MACアドレスでカプセル化された PDUが、レイヤ 2トンネリングがイネーブル
になっているトンネルポートまたはアクセスポートから受信される場合、トンネルポート
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は、ループを防止するためにシャットダウンされます。このポートは、プロトコル用に設定

されたシャットダウンしきい値に達した場合にもシャットダウンされます。 shutdownコマ
ンドに続けて no shutdownコマンドを入力すると、ポートを手動で再びイネーブルにできま
す。 errdisable recoveryがイネーブルである場合は、指定された時間間隔で動作が再試行され
ます。

•カプセル化が解除された PDUだけがカスタマーネットワークに転送されます。サービスプ
ロバイダーネットワーク上で動作しているスパニングツリーインスタンスでは、BPDUがト
ンネルポートに転送されません。 CDPパケットはトンネルポートから転送されません。

•インターフェイスでプロトコルトンネリングがイネーブルである場合は、カスタマーネッ
トワークによって生成された PDU用に、プロトコルごとのシャットダウンしきい値やポー
トごとのシャットダウンしきい値を設定できます。制限を超えると、ポートはシャットダウ

ンされます。 QoS ACLおよびポリシーマップをトンネルポートで使用すると、BPDUレー
トを制限することもできます。

•インターフェイスでプロトコルトンネリングがイネーブルである場合は、カスタマーネッ
トワークによって生成された PDU用に、プロトコルごとのドロップしきい値やポートごと
のドロップしきい値を設定できます。制限を超えると、ポートが PDUを受信するレートが
ドロップしきい値未満になるまで、ポートで PDUがドロップされます。

•トンネリングされた PDU（特に STP BPDU）は、カスタマーの仮想ネットワークが正しく動
作するためにすべてのリモートサイトに配信される必要があるので、同じトンネルポート

から受信されるデータパケットよりも PDUのプライオリティをサービスプロバイダーネッ
トワーク内で高くできます。デフォルトの場合、PDUではデータパケットと同じ CoS値が
使用されます。

関連トピック

レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （19ページ）

例：レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （29ページ）

EtherChannel のレイヤ 2 トンネリング
EtherChannelの自動作成を容易にするためにレイヤ 2ポイントツーポイントトンネリングを設定
するには、サービスプロバイダー（SP）エッジスイッチおよびカスタマー switchの両方を設定す
る必要があります。

関連トピック

レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （19ページ）

例：レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （29ページ）
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トンネリングについて

IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコルの概要
バーチャルプライベートネットワーク（VPN）では、多くの場合にイーサネットベースの共有イ
ンフラストラクチャである企業規模の接続に、プライベートネットワークと同じセキュリティ、

プライオリティ、信頼性、管理の容易さが提供されます。トンネリングは、サービスプロバイ

ダーのネットワークを越えて複数のカスタマーのトラフィックを運び、その他のカスタマーのト

ラフィックに影響を与えずに、それぞれのカスタマーの VLANおよびレイヤ 2プロトコルの設定
を維持する必要があるサービスプロバイダー用に設計された機能です。

（注）

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコ

マンドリファレンスを参照してください。

IEEE 802.1Q トンネリング
サービスプロバイダーのビジネスカスタマーには、多くの場合、サポートする VLAN IDおよび
VLANの数に固有の要件があります。同一サービスプロバイダーネットワークのさまざまなカス
タマーが必要とするVLAN範囲は重複し、インフラストラクチャを通るカスタマーのトラフィッ
クは混合してしまうことがあります。それぞれのカスタマーに VLAN IDの固有の範囲を割り当
てると、カスタマーの設定が制限され、IEEE 802.1Q仕様の VLAN制限（4096）を簡単に超えて
しまうことがあります。

サービスプロバイダーは、IEEE 802.1Qトンネリング機能を使用すると、単一の VLANを使用し
て、複数のVLANを含むカスタマーをサポートできます。カスタマーのVLANIDは、同一VLAN
にあるように見えても保護され、さまざまなカスタマーのトラフィックは、サービスプロバイダー

ネットワーク内で区別されます。 IEEE 802.1Qトンネリングを使用する場合、VLAN-in-VLAN階
層構造およびタグ付きパケットへの再タグ付けによって、VLANスペースを拡張できます。 IEEE
802.1Qトンネリングをサポートするように設定したポートは、トンネルポートと呼ばれます。
トンネリングを設定する場合は、トンネリング専用の VLAN IDにトンネルポートを割り当てま
す。それぞれのカスタマーには別個のサービスプロバイダーVLANIDが必要ですが、そのVLAN
IDではすべてのカスタマーの VLANがサポートされます。

適切な VLAN IDで通常どおりにタグ付けされたカスタマーのトラフィックは、カスタマーデバ
イスの IEEE 802.1Qトランクポートからサービスプロバイダーのエッジ switchのトンネルポート
に発信されます。カスタマーデバイスとエッジ switch間のリンクは、片方が IEEE 802.1Qトラン
クポートとして設定され、もう一方がトンネルポートとして設定されるため、非対称です。そ
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れぞれのカスタマーに固有のアクセス VLAN IDには、トンネルポートインターフェイスを割り
当てます。

図 1：サービスプロバイダーネットワークにおける IEEE 802.1Q トンネルポート

カスタマーのトランクポートからサービスプロバイダーのエッジ switchのトンネルポートに発信
されるパケットには、通常、適切な VLAN IDとともに IEEE 802.1Qタグが付いています。これ
らのタグ付きパケットは、switch内部ではそのまま保持され、トランクポートを出てサービスプ
ロバイダーネットワークに入る時点で、カスタマーに固有のVLAN IDを含む、IEEE 802.1Qタグ
のもう 1つのレイヤ（メトロタグと呼ばれる）でカプセル化されます。カスタマーの元の IEEE
802.1Qタグは、カプセル化されたパケット内で保護されます。このため、サービスプロバイダー
ネットワークに入るパケットには、カスタマーのアクセスVLANIDを含む外部（メトロ）タグ、
および着信トラフィックのものである内部 VLAN IDという、二重のタグが付きます。

二重タグパケットがサービスプロバイダーコア switchの別のトランクポートに入ると、switchが
パケットを処理するときに外部タグが外されます。パケットがその同じコア switchの別のトラン
クポートを出るとき、同じメトロタグがパケットに再び追加されます。
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この図は、二重タグ付きパケットのタグ構造を示しています。

図 2：元の（通常）イーサネットパケット、IEEE 802.1Q イーサネットパケット、二重タグイーサネットパ
ケットの形式

パケットがサービスプロバイダー出力switchのトランクポートに入ると、switchがパケットを内
部処理する間に外部タグが再び外されます。ただし、パケットがエッジ switchのトンネルポート
からカスタマーネットワークに送信されるとき、メトロタグは追加されません。パケットは通

常の IEEE 802.1Qタグフレームとして送信され、カスタマーネットワーク内で元のVLAN番号は
保護されます。

上記のネットワークの図では、カスタマー Aに VLAN 30、カスタマー Bに VLAN 40が割り当て
られています。エッジ switchのトンネルポートに入る、IEEE 802.1Qタグが付いたパケットは、
サービスプロバイダーネットワークに入るとき、VLAN ID 30または 40を適切に含む外部タグ、
および VLAN 100などの元の VLAN番号を含む内部タグが付いて二重タグになります。カスタ
マー Aとカスタマー Bの両方が、それぞれのネットワーク内で VLAN 100を含んでいても、外部
タグが異なるので、サービスプロバイダーネットワーク内で区別されます。それぞれのカスタ

マーは、その他のカスタマーが使用するVLAN番号スペース、およびサービスプロバイダーネッ
トワークが使用する VLAN番号スペースから独立した、独自の VLAN番号スペースを制御しま
す。

アウトバウンドトンネルポートでは、カスタマーのネットワーク上の元の VLAN番号が回復さ
れます。トンネリングとタグ付けを複数レベルにすることもできますが、このリリースのswitch
では 1レベルだけがサポートされます。

カスタマーネットワークから発信されるトラフィックにタグ（ネイティブVLANフレーム）が付
いていない場合、そのパケットのブリッジングまたはルーティングは通常パケットとして行われ

ます。エッジ switchのトンネルポートを通ってサービスプロバイダーネットワークに入るすべて
のパケットは、タグが付いていないか、IEEE802.1Qヘッダーですでにタグが付いているかに関係
なく、タグなしパケットとして扱われます。パケットは、IEEE 802.1Qトランクポートでサービ
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スプロバイダーネットワークを通じて送信される場合、メトロタグ VLAN ID（トンネルポート
のアクセスVLANに設定）でカプセル化されます。メトロタグのプライオリティフィールドは、
トンネルポートで設定されているインターフェイスサービスクラス（CoS）プライオリティに設
定されます（設定されていない場合、デフォルトはゼロです）。

switchesでは、802.1Qトンネリングがポート単位で設定されるため、switchはスタンドアロン switch
またはスタックメンバのいずれでもかまいません。すべての設定はスタックマスターで実行さ

れます。

関連トピック

IEEE 802.1Qトンネリングポートの設定, （16ページ）

例：IEEE 802.1Qトンネリングポートの設定, （28ページ）

IEEE 802.1Q トンネリング設定時の注意事項
IEEE 802.1Qトンネリングを設定する場合は、カスタマーデバイスおよびエッジ switchの間で非
対称リンクを常に使用する必要があります。カスタマーデバイスのポートを IEEE 802.1Qトラン
クポートに、エッジ switchのポートをトンネルポートとして設定してください。

トンネリングに使用する VLANだけにトンネルポートを割り当ててください。

ネイティブ VLANおよび最大伝送単位（MTU）の設定要件については、次の項で説明します。

ネイティブ VLAN
エッジ switchで IEEE 802.1Qトンネリングを設定する場合、サービスプロバイダーネットワーク
にパケットを送信するために、IEEE802.1Qトランクポートを使用する必要があります。ただし、
サービスプロバイダーネットワークのコアを通過するパケットは、IEEE802.1Qトランク、ISLト
ランク、非トランキングリンクのいずれかで送信できます。コア switchesで IEEE 802.1Qトラン
クを使用する場合、IEEE 802.1Qトランクのネイティブ VLANは、同一switchの非トランキング
（トンネリング）ポートのネイティブVLANと同じであってはなりません。これは、ネイティブ
VLANのトラフィックは、IEEE 802.1Q送信トランクポートではタグ付けされないためです。

次のネットワーク図で、VLAN 40は、サービスプロバイダーネットワークの入力エッジswitch
（Switch B）にある、カスタマー Xからの IEEE 802.1Qトランクポートのネイティブ VLANとし
て設定されています。カスタマー Xの Switch Aは、VLAN 30のタグ付きパケットを、アクセス
VLAN 40に属する、サービスプロバイダーネットワークのSwitch Bの入力トンネルポートに送
信します。トンネルポートのアクセスVLAN（VLAN40）は、エッジ switchのトランクポートの
ネイティブVLAN（VLAN 40）と同じであるため、トンネルポートから受信したタグ付きパケッ
トにメトロタグが追加されません。パケットには VLAN 30タグだけが付いて、サービスプロバ
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イダーネットワークで出力エッジ switch（Switch C）のトランクポートに送信され、出力switch
トンネルによってカスタマー Yに間違って送信されます。

図 3：IEEE 802.1Q トンネリングおよびネイティブ VLAN に潜在する問題

この問題の解決方法は次のとおりです。

•
• vlan dot1q tag nativeグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用することで、（ネ
イティブ VLANを含む）IEEE 802.1Qトランクから発信されるすべてのパケットがタグ付け
されるようにエッジ switchesを設定します。すべての IEEE 802.1Qトランクでネイティブ
VLANパケットにタグを付けるようにswitchesを設定した場合、switchesはタグなしパケット
を受れ入れますが、タグ付きパケットだけを送信します。

•エッジ switchesのトランクポートのネイティブ VLAN IDが、カスタマー VLAN範囲に含ま
れないようにしてください。たとえばトランクポートがVLAN100～ 200のトラフィックを
運ぶ場合は、この範囲以外の番号をネイティブ VLANに割り当てます。

システム MTU
switch上のトラフィックに関するデフォルトのシステムMTUは、1500バイトです。 system mtu
グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用すると、混合ハードウェア switchスタック内
のswitchメンバーでファストイーサネットポートを設定して、1500バイトより大きいフレームを
サポートさせることができます。
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systemmtu jumboグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用すると、10ギガビットイー
サネットポートおよびギガビットイーサネットポートで 1500バイトを超えるフレームをサポー
トするように設定できます。

システムMTU値とシステムジャンボMTU値には、IEEE 802.1Qヘッダーは含まれていません。
IEEE 802.1Qトンネリング機能では、メトロタグが追加されるとフレームサイズが 4バイト増加
するため、システム最大伝送単位サイズとシステムジャンボ最大伝送単位サイズに最低 4バイト
を追加することによって、サービスプロバイダーネットワークのすべてのswitchesが最大フレーム
を処理できるように設定する必要があります。

たとえば、switchは、次のいずれかの設定で、1496バイトの最大フレームサイズをサポートしま
す。

• switchのシステムジャンボ最大伝送単位値が 1500バイトで、switchport mode dot1q tunnelイ
ンターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使って 10ギガビットイーサネットまた
はギガビットイーサネット switchポートが設定されている。

• switchメンバのシステム最大伝送単位値が 1500バイトで、switchport mode dot1q tunnelイン
ターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使ってメンバのファストイーサネット

ポートが設定されている。

IEEE 802.1Q トンネリングのデフォルト設定
デフォルトでは、デフォルト switchportモードが dynamic autoであるため、IEEE 802.1Qトンネル
はディセーブルです。すべての IEEE 802.1Qトランクポートにおける IEEE 802.1Qネイティブ
VLANパケットのタグ付けもディセーブルです。

レイヤ 2 プロトコルトンネリングの概要
サービスプロバイダーネットワークを越えて接続されている、さまざまなサイトに散在するカス

タマーは、さまざまなレイヤ 2プロトコルを使用してトポロジをスケールし、すべてのリモート
サイトおよびローカルサイトを含める必要があります。 STPを適切に動作させる必要があり、
サービスプロバイダーネットワークを越えたローカルサイトおよびすべてのリモートサイトを

含む、適切なスパニングツリーをすべての VLANで構築する必要があります。 Cisco Discovery
Protocol（CDP）では、隣接するシスコデバイスをローカルサイトおよびリモートサイトから検
出する必要があります。VLANトランキングプロトコル（VTP）では、カスタマーネットワーク
のすべてのサイトで一貫した VLAN設定を提供する必要があります。

プロトコルトンネリングがイネーブルである場合、サービスプロバイダーネットワークのインバ

ウンド側エッジ switchesでは、特殊MACアドレスでレイヤ 2プロトコルパケットがカプセル化さ
れ、サービスプロバイダーネットワークに送信されます。ネットワークのコア switchesでは、こ
のパケットが処理されずに通常のパケットとして転送されます。 CDP、STP、VTPのレイヤ 2プ
ロトコルデータユニット（PDU）は、サービスプロバイダーネットワークをまたがり、サービ
スプロバイダーネットワークのアウトバウンド側のカスタマー switchesに配信されます。同一パ
ケットは同じ VLANのすべてのカスタマーポートで受信され、次のような結果になります。
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•それぞれのカスタマーサイトのユーザはSTPを適切に実行でき、すべてのVLANでは（ロー
カルサイトだけではなく）すべてのサイトからのパラメータに基づいて、正しいスパニング

ツリーが構築されます。

• CDPでは、サービスプロバイダーネットワークによって接続されているその他のシスコデ
バイスに関する情報が検出されて表示されます。

• VTPではカスタマーネットワーク全体で一貫した VLAN設定が提供され、サービスプロバ
イダーを通してすべてのswitchesに伝播されます。

サードパーティベンダーとの相互運用性を提供するには、レイヤ 2プロトコルトンネルバイ
パス機能を使用します。バイパスモードでは、プロトコルトンネリングの制御方法が異なる

ベンダー switchesに、制御 PDUが透過的に転送されます。バイパスモードを実装するには、
出力トランクポートでレイヤ 2プロトコルトンネリングをイネーブルにします。レイヤ 2プ
ロトコルトンネリングがトランクポートでイネーブルの場合、カプセル化されたMACアド
レスが削除されて、プロトコルパケットに通常のMACアドレスを持つようになります。

（注）

レイヤ 2プロトコルトンネリングは個別に使用できます。レイヤ 2プロトコルトンネリングで
は、IEEE 802.1Qトンネリングを向上させることができます。 IEEE 802.1Qトンネリングポート
でプロトコルトンネリングがイネーブルになっていない場合、サービスプロバイダーネットワー

クの受信側のリモート switchesでは PDUが受信されず、STP、CDP、VTPを適切に実行できませ
ん。プロトコルのトンネリングがイネーブルである場合、それぞれのカスタマーネットワークの

レイヤ 2プロトコルは、サービスプロバイダーネットワーク内で動作しているものから完全に区
別されます。 IEEE802.1Qトンネリングでサービスプロバイダーネットワークを通してトラフィッ
クを送信する、さまざまなサイトのカスタマー switchesでは、カスタマー VLANが完全に認識さ
れます。 IEEE 802.1Qトンネリングを使用しない場合は、アクセスポートでカスタマー switchに
接続し、サービスプロバイダーのアクセスポートでトンネリングをイネーブルにすることで、レ

イヤ 2プロトコルトンネリングをイネーブルにできます。

たとえば、次の図（レイヤ 2プロトコルトンネリング）では、カスタマー Xの 4つのswitchesが
同じ VLAN上にあり、サービスプロバイダーネットワークを通して互いに接続されています。
ネットワークでPDUがトンネリングされない場合、ネットワークの遠端側のswitchesでは、STP、
CDP、VTPを適切に実行できません。たとえば、カスタマー Xのサイト 1のswitchでは、VLAN
の STPは、カスタマー Xのサイト 2のswitchesに基づくコンバージェンスパラメータを考慮せず
に、サイト 1のswitch上にスパニングツリーを構築します。これにより、「適切なコンバージェ
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ンスを含まないレイヤ 2ネットワークトポロジ」の図に示されているようなトポロジになる可能
性があります。

図 4：レイヤ 2 プロトコルトンネリング

図 5：適切なコンバージェンスを含まないレイヤ 2 ネットワークトポロジ

サービスプロバイダーネットワークでは、レイヤ 2プロトコルトンネリングを使用し、ポイント
ツーポイントネットワークトポロジをエミュレートして、EtherChannelの作成を向上させること
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ができます。サービスプロバイダー switchでプロトコルトンネリング（PAgPまたは LACP）を
イネーブルにすると、リモートカスタマー switchesでは PDUが受信され、EtherChannelの自動作
成をネゴシエーションできるようになります。

たとえば、次の図（EtherChannelsのレイヤ 2プロトコルトンネリング）では、カスタマー Aの 2
つのswitchesが同じ VLAN上にあり、サービスプロバイダーネットワークを介して接続されてい
ます。ネットワークで PDUがトンネリングされると、ネットワークの遠端側のswitchesでは、専
用回線を必要とせずに EtherChannelの自動作成をネゴシエーションできます。

図 6：EtherChannel のレイヤ 2 プロトコルトンネリング

ポートでのレイヤ 2 プロトコルトンネリング
サービスプロバイダーネットワークのエッジ switchesで、カスタマーに接続されているポートに
おいて、レイヤ 2プロトコルトンネリングを（プロトコルごとに）イネーブルにできます。カス
タマー switchesに接続されているサービスプロバイダーエッジ switchでは、トンネリング処理が
実行されます。エッジ switchトンネルポートは、カスタマーの IEEE 802.1Qトランクポートに
接続されます。エッジ switchアクセスポートは、カスタマーアクセスポートに接続されます。
カスタマー switchesに接続されるエッジ switchでは、トンネリング処理が実行されます。

アクセスポートまたはトンネルポートのいずれかとして設定されているポートでは、レイヤ 2プ
ロトコルトンネリングをイネーブルにできます。 switchport mode dynamic autoモード（デフォ
ルトモード）または switchport mode dynamic desirableモードに設定されているポートでは、レ
イヤ 2プロトコルトンネリングをイネーブルにできません。

switchでは、CDP、STP、VTPのレイヤ 2プロトコルトンネリングがサポートされます。ポイン
トツーポイントネットワークトポロジのエミュレートの場合は、PAgP、LACP、UDLDのプロト
コルもサポートされます。 switchは、LLDPのレイヤ 2プロトコルトンネリングをサポートしま
せん。
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PAgP、LACP、UDLDプロトコルトンネリングでは、ポイントツーポイントトポロジのエミュ
レートだけが目的です。設定を間違えたことによりトンネリングパケットが多くのポートに

送信されると、ネットワーク障害が発生する可能性があります。

（注）

レイヤ 2プロトコルがイネーブルになっているポート経由でサービスプロバイダーのインバウン
ドエッジ switchに入ったレイヤ 2PDUが、トランクポートからサービスプロバイダーネットワー
クに出て行くとき、switchでは、カスタマー PDU宛先MACアドレスが、周知のシスコ固有のマ
ルチキャストアドレス（01-00-0c-cd-cd-d0）で上書きされます。 IEEE 802.1Qトンネリングがイ
ネーブルである場合、パケットにはタグが二重に付きます。このうち外部タグはカスタマーのメ

トロタグ、内部タグはカスタマーのVLANタグです。コア switchesでは内部タグが無視され、同
じメトロVLANのすべてのトランクポートにパケットが転送されます。アウトバウンド側のエッ
ジ switchesでは、適切なレイヤ 2プロトコル情報およびMACアドレス情報が復元され、同じメト
ロVLANのすべてのトンネルポートまたはすべてのアクセスポートにパケットが転送されます。
このため、レイヤ 2 PDUはそのまま残り、サービスプロバイダーインフラストラクチャを越えて
カスタマーネットワークの反対側に配信されます。

レイヤ 2プロトコルトンネリングの概要, （10ページ）のレイヤ 2プロトコルトンネリングの
図を参照してください（それぞれアクセス VLAN 30、40のカスタマー Xとカスタマー Y）。非
対称リンクにより、サイト 1のカスタマーは、サービスプロバイダーネットワークのエッジ
switchesに接続されています。サイト 1のカスタマー YからSwitch Bに発信されたレイヤ 2 PDU
（たとえばBPDU）は、周知のMACアドレスが宛先MACアドレスになっている二重タグパケッ
トとしてインフラストラクチャに転送されます。この二重タグパケットには、40というメトロ
VLANタグ、および VLAN 100などの内部 VLANタグが付いています。二重タグパケットが
Switch Dに入ると、外部 VLANタグ 40が外されて、周知のMACアドレスがそれぞれのレイヤ 2
プロトコルMACアドレスで置き換わり、パケットは、VLAN 100の 1重タグフレームとしてサ
イト 2のカスタマー Yに送信されます。

また、カスタマー switchのアクセスポートまたはトランクポートに接続されているエッジ switch
のアクセスポートでも、レイヤ 2プロトコルトンネリングをイネーブルにできます。この場合
は、カプセル化プロセスとカプセル開放プロセスが、前の段落で説明したものと同じですが、パ

ケットはサービスプロバイダーネットワークで二重タグになりません。カスタマー固有のアクセ

ス VLANタグの 1重タグになります。

switchスタックでは、レイヤ 2プロトコルトンネリング設定がすべてのスタックメンバーに配信
されます。ローカルポート上で入力パケットを受信する各スタックメンバーは、パケットをカ

プセル化またはカプセル化解除して、該当する宛先ポートに転送します。単一のswitch上では、
レイヤ 2プロトコルトンネリング処理された入力トラフィックは、レイヤ 2プロトコルトンネリ
ングがイネーブルになっている同一VLAN上のすべてのローカルポートに送信されます。スタッ
クでは、レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定が行われたポートで受信したパケットを、ス
タック内のレイヤ 2プロトコルトンネリングが設定され、同じVLAN内にあるすべてのポートに
配信します。レイヤ 2プロトコルトンネリング設定は、すべてスタックマスターにより取り扱
われ、すべてのスタックメンバーに配信されます。

関連トピック

レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （19ページ）
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例：レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （29ページ）

レイヤ 2 プロトコルトンネリングのデフォルト設定
次の表に、レイヤ 2プロトコルトンネリングのデフォルト設定を記載します。

表 1：レイヤ 2 イーサネットインターフェイス VLAN のデフォルト設定

デフォルト設定機能

ディセーブルレイヤ 2プロトコルトンネリング

未設定。シャットダウンしきい値

未設定。ドロップしきい値

インターフェイスでCoS値が設定されている場
合は、その値がレイヤ2プロトコルトンネリン
グのBPDUCoS値を設定するために使用されま
す。インターフェイスレベルで CoS値が設定
されてない場合は、L2プロトコルトンネリン
グ BPDUの CoSマーキングのデフォルト値は
5になります。これはデータトラフィックに適
用されません。

CoS値
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トンネリングの設定方法

IEEE 802.1Q トンネリングポートの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. switchport access vlan vlan-id
5. switchport mode dot1q-tunnel
6. exit
7. vlan dot1q tag native
8. end
9. 次のいずれかを使用します。

• show dot1q-tunnel

• show running-config interface

10. show vlan dot1q tag native
11. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。パスワードを入力
します（要求された場合）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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

ステップ 2   

トンネルポートとして設定するインターフェイスのインター

フェイスコンフィギュレーションモードを開始します。これ

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

は、カスタマー switchに接続するサービスプロバイダーネッ
トワーク内のエッジポートである必要があります。有効なイ

ンターフェイスには、物理インターフェイスおよびポートチャ
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目的コマンドまたはアクション

ネル論理インターフェイス（ポートチャネル 1～ 48）が含ま
れます。

gigabitethernet2/0/1

インターフェイスがトランキングを停止した場合に使用される

デフォルト VLANを指定します。この VLAN IDは特定カス
タマーに固有です。

switchport access vlan vlan-id

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 4   

access vlan 2

IEEE802.1Qトンネルポートとしてインターフェイスを設定し
ます。

switchport mode dot1q-tunnel

例：

Switch(config-if)# switchport mode

ステップ 5   

ポートを dynamic desirableデフォルト状態に戻すに
は、no switchportmode dot1q-tunnelインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを使用します。

（注）

dot1q-tunnel

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Switch(config-if)# exit

ステップ 6   

（任意）すべての IEEE 802.1Qトランクポートでネイティブ
VLANパケットのタギングがイネーブルになるようにswitchを

vlan dot1q tag native

例：

Switch(config)# vlan dot1q tag

ステップ 7   

設定します。これを設定せず、カスタマー VLAN IDがネイ
ティブVLANと同じである場合、トランクポートはメトロタ
グを適用せず、パケットは誤った宛先に送信される可能性があ

ります。

native

ネイティブVLANパケットのタグ付けをディセーブ
ルにするには、no vlan dot1q tag nativeグローバル
コンフィギュレーションコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 8   

IEEE 802.1Qトンネリング用に設定されたポートを表示しま
す。

次のいずれかを使用します。ステップ 9   

• show dot1q-tunnel
トンネリングモードになっているポートを表示します。• show running-config interface
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch# show dot1q-tunnel

または

Switch# show running-config
interface

IEEE 802.1Qネイティブ VLANタギングステータスを表示し
ます。

show vlan dot1q tag native

例：

Switch# show vlan dot1q native

ステップ 10   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 11   

startup-config

関連トピック

IEEE 802.1Qトンネリング, （5ページ）

IEEE 802.1Qトンネリング, （2ページ）

例：IEEE 802.1Qトンネリングポートの設定, （28ページ）
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レイヤ 2 プロトコルトンネリングの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. 次のいずれかを使用します。

• switchport mode access

• switchport mode dot1q-tunnel

5. l2protocol-tunnel [cdp | lldp | point-to-point | stp | vtp]
6. l2protocol-tunnel shutdown-threshold [ packet_second_rate_value | cdp | lldp point-to-point | stp |

vtp]
7. l2protocol-tunnel drop-threshold [ packet_second_rate_value | cdp | lldp | point-to-point | stp | vtp]
8. exit
9. errdisable recovery cause l2ptguard
10. l2protocol-tunnel cos value
11. end
12. show l2protocol
13. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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

ステップ 2   

IPPhoneに接続するインターフェイスを指定し、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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

アクセスポートまたは IEEE802.1Qトンネルポートとしてインター
フェイスを設定します。

次のいずれかを使用します。ステップ 4   

• switchport mode access

• switchport mode dot1q-tunnel

例：

Switch# switchport mode access

または

Switch# switchport mode
dot1q-tunnel

目的のプロトコルに対してプロトコルトンネリングをイネーブル

にします。キーワードを入力しない場合、トンネリングは、3つ
のすべてのレイヤ 2プロトコルでイネーブルになります。

l2protocol-tunnel [cdp | lldp |
point-to-point | stp | vtp]

例：

Switch# l2protocol-tunnel cdp

ステップ 5   

レイヤ 2プロトコルのいずれか 1つ、または 3つすべて
のプロトコルトンネリングをディセーブルにするには、

no l2protocol-tunnel [cdp | lldp | point-to-point | stp | vtp]イ
ンターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使

用します。

（注）

（任意）1秒間にカプセル化可能なパケット数を表すしきい値を設
定します。設定したしきい値を超えると、インターフェイスはディ

l2protocol-tunnel shutdown-threshold
[ packet_second_rate_value | cdp | lldp
point-to-point | stp | vtp]

ステップ 6   

セーブルになります。プロトコルオプションを指定しない場合、

例：

Switch# l2protocol-tunnel
shutdown-threshold 100 cdp

しきい値は、それぞれのトンネリングされたレイヤ 2プロトコル
タイプに適用されます。範囲は 1～ 4096です。デフォルトでは、
しきい値は設定されません。

このインターフェイスでドロップしきい値も設定する場

合は、shutdown-threshold値を drop-thresholdの値以上
にする必要があります。

（注）

シャットダウンしきい値およびドロップしきい値をデ

フォルト設定に戻すには、no l2protocol-tunnel
shutdown-threshold [ packet_second_rate_value | cdp | lldp|
point-to-point | stp | vtp]および no l2protocol-tunnel
drop-threshold [ packet_second_rate_value | cdp | lldp|
point-to-point |stp | vtp]コマンドを使用します。

（注）

（任意）1秒間にカプセル化可能なパケット数を表すしきい値を設
定します。設定したしきい値を超えると、インターフェイスによっ

l2protocol-tunnel drop-threshold [
packet_second_rate_value | cdp | lldp
| point-to-point | stp | vtp]

ステップ 7   

てパケットがドロップされます。プロトコルオプションを指定し
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch# l2protocol-tunnel

ない場合、しきい値は、それぞれのトンネリングされたレイヤ 2
プロトコルタイプに適用されます。範囲は1～4096です。デフォ
ルトでは、しきい値は設定されません。

このインターフェイスでシャットダウンしきい値も設定

する場合、drop-threshold値は shutdown-thresholdの値
以下である必要があります。

（注）

シャットダウンしきい値およびドロップしきい値をデ

フォルト設定に戻すには、no l2protocol-tunnel
shutdown-threshold [cdp | lldp| point-to-point | stp | vtp]お
よび no l2protocol-tunnel drop-threshold [cdp | stp | vtp]コ
マンドを使用します。

（注）

drop-threshold 100 cdp

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：

Switch# exit

ステップ 8   

（任意）インターフェイスが再びイネーブルになって再試行でき

るように、レイヤ 2最大レートエラーからの復旧メカニズムを設
errdisable recovery cause l2ptguard

例：

Switch(config)# errdisable

ステップ 9   

定します。 errdisable recoveryはデフォルトでディセーブルになっ
ています。イネーブルにした場合、デフォルトの間隔は 300秒で
す。recovery cause l2ptguard

（任意）トンネリングされたすべてのレイヤ 2 PDUに対して CoS
値を設定します。範囲は0～7です。デフォルトは、インターフェ

l2protocol-tunnel cos value

例：

Switch(config)# l2protocol-tunnel

ステップ 10   

イスのデフォルト CoS値です。設定されていない場合、デフォル
トは 5です。

cos value 7

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 11   

switchのレイヤ2トンネルポートを表示します（設定されているプ
ロトコル、しきい値、カウンタを含む）。

show l2protocol

例：

Switch# show l2protocol

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 13   

startup-config

関連トピック

ポートでのレイヤ 2プロトコルトンネリング, （13ページ）

レイヤ 2プロトコルトンネリング , （3ページ）

EtherChannelのレイヤ 2トンネリング, （4ページ）

例：レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （29ページ）

サービスプロバイダーエッジスイッチの設定

はじめる前に

EtherChannelsの場合は、SP（サービスプロバイダー）エッジ switchesおよびカスタマー switches
をレイヤ 2プロトコルトンネリング用に設定する必要があります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. switchport mode dot1q-tunnel
5. l2protocol-tunnel point-to-point [pagp | lacp | udld]
6. l2protocol-tunnel shutdown-threshold [point-to-point [pagp | lacp | udld]] value
7. l2protocol-tunnel drop-threshold [point-to-point [pagp | lacp | udld]] value
8. no cdp enable
9. spanning-tree bpdu filter enable
10. exit
11. errdisable recovery cause l2ptguard
12. l2protocol-tunnel cos value
13. end
14. show l2protocol
15. 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

特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力しま
す（要求された場合）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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

ステップ 2   

IP Phoneに接続するインターフェイスを指定し、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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

IEEE 802.1Qトンネルポートとしてインターフェイスを設定しま
す。

switchport mode dot1q-tunnel

例：

Switch(config-if)# switchport

ステップ 4   

mode dot1q-tunnel

（任意）目的のプロトコルに関するポイントツーポイントプロト

コルトンネリングをイネーブルにします。キーワードを入力しな

l2protocol-tunnel point-to-point
[pagp | lacp | udld]

例：

Switch(config-if)#

ステップ 5   

い場合、トンネリングは、3つすべてのプロトコルでイネーブル
になります。

ネットワーク障害を避けるため、ネットワークがポイン

トツーポイントトポロジになっていることを確認して

から、PAgPパケット、LACPパケット、UDLDパケッ
トのうちいずれかのトンネリングをイネーブルにしてく

ださい。

（注）

いずれかのレイヤ 2プロトコルまたは 3つのすべてのレ
イヤ 2プロトコルのポイントツーポイントプロトコル
トンネリングをディセーブルにするには、no
l2protocol-tunnel [point-to-point [pagp | lacp | udld]]イン
ターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用

します。

（注）

l2protocol-tunnel point-to-point
pagp

（任意）1秒間にカプセル化可能なパケット数を表すしきい値を
設定します。設定したしきい値を超えると、インターフェイスは

l2protocol-tunnel shutdown-threshold
[point-to-point [pagp | lacp | udld]]
value

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

ディセーブルになります。プロトコルオプションを指定しない場

合、しきい値は、それぞれのトンネリングされたレイヤ 2プロト例：

Switch(config-if)#
コルタイプに適用されます。範囲は 1～ 4096です。デフォルト
では、しきい値は設定されません。l2protocol-tunnel

shutdown-threshold point-to-point
このインターフェイスでドロップしきい値も設定する場

合は、shutdown-threshold値を drop-thresholdの値以上
にする必要があります。

（注）

シャットダウンしきい値およびドロップしきい値をデ

フォルト設定に戻すには、no l2protocol-tunnel
shutdown-threshold [point-to-point [pagp | lacp | udld]]お
よび no l2protocol-tunnel drop-threshold [[point-to-point
[pagp | lacp | udld]]コマンドを使用します。

（注）

pagp 100

（任意）1秒間にカプセル化可能なパケット数を表すしきい値を
設定します。設定したしきい値を超えると、インターフェイスに

l2protocol-tunnel drop-threshold
[point-to-point [pagp | lacp | udld]]
value

ステップ 7   

よってパケットがドロップされます。プロトコルオプションを指

例：

Switch(config-if)#

定しない場合、しきい値は、それぞれのトンネリングされたレイ

ヤ 2プロトコルタイプに適用されます。範囲は 1～ 4096です。
デフォルトでは、しきい値は設定されません。

l2protocol-tunnel drop-threshold
このインターフェイスでシャットダウンしきい値も設定

する場合、drop-threshold値は shutdown-thresholdの値
以下である必要があります。

（注）point-to-point pagp 500

インターフェイス上で CDPをディセーブルにします。no cdp enable

例：

Switch(config-if)# no cdp enable

ステップ 8   

インターフェイス上で BPDUフィルタリングをイネーブルにしま
す。

spanning-tree bpdu filter enable

例：

Switch(config-if)# spanning-tree

ステップ 9   

bpdu filter enable

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：

Switch(config-if)# exit

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）インターフェイスが再びイネーブルになって再試行でき

るように、レイヤ 2最大レートエラーからの復旧メカニズムを設
errdisable recovery cause l2ptguard

例：

Switch(config)# errdisable

ステップ 11   

定します。 errdisable recoveryはデフォルトでディセーブルになっ
ています。イネーブルにした場合、デフォルトの間隔は 300秒で
す。recovery cause l2ptguard

（任意）トンネリングされたすべてのレイヤ 2 PDUに対して CoS
値を設定します。範囲は 0～ 7です。デフォルトは、インター

l2protocol-tunnel cos value

例：

Switch(config)# l2protocol-tunnel

ステップ 12   

フェイスのデフォルト CoS値です。設定されていない場合、デ
フォルトは 5です。

cos 2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 13   

switchのレイヤ 2トンネルポートを表示します（設定されている
プロトコル、しきい値、カウンタを含む）。

show l2protocol

例：

Switch)# show l2protocol

ステップ 14   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 15   

startup-config

関連トピック

例：サービスプロバイダーエッジスイッチとカスタマースイッチの設定, （30ページ）

カスタマー Switchの設定

はじめる前に

EtherChannelの場合は、サービスプロバイダーエッジ switchおよびカスタマー switchesをレイヤ 2
プロトコルトンネリング用に設定する必要があります
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. switchport trunk encapsulation dot1q
5. switchport mode trunk
6. udld port
7. channel-group channel-group-numbermode desirable
8. exit
9. interface port-channel port-channel number
10. shutdown
11. no shutdown
12. end
13. show l2protocol
14. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。パスワード
を入力します（要求された場合）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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

ステップ 2   

IP Phoneに接続するインターフェイスを指定し、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。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

トランキングカプセル化形式を IEEE 802.1Qに設定し
ます。

switchport trunk encapsulation dot1q

例：

Switch(config)# switchport trunk

ステップ 4   

encapsulation dot1q

    VLAN コンフィギュレーションガイド Cisco IOS リリース 15.2(2) E（Catalyst 2960-XR スイッチ）
26 OL-32583-01-J   

IEEE 802.1Q トンネリングおよびレイヤ 2 プロトコルトンネリングの設定
カスタマー Switchの設定



目的コマンドまたはアクション

インターフェイスでトランキングをイネーブルにしま

す。

switchport mode trunk

例：

Switch(config-if)# switchport mode

ステップ 5   

trunk

インターフェイス上でUDLDを通常モードでイネーブ
ルにします。

udld port

例：

Switch(config-if)# udld port

ステップ 6   

チャネルグループにインターフェイスを割り当て、

PAgPモードに desirableを指定します。
channel-group channel-group-numbermode
desirable

例：

Switch(config-if)# channel-group 25

ステップ 7   

mode desirable

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：

Switch(config-if)# exit

ステップ 8   

ポートチャネルインターフェイスモードを開始しま

す。

interface port-channel port-channel number

例：

Switch(config)# interface port-channel

ステップ 9   

port-channel 25

インターフェイスをシャットダウンします。shutdown

例：

Switch(config)# shutdown

ステップ 10   

インターフェイスをイネーブルにします。no shutdown

例：

Switch(config)# no shutdown

ステップ 11   

VLAN コンフィギュレーションガイド Cisco IOS リリース 15.2(2) E（Catalyst 2960-XR スイッチ）
   OL-32583-01-J 27

IEEE 802.1Q トンネリングおよびレイヤ 2 プロトコルトンネリングの設定
カスタマー Switchの設定



目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 12   

switchのレイヤ 2トンネルポートを表示します（設定
されているプロトコル、しきい値、カウンタを含む）。

show l2protocol

例：

Switch# show l2protocol

ステップ 13   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保

存します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 14   

インターフェイスをデフォルト設定に戻すに

は、no switchport mode trunk、no udld
enable、および no channel group
channel-group-numbermode desirableインター
フェイスコンフィギュレーションコマンド

を使用します。

（注）

startup-config

関連トピック

例：サービスプロバイダーエッジスイッチとカスタマースイッチの設定, （30ページ）

IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコルトンネリングの設
定例

例：IEEE 802.1Q トンネリングポートの設定
以下の例では、トンネルポートとしてインターフェイスを設定してネイティブVLANパケットの
タグ付けをイネーブルにし、設定を確認する方法を示します。この設定では、スタックメンバー

1のインターフェイス Gigabit Ethernet 7に接続するカスタマーの VLAN IDは、VLAN 22になりま
す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/7
Switch(config-if)# switchport access vlan 22
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 22
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# vlan dot1q tag native
Switch(config)# end
Switch# show dot1q-tunnel interface gigabitethernet1/0/7
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Port
-----
Gi1/0/1Port
-----
Switch# show vlan dot1q tag native
dot1q native vlan tagging is enabled

関連トピック

IEEE 802.1Qトンネリングポートの設定, （16ページ）

IEEE 802.1Qトンネリング, （5ページ）

IEEE 802.1Qトンネリング, （2ページ）

例：レイヤ 2 プロトコルトンネリングの設定
以下の例では、CDP、STP、VTPのレイヤ 2プロトコルトンネリングを設定し、設定を確認する
方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/11
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel cdp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel stp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel vtp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold 1500
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# l2protocol-tunnel cos 7
Switch(config)# end
Switch# show l2protocol

COS for Encapsulated Packets: 7
Port Protocol Shutdown Drop Encapsulation Decapsulation Drop
Threshold Threshold Counter Counter Counter
------- -------- --------- --------- ------------- ------------- -------------
Gi0/11 cdp 1500 1000 2288 2282 0
stp 1500 1000 116 13 0
vtp 1500 1000 3 67 0
pagp ---- ---- 0 0 0
lacp ---- ---- 0 0 0
udld ---- ---- 0 0 0

関連トピック

レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定, （19ページ）

ポートでのレイヤ 2プロトコルトンネリング, （13ページ）

レイヤ 2プロトコルトンネリング , （3ページ）

EtherChannelのレイヤ 2トンネリング, （4ページ）
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例：サービスプロバイダーエッジスイッチとカスタマースイッチの

設定

以下は、サービスプロバイダーのエッジスイッチ 1およびエッジスイッチ 2を設定する方法の
例です。 VLAN 17、18、19、20はアクセス VLAN、ファストイーサネットインターフェイス 1
および 2は PAgPおよび UDLDがイネーブルになっているポイントツーポイントトンネルポー
ト、ドロップしきい値は 1000、ファストイーサネットインターフェイス 3はトランクポートで
す。

サービスプロバイダーエッジスイッチ 1の設定は次のとおりです。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 17
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 18
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation isl
Switch(config-if)# switchport mode trunk

サービスプロバイダーエッジスイッチ 2の設定は次のとおりです。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 19
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation isl
Switch(config-if)# switchport mode trunk

次は、サイト1のカスタマースイッチを設定する方法の例です。ファストイーサネットインター
フェイス 1、2、3、4は IEEE 802.1Qトランキング用に設定されており、UDLDはイネーブル、
EtherChannelグループ 1はイネーブル、ポートチャネルはシャットダウンされた後でイネーブル
になり EtherChannel設定がアクティブになります。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
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Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

関連トピック

サービスプロバイダーエッジスイッチの設定, （22ページ）

カスタマー Switchの設定, （25ページ）

トンネリングステータスのモニタリング
次の表では、トンネリングステータスをモニタするために使用するコマンドについて説明しま

す。

表 2：トンネリングのモニタリングコマンド

目的コマンド

レイヤ 2プロトコルトンネリングポートのプ
ロトコルカウンタをクリアします。

clear l2protocol-tunnel counters

switchの IEEE 802.1Qトンネルポートを表示し
ます。

show dot1q-tunnel

特定のインターフェイスがトンネルポートであ

るかどうかを確認します。

show dot1q-tunnel interface interface-id

レイヤ 2プロトコルトンネリングポートに関
する情報を表示します。

show l2protocol-tunnel

レイヤ 2プロトコルトンネルエラーディセー
ブルステートの回復タイマーがイネーブルかど

うかを確認します。

show errdisable recovery
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目的コマンド

特定のレイヤ 2プロトコルトンネリングポー
トに関する情報を表示します。

show l2protocol-tunnel interface interface-id

レイヤ 2プロトコルのサマリー情報だけを表示
します。

show l2protocol-tunnel summary

switchのネイティブ VLANタギングのステータ
スを表示します。

show vlan dot1q tag native

次の作業
次の設定を行えます。

• VTP

• VLAN

• VLANトランキング

•プライベート VLAN

• VLANメンバーシップポリシーサーバ（VMPS）

•音声 VLAN

その他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Catalyst 2960-XR Switch VLAN Management
Command Reference

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

標準および RFC

タイトル標準/RFC

——
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

テクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

トンネリングの機能履歴と情報

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS 15.0(2)EX1
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