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はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』の対象読者、構
成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明しま

す。

この章は、次の内容で構成されています。

• 対象読者, xi ページ

• マニュアルの構成, xi ページ

• 表記法, xii ページ

• 関連資料, xiv ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xv ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco NX-OSデバイスの設定と保守を担当する、経験のあるユーザを対象と
しています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

説明章

新機能と変更された機能に対するリリース固有の情報について説

明します。

新機能および変更された機能

に関する情報

各機能を要約して説明します。概要

従来のイーサネットレイヤ2スイッチングについて説明します。レイヤ 2スイッチングの設定
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説明章

VLAN設定の詳細について説明します。VLANの設定

プライベート VLANの設定情報について説明します。NX-OSを使用したプライベー
ト VLANの設定

IEEE 802.1D STPに関する情報、および Rapid PVST+設定の詳細
について説明します。

NX-OSを使用した Rapid
PVST+の設定

MST設定の詳細情報について説明します。Cisco NX-OSを使用したMST
の設定

シスコ独自の STP拡張機能である Bridge Assurance、BPDUガー
ド、BPDUフィルタリング、ループガード、ルートガード、お
よびPVSTシミュレーションの設定の詳細について説明します。

NX-OSを使用したSTP拡張の
設定

レイヤ 2スイッチング機能の制限について説明します。Cisco NX-OSレイヤ 2スイッ
チング機能の設定の上限

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードま

たは引数）です。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択

すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]
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説明表記法

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。 stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォン
トで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screenフォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screenフォント
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

注意
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関連資料
Cisco NX-OSのマニュアルは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html

Cisco NX-OSソフトウェアの関連マニュアルは、次のとおりです。

リリースノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, Release 6.x』

NX-OS コンフィギュレーションガイド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Configuration Examples, Release 5.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』

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

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start』

『Cisco Nexus 7000 Series OTV Quick Start Guide』

『Configuring Feature Set for FabricPath』

『Configuring the Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender』

NX-OS コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index』

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

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

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Command Reference』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
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『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』

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

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』

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

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference』

その他のソフトウェアのマニュアル

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release 6.x』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

『Cisco NX-OS XML Interfaces User Guide』

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
ここでは、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』に記載されてい
る新機能および変更された機能について、リリース固有の情報を示します。

この Cisco NX-OSリリースに関する追加情報を確認するには、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes, Release 6.x』を参照してください。

次の表に、このマニュアルに記載されている新機能と変更された機能の概要を示します。

表 1：『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド』における新
機能と変更された機能

変更されたリリース説明機能

6.0(1)VLANの学習モー
ドを設定できま

す。

VLANの学習モード

5.2(1)システムによって

予約されている

VLANの範囲を変
更できます。

ダイナミックシステムに予約されて

いる VLAN範囲

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
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変更されたリリース説明機能

5.1(1)サーバモード、ク

ライアントモー

ド、トランスペア

レントモード、お

よびオフモードで

VTPバージョン 1
および 2を実行で
きます。 VTPプ
ルーニングもサ

ポートされます。

VLANトランキングプロトコル

5.0(2)プライベート

VLANの独立トラ
ンクポートおよび

無差別トランク

ポートを設定でき

ます。

プライベート VLANの独立トランク
ポートおよび無差別トランクポート

4.2(1)レイヤ 3インター
フェイスのスタ

ティックMACア
ドレスを設定でき

ます。

レイヤ 3インターフェイスのスタ
ティックMACアドレス

4.1(3)show mac
address-tableコマ
ンドを実行する

と、vPC機能をイ
ネーブルにして設

定した追加情報を

表示します。

vPCがイネーブルな場合に拡張される
MACテーブルの表示

4.1(2)デバイス上でイ

ネーブルになって

いる機能を表示で

きます。

イネーブルになっている機能の表示

4.1(2)トランスペアレン

トモードで VTP
を実行できます。

VLANトランキングプロトコル

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
2 OL-25755-01-J  

新機能および変更された機能に関する情報

新機能および変更された機能に関する情報



変更されたリリース説明機能

4.1(2)show forwarding
consistency l2コマ
ンドを実行する

と、MACアドレ
ステーブルでモ

ジュール間に不整

合があるエントリ

が表示されます。

レイヤ 2の整合性

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
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第 2 章

概要

この章では、レイヤ 2機能をサポートする Cisco NX-OSデバイスの概要について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• レイヤ 2イーサネットスイッチングの概要, 5 ページ

• VLANs, 6 ページ

• Private VLANs, 6 ページ

• Spanning Tree , 6 ページ

• Virtualization, 8 ページ

• 関連資料, 9 ページ

レイヤ 2 イーサネットスイッチングの概要
このデバイスは、レイヤ 2イーサネットセグメント間の同時パラレル接続をサポートします。
イーサネットセグメント間のスイッチド接続が維持されるのは、パケットの伝送時間の長さだけ

です。次のパケットには、別のセグメント間に新しい接続が確立されます。

また、このデバイスでは、各デバイス（サーバなど）を独自の 10、100、1000 Mbps、または 10
ギガビットのコリジョンドメインに割り当てることによって、広帯域デバイスおよび多数のユー

ザによって発生する輻輳の問題を解決できます。各 LANポートが個別のイーサネットコリジョ
ンドメインに接続されるので、スイッチド環境のサーバは全帯域幅にアクセスできます。

衝突はイーサネットネットワークに重大な輻輳を引き起こしますが、有効な解決策の 1つは全二
重通信です。一般的に、10/100Mbpsイーサネットは半二重モードで動作するので、各ステーショ
ンは送信または受信のどちらかしか実行できません。これらのインターフェイスを全二重モード

に設定すると、2つのステーション間で同時に送受信を実行できます。パケットを双方向に同時
に送ることができるので、有効なイーサネット帯域幅は 2倍になります。 1/10ギガビットイーサ
ネットは、全二重モードだけで動作します。
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VLANs
A VLAN is a switched network that is logically segmented by function, project team, or application, without
regard to the physical locations of the users. VLANs have the same attributes as physical LANs, but you can
group end stations even if they are not physically located on the same LAN segment.

Any switch port can belong to a VLAN, and unicast, broadcast, and multicast packets are forwarded and
flooded only to end stations in that VLAN. Each VLAN is considered as a logical network, and packets
destined for stations that do not belong to the VLAN must be forwarded through a bridge or a router.

All ports, including the management port, are assigned to the default VLAN (VLAN1) when the device first
comes up. A VLAN interface, or switched virtual interface (SVI), is a Layer 3 interface that is created to
provide communication between VLANs.

The devices support 4094 VLANs in accordance with the IEEE 802.1Q standard. These VLANs are organized
into several ranges, and you use each range slightly differently. Some of these VLANs are reserved for internal
use by the device and are not available for configuration.

Inter-Switch Link (ISL) trunking is not supported on the Cisco NX-OS.（注）

Private VLANs
Private VLANs provide traffic separation and security at the Layer 2 level.

A private VLAN is one or more pairs of a primary VLAN and a secondary VLAN, all with the same primary
VLAN. The two types of secondary VLANs are isolated and community VLANs. Hosts on isolated VLANs
communicate only with hosts in the primary VLAN. Hosts in a community VLAN can communicate only
among themselves and with hosts in the primary VLAN but not with hosts in isolated VLANs or in other
community VLANs.

Regardless of the combination of isolated and community secondary VLANs, all interfaces within the primary
VLAN comprise one Layer 2 domain, and therefore, require only one IP subnet.

Spanning Tree
This section discusses the implementation of the Spanning Tree Protocol (STP) on the software. Spanning
tree is used to refer to IEEE 802.1w and IEEE 802.1s. When the IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol is
referred to in the publication, 802.1D is stated specifically.

STP Overview
STP provides a loop-free network at the Layer 2 level. Layer 2 LAN ports send and receive STP frames,
which are called Bridge Protocol Data Units (BPDUs), at regular intervals. Network devices do not forward
these frames but use the frames to construct a loop-free path.

802.1D is the original standard for STP, and many improvements have enhanced the basic loop-free STP.
You can create a separate loop-free path for each VLAN, which is named Per VLAN Spanning Tree (PVST+).
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Additionally, the entire standard was reworked to make the loop-free convergence process faster to keep up
with the faster equipment. This STP standard with faster convergence is the 802.1w standard, which is known
as Rapid Spanning Tree (RSTP). Now, these faster convergence times are available as you create STP for
each VLAN, which is known as Per VLAN Rapid Spanning Tree (Rapid PVST+).

Finally, the 802.1s standard, Multiple Spanning Trees (MST), allows you to map multiple VLANs into a
single spanning tree instance. Each instance runs an independent spanning tree topology.

Although the software can interoperate with legacy 802.1D systems, the system runs Rapid PVST+ andMST.
You can use either Rapid PVST+ or MST in a given VDC; you cannot mix both in one VDC. Rapid PVST+
is the default STP protocol for Cisco NX-OS devices.

Cisco NX-OS uses the extended system ID andMAC address reduction; you cannot disable these features.（注）

In addition, Cisco has created some proprietary features to enhance the spanning tree activities.

Rapid PVST+
Rapid PVST+ is the default spanning tree mode for the software and is enabled by default on the default
VLAN and all newly created VLANs.

A single instance, or topology, of RSTP runs on each configured VLAN, and each Rapid PVST+ instance on
a VLAN has a single root device. You can enable and disable STP on a per-VLAN basis when you are running
Rapid PVST+.

MST
The software also supports MST. The multiple independent spanning tree topologies enabled byMST provide
multiple forwarding paths for data traffic, enable load balancing, and reduce the number of STP instances
required to support a large number of VLANs.

MST incorporates RSTP, so it also allows rapid convergence. MST improves the fault tolerance of the network
because a failure in one instance (forwarding path) does not affect other instances (forwarding paths).

Changing the spanning tree mode disrupts the traffic because all spanning tree instances are stopped for
the previous mode and started for the new mode.

（注）

You can force specified interfaces to send prestandard, rather than standard, MST messages using the
command-line interface.

STP Extensions
The software supports the following Cisco proprietary features:

• Spanning tree port types—The default spanning tree port type is normal. You can configure interfaces
connected to Layer 2 hosts as edge ports and interfaces connected to Layer 2 switches or bridges as
network ports.

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
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• Bridge Assurance—Once you configure a port as a network port, Bridge Assurance sends BPDUs on
all ports and moves a port into the blocking state if it no longer receives BPDUs. This enhancement is
available only when you are running Rapid PVST+ or MST.

• BPDU Guard—BPDU Guard shuts down the port if that port receives a BPDU.

• BPDU Filter—BPDU Filter suppresses sending and receiving BPDUs on the port.

• Loop Guard—Loop Guard prevents the nondesignated ports from transitioning to the STP forwarding
state, which prevents loops in the network.

• Root Guard—Root Guard prevents the port from becoming the root in an STP topology.

Virtualization
Cisco NX-OS devices introduce support for multiple virtual device contexts (VDCs) on a single switching
device. Each VDC is treated as a standalone device with specific resources, such as physical interfaces,
allocated to each VDC by the network admin role. An administrator is assigned to each VDC and that
administrator has a limited view of the system, within that specific VDC. Faults are also isolated to within
the specific VDC.

This VDC concept applies to all features on Cisco NX-OS, including all Layer 2 switching features.

All processes work independently in each VDC. You can reuse the process identification numbers in different
VDCs. This figure shows how to reuse the VLAN 100 identifier in each separate VDC.

図 1： VDCs with Layer 2 Services

Each VDC acts as a standalone device with Layer 2 services available. VDCs allow you to share a physical
device among several logical functions. You can provision and assign entirely separate Layer 2 resources to
individual VDCs.
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You can configure several VDCs, and each VDC is a group of physical device resources. You assign resources
and user roles for each VDC. VDCs allows flexible resources as well as enhanced fault isolation.

VDCs allow the separation of processes and management environments, providing well-defined fault and
administrative boundaries between logical devices. Each VDC can be considered as a separate device with
its own configuration, resources, users, and management interface.

VDCs define different administrator levels, or roles, that can access and administer each VDC. Commands
outside the scope of a given user role are either hidden from that user’s view or can return an error if the
command is entered. This feature limits the number of users who can access the entire physical device and
introduce traffic-disrupting misconfigurations.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』, for complete
information on virtual device contexts (VDCs) and assigning resources.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for information
on restartability and seamless transitions.

（注）

関連資料
レイヤ 2スイッチング機能に関連するマニュアルは、次のとおりです。

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』

•
•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 6.x』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』

•『Cisco NX-OS Licensing Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 6.x』
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第 3 章

レイヤ 2 スイッチングの設定

この章では、Cisco NX-OSを使用してレイヤ 2スイッチングを設定する方法について説明しま
す。

この章は、次の内容で構成されています。

• レイヤ 2スイッチングについて, 11 ページ

• レイヤ 2スイッチングのライセンス要件, 14 ページ

• MACアドレス設定の前提条件, 14 ページ

• MACアドレスの設定に関する注意事項および制約事項, 15 ページ

• レイヤ 2スイッチングのデフォルト設定, 15 ページ

• レイヤ 2スイッチングの設定手順, 16 ページ

• レイヤ 2スイッチング設定の確認, 23 ページ

• レイヤ 2スイッチングの設定例, 23 ページ

• レイヤ 2スイッチングの追加情報（CLIバージョン）, 24 ページ

• レイヤ 2スイッチングの設定の機能履歴（CLIバージョン）, 25 ページ

レイヤ 2 スイッチングについて

インターフェイスの作成の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。

（注）

レイヤ 2スイッチングポートをアクセスポートまたはトランクポートとして設定できます。ト
ランクは 1つのリンクを介して複数の VLANトラフィックを伝送するので、VLANをネットワー
ク全体に拡張することができます。レイヤ 2スイッチングポートはすべて、MACアドレステー
ブルを維持します。
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ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSHighAvailability
and Redundancy Guide』を参照してください。

（注）

レイヤ 2 イーサネットスイッチングの概要
このデバイスは、レイヤ 2イーサネットセグメント間の同時パラレル接続をサポートします。
イーサネットセグメント間のスイッチド接続が維持されるのは、パケットの伝送時間の長さだけ

です。次のパケットには、別のセグメント間に新しい接続が確立されます。

また、このデバイスでは、各デバイス（サーバなど）を独自の 10、100、1000 Mbps、または 10
ギガビットのコリジョンドメインに割り当てることによって、広帯域デバイスおよび多数のユー

ザによって発生する輻輳の問題を解決できます。各 LANポートが個別のイーサネットコリジョ
ンドメインに接続されるので、スイッチド環境のサーバは全帯域幅にアクセスできます。

衝突はイーサネットネットワークに重大な輻輳を引き起こしますが、有効な解決策の 1つは全二
重通信です。一般的に、10/100Mbpsイーサネットは半二重モードで動作するので、各ステーショ
ンは送信または受信のどちらかしか実行できません。これらのインターフェイスを全二重モード

に設定すると、2つのステーション間で同時に送受信を実行できます。パケットを双方向に同時
に送ることができるので、有効なイーサネット帯域幅は 2倍になります。 1/10ギガビットイーサ
ネットは、全二重モードだけで動作します。

セグメント間のフレームスイッチング

デバイス上の各LANポートは、単一のワークステーション、サーバ、またはワークステーション
やサーバがネットワークへの接続時に経由する他のデバイスに接続できます。

信号の劣化を防ぐために、デバイスは各 LANポートを個々のセグメントとして処理します。異
なるLANポートに接続しているステーションが相互に通信する必要がある場合、デバイスは、一
方の LANポートから他方の LANポートにワイヤ速度でフレームを転送し、各セッションが全帯
域幅を利用できるようにします。

デバイスは、LANポート間で効率的にフレームをスイッチングするために、アドレステーブルを
管理しています。デバイスは、フレームを受信すると、受信した LANポートに、送信側ネット
ワークデバイスのMedia Access Control（MAC;メディアアクセスコントロール）アドレスを関
連付けます。

アドレステーブルの構築およびアドレステーブルの変更

デバイスは、受信したフレームの送信元MACアドレスを使用して、アドレステーブルをダイナ
ミックに構築します。自分のアドレステーブルに登録されていない宛先MACアドレスを持つフ
レームを受信すると、デバイスは、そのフレームを同じ VLANのすべての LANポート（受信し
たポートは除く）に送出します。宛先端末が応答を返してきたら、デバイスは、その応答パケッ

トの送信元MACアドレスとポート IDをアドレステーブルに追加します。以降、その宛先への
フレームを、すべての LANポートに送出せず、単一の LANポートだけに転送します。
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スタティックMACアドレスと呼ばれる、デバイス上の特定のインターフェイスだけをスタティッ
クに示すMACアドレスを設定できます。スタティックMACアドレスは、インターフェイス上
でダイナミックに学習されたMACアドレスをすべて書き換えます。ブロードキャストまたはマ
ルチキャストのアドレスは、スタティックMACアドレスとして設定できません。スタティック
MACエントリは、デバイスのリブート後も保持されます。

Cisco NX-OS Release 4.1(5)以降では、Virtual Port Channels（vPC;仮想ポートチャネル）ピアリン
クで接続された両方のデバイスに同じスタティックMACアドレスを手動で設定する必要があり
ます。MACアドレステーブルの表示が拡張されて、vPCを使用しているMACアドレスに関す
る情報が表示されるようになりました。

vPCに関する情報については、『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Interfaces ConfigurationGuide, Release
6.x』を参照してください。

アドレステーブルは、ハードウェアの I/Oモジュールに応じて多数のMACアドレスエントリを
格納できます。デバイスは、設定可能なエージングタイマーによって定義されるエージングメ

カニズムを使用しているため、アドレスが非アクティブな状態のまま指定時間（秒）が経過する

と、そのアドレスはアドレステーブルから削除されます。

MACポートのセキュリティについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』を参照してください。

スーバーバイザおよびモジュール上で一貫した MAC アドレステーブル
各モジュールのすべてのMACアドレステーブルが、スーパーバイザ上のMACアドレスと正確
に一致するのが理想的です。 Cisco NX-OS 4.1(2)以降では、show forwarding consistency l2コマン
ドを入力すると、デバイスが不一致、欠落、および余分なMACアドレスエントリを表示します。

レイヤ 3 スタティック MAC アドレス
リリース 4.2以降では、すべてのレイヤ 3インターフェイスに対してスタティックMACアドレス
を設定できます。レイヤ 3インターフェイスのデフォルトのMACアドレスは、VDC MACアド
レスです。

スタティックMACアドレスは、次のレイヤ 3インターフェイスに設定できます。

•レイヤ 3インターフェイス

•レイヤ 3サブインターフェイス

•レイヤ 3ポートチャネル

• VLANネットワークインターフェイス

トンネルインターフェイスにはスタティックMACアドレスを設定できません。（注）

レイヤ 3インターフェイスの設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。
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スイッチングのハイアベイラビリティ

従来のイーサネットスイッチングごとに、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード

をシームレスに実行できます。リリース 4.2(1)以降では、レイヤ 3インターフェイス上にスタ
ティックMACアドレスを設定している場合、ソフトウェアをダウングレードするために、これ
らのポートの設定を解除する必要があります。

ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSHighAvailability
and Redundancy Guide』を参照してください。

（注）

レイヤ 2 スイッチングのバーチャライゼーションのサポート
デバイスはVirtualDeviceContext（VDC;仮想デバイスコンテキスト）をサポートしており、MAC
アドレステーブルの設定と操作は VDCにローカルです。

VDCおよびリソースの割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual
Device Context Configuration Guide』を参照してください。

（注）

レイヤ 2 スイッチングのライセンス要件
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

レイヤ 2スイッチングにライセンスは必要あり
ません。ライセンスパッケージに含まれてい

ない機能はすべてCiscoNX-OSシステムイメー
ジにバンドルされており、追加費用は一切発生

しません。CiscoNX-OSのライセンススキーム
の詳細は、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参
照してください。

Cisco NX-OS

ただし、VDCを使用する場合は Advanced Servicesライセンスが必要です。

MAC アドレス設定の前提条件
MACアドレスには次の前提条件があります。
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•デバイスにログインしていること。

•必要に応じて、AdvancedServicesライセンスをインストールし、特定のVDCを開始します。

MAC アドレスの設定に関する注意事項および制約事項
MACアドレスの設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

時間別グループMAC アドレステーブル

128,000エントリM1ラインカード

16,000～ 256,000エントリF1ラインカード

16,000～ 192,000エントリF2ラインカード

NX-OS Release 6.0.1以降、学習モード機能がサポートされます。学習モードには次の注意事項と
制限があります。

FabricPath の非会
話型の学習

FabricPath の会話
型学習

クラシックイーサ

ネット（CE）で会
話型学習をサポー

ト

クラシックイーサ

ネット（CE）で非
会話型の学習をサ

ポート

ラインカード

該当せず該当せず該当せずYesM1

NoYesYesYesF1

Yes（スイッチ仮
想インターフェイ

ス（SVI）が設定
されている場

合）。

YesYesYesF2

レイヤ 2 スイッチングのデフォルト設定
次の表に、レイヤ 2スイッチングのパラメータのデフォルト設定を示します。

表 2：レイヤ 2 スイッチングパラメータのデフォルト値

デフォルトパラメータ

1800秒エージングタイム
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NX-OSRelease6.0.1以降、学習モード機能がサポートされます。次の表に、デフォルトの学習モー
ドパラメータを示します。

表 3：デフォルトの学習モードパラメータ

デフォルトパラメータ

非会話型クラシックイーサネット（CE）VLAN

会話型FabricPath VLAN

レイヤ 2 スイッチングの設定手順

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）

スタティック MAC アドレスの設定
スタティックMACアドレスと呼ばれる、デバイス上の特定のインターフェイスだけをスタティッ
クに示すMACアドレスを設定できます。スタティックMACアドレスは、インターフェイス上
でダイナミックに学習されたMACアドレスをすべて書き換えます。ブロードキャストまたはマ
ルチキャストのアドレスは、スタティックMACアドレスとして設定できません。

はじめる前に

スタティックMACアドレスを設定する前に、正しい VDCを開始していること（または switchto
vdcコマンドを入力済みであること）を確認してください。

手順の概要

1. config t
2. mac address-table static mac-address vlan vlan-id {[drop | interface {type slot/port} | port-channel

number]}
3. exit
4. （任意） show mac address-table static
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

レイヤ 2 MACアドレステーブルに追加するス
タティックMACアドレスを指定します。

mac address-table static mac-address vlan vlan-id
{[drop | interface {type slot/port} | port-channel
number]}

ステップ 2   

例：
switch(config)# mac-address-table static 1.1.1
vlan 2 interface ethernet 1/2

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

スタティックMACアドレスを表示します。
show mac address-table static

例：
switch# show mac address-table static

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   

次に、レイヤ 2 MACアドレステーブルにスタティックエントリを入力する例を示します。
switch# config t
switch(config)# mac address-table static 1.1.1 vlan 2 interface ethernet 1/2
switch(config)#

レイヤ 3 インターフェイス上のスタティック MAC アドレスの設定
リリース 4.2(1)から、レイヤ 3インターフェイス上にスタティックMACアドレスを設定できるよ
うになりました。ブロードキャストまたはマルチキャストのアドレスは、スタティックMACア
ドレスとして設定できません。

トンネルインターフェイス上には、スタティックMACアドレスを設定できません。（注）
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レイヤ 3インターフェイスの設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。

はじめる前に

スタティックMACアドレスを設定する前に、正しい VDCを開始していること（または switchto
vdcコマンドを入力済みであること）を確認してください。

手順の概要

1. config t
2. interface [ethernet slot/port | ethernet slot/port.number | port-channel number | vlan vlan-id]
3. mac-address mac-address
4. exit
5. （任意） show interface [ethernet slot/port | ethernet slot/port.number | port-channel number |

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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

レイヤ 3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 [ethernet slot/port | ethernet
slot/port.number | port-channel number | vlan
vlan-id]

ステップ 2   

スタティックMACアドレスを割り当てる
前に、レイヤ 3インターフェイスを作成
する必要があります。

（注）

例：
switch(config)# interface ethernet 7/3

レイヤ 3インターフェイスに追加するスタティック
MACアドレスを指定します。

mac-address mac-address

例：
switch(config-if)# mac-address
21ab.47dd.ff89
switch(config-if)#

ステップ 3   

インターフェイスモードを終了します。exit

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

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）

レイヤ 3インターフェイスに関する情報を表示しま
す。

show interface [ethernet slot/port | ethernet
slot/port.number | port-channel number | vlan
vlan-id]

例：
switch# show interface ethernet 7/3

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   

次に、スロット 7、ポート 3上のレイヤ 3インターフェイスにスタティックMACアドレスを設定
する例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 7/3
switch(config-if)# mac-address 21ab.47dd.ff89
switch(config-if)#

MAC テーブルのエージングタイムの設定
MACアドレスエントリ（パケットの送信元MACアドレスおよびパケットを学習したポート）
を、レイヤ 2情報を含むMACテーブルに格納しておく時間を設定できます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードまたはVLANコンフィギュレーションモー
ドでMACエージングタイムを設定することもできます。

（注）

はじめる前に

MACテーブルにエージングタイムを設定する前に、正しい VDCを開始していること（または
switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認してください。

手順の概要

1. config t
2. mac address-table aging-time seconds [vlan vlan_id]
3. exit
4. （任意） show mac address-table aging-time
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

エントリが期限切れになり、レイヤ 2 MACアドレス
テーブルから廃棄される前にエージングタイムを指定

mac address-table aging-time seconds [vlan
vlan_id]

例：
switch(config)# mac address-table
aging-time 600

ステップ 2   

します。指定できる範囲は 120～ 918000秒です。デ
フォルトは 1800秒です。 0を入力すると、MACエージ
ングがディセーブルになります。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MACアドレスを保持するエージングタイム設定を表示
します。

show mac address-table aging-time

例：
switch# show mac address-table
aging-time

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   

次に、レイヤ 2 MACアドレステーブルのエントリのエージングタイムを 600秒（10分）に設定
する例を示します。

switch# config t
switch(config)# mac address-table aging-time 600
switch(config)#

VLAN の学習モードの設定
NX-OS Release 6.0.1以降、VLANの学習モードの設定がサポートされます。設定された学習モー
ドに基づいて、CiscoNX-OSソフトウェアは、会話型または非会話型のいずれでもMACをハード
ウェアにインストールできます。
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はじめる前に

VLANの学習モードを設定する前に、正しい VDCを開始していることを確認します（または
switchto vdcコマンドを入力します）。

手順の概要

1. config t
2. mac address-table learning-mode conversational vlan-range of CE-vlans
3. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

レイヤ 2MACアドレステーブルに学習モードを
指定します。会話型学習と非会話型学習が選択

できます。

mac address-table learning-mode conversational
vlan-range of CE-vlans

例：
switch(config)# mac address-table
learning-mode conversational vlan1

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

次に、レイヤ 2 MACアドレステーブルのエントリのエージングタイムを 600秒（10分）に設定
する例を示します。

switch# config t
switch(config)# mac address-table learning-mode conversational vlan1
switch(config)# end
switch(config)# show mac address-table learning-mode

MAC アドレステーブルの整合性検査
リリース 4.1(2)から、スーパーバイザ上のMACアドレステーブルとすべてのモジュールの一致
を確認できるようになりました。
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手順の概要

1. show forwarding consistency l2 {module_number}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

スーパーバイザと指定のモジュールの間の、矛

盾、不足、余分なMACアドレスを表示します。
show forwarding consistency l2 {module_number}

例：
switch# show forwarding consistency l2 7
switch#

ステップ 1   

次に、スーパーバイザと指定のモジュールの間の、MACアドレステーブル内の矛盾、不足、余
分なエントリを表示する例を示します。

switch# show forwarding consistency l2 7
switch#

MAC テーブルからのダイナミックアドレスのクリア
MACアドレステーブルにある、すべてのダイナミックレイヤ 2エントリをクリアできます。

はじめる前に

ダイナミックMACテーブルをクリアする前に、正しいVDCを開始していること（または switchto
vdcコマンドを入力済みであること）を確認してください。

手順の概要

1. clear mac address-table dynamic {address mac_addr} {interface [ethernet slot/port | loopback
number | port-channel channel-number]} {vlan vlan_id}

2. （任意） show mac address-table

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

レイヤ 2のMACアドレステーブルから、
ダイナミックアドレスエントリをクリアし

ます。

clear mac address-table dynamic {address mac_addr}
{interface [ethernet slot/port | loopback number |
port-channel channel-number]} {vlan vlan_id}

例：

switch# clear mac address-table dynamic

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

MACアドレステーブルを表示します。
show mac address-table

例：
switch# show mac address-table

ステップ 2   

次に、レイヤ 2 MACアドレステーブルからダイナミックエントリをクリアする例を示します。
switch# clear mac address-table dynamic
switch#

レイヤ 2 スイッチング設定の確認
レイヤ 2スイッチングの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

MACアドレステーブルに関する情報を表示し
ます。

show mac address-table

MACアドレステーブルに設定されているエー
ジングタイムの情報を表示します。

show mac address-table aging-time

MACアドレステーブルのスタティックエント
リの情報を表示します。

show mac address-table static

インターフェイスのMACアドレスとバーンド
インMACアドレスを表示します。

show interface [interface] mac-address

モジュールとスーパーバイザのテーブル間の不

一致、不明、および追加のMACアドレスを表
示します。

show forwarding consistency l2 {module}

これらのコマンド出力の詳細については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OSLayer 2 SwitchingCommand
Reference』を参照してください。

レイヤ 2 スイッチングの設定例
次に、スタティックMACアドレスを追加し、MACアドレスのデフォルトのグローバルエージン
グタイムを変更する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# mac address-table static 0000.0000.1234 vlan 10 interface ethernet 2/15
switch(config)# mac address-table aging-time 120
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レイヤ 2 スイッチングの追加情報（CLI バージョン）

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide, Release 6.x』

ポートセキュリティ、スタティックMACアド
レス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』

インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

仮想デバイスコンテキスト（VDC）

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide, Release 6.x』

システム管理

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes,
Release 6.x』

リリースノート

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規または改訂され

た標準規格はありません。また、この機能によ

る既存の標準規格サポートの変更はありませ

ん。
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レイヤ 2 スイッチングの設定の機能履歴（CLI バージョ
ン）

次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 4：レイヤ 2 スイッチングの設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

VLANに、会話型または非
会話型の学習モードを設定

できます。

6.0(1)VLANの学習モード

レイヤ3インターフェイス
にスタティックMACアド
レスを設定できます。

4.2(1)レイヤ3インターフェイス
スタティックMACアドレ
ス

vPCがイネーブルおよび実
行中であるときの、追加情

報を表示します。

4.1(2)show mac address-table

show forwarding
consistency l2コマンドを実
行すると、MACアドレス
テーブルでモジュール間に

不整合があるエントリが表

示されます。

4.1(2)レイヤ 2の整合性
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第 4 章

VLAN の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上で仮想 LAN（VLAN）を設定する方法について説明しま
す。

この章は、次の内容で構成されています。

• Information About VLANs, 27 ページ

• Licensing Requirements for VLANs, 32 ページ

• Prerequisites for Configuring VLANs, 33 ページ

• Guidelines and Limitations for Configuring VLANs, 33 ページ

• VLANのデフォルト設定, 33 ページ

• Configuring a VLAN, 34 ページ

• VLANの設定の確認, 43 ページ

• VLAN統計情報の表示とクリア, 44 ページ

• VLANの設定例, 44 ページ

• VLANの追加情報（CLIバージョン）, 44 ページ

• VLAN設定の機能履歴（CLIバージョン）, 46 ページ

Information About VLANs

Beginning with Cisco Release 5.2(1) for Cisco Nexus 7000 Series devices, you can create Fibre Channel
over Ethernet (FCoE) VLANs. For more information, see the『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide
for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』.

（注）

You can use VLANs to divide the network into separate logical areas at the Layer 2 level. VLANs can also
be considered as broadcast domains.
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Any switch port can belong to a VLAN, and unicast broadcast and multicast packets are forwarded and flooded
only to end stations in that VLAN. Each VLAN is considered a logical network, and packets destined for
stations that do not belong to the VLAN must be forwarded through a router.

VLANs Overview
AVLAN is a group of end stations in a switched network that is logically segmented by function or application,
without regard to the physical locations of the users. VLANs have the same attributes as physical LANs, but
you can group end stations even if they are not physically located on the same LAN segment.

Any switch port can belong to a VLAN, and unicast, broadcast, and multicast packets are forwarded and
flooded only to end stations in that VLAN. Each VLAN is considered as a logical network, and packets
destined for stations that do not belong to the VLANmust be forwarded through a router. The following figure
shows VLANs as logical networks. The stations in the engineering department are assigned to one VLAN,
the stations in the marketing department are assigned to another VLAN, and the stations in the accounting
department are assigned to another VLAN.

図 2： VLANs as Logically Defined Networks

VLANs are usually associated with IP subnetworks. For example, all the end stations in a particular IP subnet
belong to the same VLAN. To communicate between VLANs, you must route the traffic.

By default, a newly created VLAN is operational; that is, the newly created VLAN is in the no shutdown
condition. Additionally, you can configure VLANs to be in the active state, which is passing traffic, or the
suspended state, in which the VLANs are not passing packets. By default, the VLANs are in the active state
and pass traffic.

A VLAN interface, or switched virtual interface (SVI), is a Layer 3 interface that is created to provide
communication between VLANs. In order to route traffic between VLANs, you must create and configure a
VLAN interface for each VLAN. Each VLAN requires only one VLAN interface.
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See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』 for complete
information on configuring VLAN interfaces, and subinterfaces, as well as assigning IP addresses. This
feature must be enabled before you can configure VLAN interfaces.

（注）

VLAN Ranges

The extended system ID is always automatically enabled in Cisco NX-OS devices.（注）

The device supports up to 4094 VLANs in accordance with the IEEE 802.1Q standard in each VDC. The
software organizes these VLANs into ranges, and you use each range slightly differently.

This table describes the VLAN ranges.

表 5：VLAN Ranges

UsageRangeVLANs Numbers

Cisco default. You can use this
VLAN, but you cannot modify or
delete it.

Normal1

You can create, use, modify, and
delete these VLANs.

Normal2—1005

You can create, name, and use
these VLANs. You cannot change
the following parameters:

• The state is always active.

• The VLAN is always
enabled. You cannot shut
down these VLANs.

Extended1006—3967 and 4048—4093

These 80VLANs andVLAN 4094
are allocated for internal device
use. You cannot create, delete, or
modify any VLANs within the
block reserved for internal use.

Internally allocated3968-4047 and 4094
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UsageRangeVLANs Numbers

Beginning with Cisco release
5.2(1) for Cisco Nexus 7000 Series
devices, VLANs 3968 to 4095 are
reserved for internal use in each
VDC by default.

You can change the reserved
VLANs to any other 128
contiguous VLAN range. When
you reserve such a range, it frees
up the range of VLANs that were
allocated for internal use by
default, and all of those VLANs
are available for user configuration
except for VLAN 4095. All VDCs
inherit the new reserved range of
VLANs.

VLAN 0 is reserved for
8.01.p trafffic.

（注）

Internally allocated3968-4095

4095 is reserved and
unused as per 802.1Q
standard.

（注）

The software allocates a group of VLAN numbers for features like multicast and diagnostics, that need to use
internal VLANs for their operation. You cannot use, modify, or delete any of the VLANs in the reserved
group. You can display the VLANs that are allocated internally and their associated use.

Beginning with Cisco NX-OS Release 5.2(1), the system allocates a block of 128 reserved VLANs (3968 to
4094) for these internal uses. You can change the block of 128 reserved VLANs to occupy another range of
128 adjacent VLANs. For example, you can change the reserved block of VLANs to be 400 to 528. You
cannot assign a previously created VLAN as part of the 128 range of reserved VLANs. Anytime you change
the reserved block of VLANs for the device, you must do the following:

• Enter the copy running-configuration startup-configuration command

• Reload the device

When you change the range of reserved VLANs, the existing configurations for the new range of VLANs
get deleted. A warning note is displayed as in the following example:
switch(config)# system vlan 2000 reserve
This will delete all configs on vlans 2000-2127. Continue anyway? (y/n) [no] y
Note: After switch reload, VLANs 2000-2127 will be reserved for internal use.

This requires copy running-config to startup-config before
switch reload. Creating VLANs within this range is not allowed.

switch(config)#

（注）

To return to the default block of reserved VLANs (3968 to 4094), you must enter the no system reserve vlan
command. The write-erase procedure does not restore the default reserved VLAN range to 3968 to 4094.
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Creating, Deleting, and Modifying VLANs
Beginning with Cisco NX-OSRelease 5.1(1) , you can configure a VLANwithout actually creating the VLAN.
This procedure is used for IGMP snooping, VTP, and other configurations.

By default, all Cisco NX-OS ports are Layer 3 ports.（注）

VLANs are numbered from 1 to 4094 for each VDC. All ports that you have configured as switch ports belong
to the default VLAN when you first bring up the switch as a Layer 2 device. The default VLAN (VLAN1)
uses only default values, and you cannot create, delete, or suspend activity in the default VLAN.

You create a VLAN by assigning a number to it; you can delete VLANs and move them from the active
operational state to the suspended operational state. If you attempt to create a VLAN with an existing VLAN
ID, the device goes into the VLAN submode but does not create the same VLAN again.

Newly created VLANs remain unused until Layer 2 ports are assigned to the specific VLAN. All the ports
are assigned to VLAN1 by default.

Depending on the range of the VLAN, you can configure the following parameters for VLANs (except the
default VLAN):

• VLAN name

• VLAN state

• Shutdown or not shutdown

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces ConfigurationGuide, Release 6.x』 for information
on configuring ports as VLAN access or trunk ports and assigning ports to VLANs.

（注）

When you delete a specified VLAN, the ports associated to that VLAN become inactive and no traffic flows.
When you delete a specified VLAN from a trunk port, only that VLAN is shut down and traffic continues to
flow on all the other VLANs through the trunk port.

However, the system retains all the VLAN-to-port mapping for that VLAN, and when you reenable or re-create,
that specified VLAN, the system automatically reinstates all the original ports to that VLAN. The static MAC
addresses and aging time for that VLAN are not restored when the VLAN is reenabled.

Commands entered in the VLAN configuration submode are immediately executed. Beginning with Cisco
release 5.1 for Nexus 7000 series devices, youmust exit the VLAN configuration submode for configuration
changes to take effect.

（注）

High Availability for VLANs
The software supports high availability for both stateful and stateless restarts, as during a cold reboot, for
VLANs. For the stateful restarts, the software supports a maximum of three retries. If you try more than 3
times within 10 seconds of a restart, the software reloads the supervisor module.
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You can upgrade or downgrade the software seamlessly when you use VLANs.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for complete
information on high availability features.

（注）

Virtualization Support for VLANs
The software supports virtual device contexts (VDCs), and VLAN configuration and operation are local to
the VDC.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』, for complete
information on VDCs and assigning resources.

（注）

Each VLAN must have all of its ports in the same VDC. If you do not have enough resources allocated to the
VDC, the software returns an error message.

When you create a new VDC, the device automatically creates a new default VLAN, VLAN1, and internally
reserves VLANs for device use.

You can re-use the same numbers for VLANs in different VDCs.

One or more VLANs can be associated with a role to either allow or disallow the user to configure it. When
a VLAN is associated with a role, the corresponding interfaces will also be subjected to the same check. For
instance, if a role is allowed to access VLAN1, then that role also has access to the interfaces that have that
VLAN. If an interface does not have the VLAN associated with a role, that interface is not accessible to that
role.

Licensing Requirements for VLANs
The following table shows the licensing requirements for this feature.

License RequirementProduct

VLANs require no license. Any feature not included
in a license package is bundled with the Cisco NX-OS
system images and is provided at no extra charge to
you. For a complete explanation of the Cisco NX-OS
licensing scheme, see the『Cisco NX-OS Licensing
Guide』.

Cisco NX-OS

However, using VDCs requires an Advanced Services license.
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Prerequisites for Configuring VLANs
VLANs have the following prerequisites:

• You must be logged onto the device.

• If necessary, install the Advanced Services license and enter the desired VDC. Ensure that you have
allocated enough resources for that VDC. See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』, for information on creating VDCs and allocating resources.

• You must create the VLAN before you can do any modification of that VLAN.

Guidelines and Limitations for Configuring VLANs
VLANs have the following configuration guidelines and limitations:

• The maximum number of VLANs per VDC is 4094.

• You can reuse VLAN ID numbers in different VDCs. For example, you can have VLAN10 in the default
VDC and a completely separate VLAN10 in a newly created VDC, such as VDC 2.

• You can configure a single VLAN or a range of VLANs.

• You cannot create, modify, or delete any VLANs that are within the group of VLANs reserved for
internal use.

• VLAN1 is the default VLAN. You cannot create, modify, or delete this VLAN.

• VLANs 1006 to 4094 are always in the active state and are always enabled. You cannot suspend the
state or shut down these VLANs.

VLAN のデフォルト設定
次の表に、VLANパラメータのデフォルト設定を示します。

表 6：VLAN パラメータのデフォルト値

デフォルトパラメータ

イネーブルVLANs

VLAN1：スイッチポートとし
て設定したポートは、VLAN1
に割り当てられます。

VLAN

1VLAN ID
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デフォルトパラメータ

•デフォルト VLAN
（VLAN1）- default

•他のすべての VLAN：
VLAN vlan-id

VLAN名

アクティブVLANステート

イネーブル：RapidPVST+がイ
ネーブル

STP

ディセーブルVTP

1VTPバージョン

Configuring a VLAN

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on assigning Layer 2 interfaces to VLANs (access or trunk ports). All interfaces are in VLAN1 by default.

（注）

If you are familiar with the Cisco IOS CLI, be aware that the Cisco NX-OS commands for this feature
might differ from the Cisco IOS commands that you would use.

（注）

VLAN の作成と削除（CLI バージョン）
デフォルトのVLANおよびデバイス用に内部的に割り当てられたVLAN以外は、すべてのVLAN
を作成または削除できます。

VLANを作成すると、その VLANは自動的にアクティブステートになります。

VLANを削除すると、そのVLANに関連するポートは非アクティブになります。したがって、
廃棄されるトラフィックフローやパケットはありません。トランクポートの場合、ポートは

オープンしたたままで、削除した VLANを除く他のすべての VLANからのトラフィックが引
き続き転送されます。

（注）
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作成する VLANの範囲内に作成できない VLANが含まれていると、作成できない VLANがリス
トされたメッセージが戻されますが、指定範囲内の他の VLANはすべて作成されます。

VLANコンフィギュレーションサブモードで VLANの作成と削除を行うこともできます。（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. vlan {vlan-id | vlan-range}
3. exit
4. （任意） show vlan
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLANまたはVLANの範囲を作成します。割り当て済みのVLAN
番号を入力すると、その VLANの VLANコンフィギュレーショ

vlan {vlan-id | vlan-range}

例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

ンサブモードが開始されます。内部的に割り当てられている

VLANに割り当てられている番号を入力すると、エラーメッセー
ジが返されます。 VLANの範囲を入力し、指定 VLANの 1つ以
上が、内部的に割り当てられた VLANの範囲外である場合、コ
マンドは範囲外の VLANだけで有効になります。指定できる範
囲は 2～ 4094です。VLAN1はデフォルト VLANであり、作成
や削除はできません。内部使用のために予約されている VLAN
の作成や削除はできません。

VLANモードを終了します。exit

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

VLANの情報およびステータスを表示します。
show vlan

例：
switch# show vlan

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)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次の例は、15～ 20の範囲で VLANを作成する方法を示しています。

switch# config t
switch(config)# vlan 15-20
switch(config-vlan)#

VLAN コンフィギュレーションサブモードの開始
VLANの次のパラメータの設定または変更を行うには、VLANコンフィギュレーションサブモー
ドを開始する必要があります。

• Name

• State

• Shut down

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. vlan {vlan-id | vlan-range}
3. exit
4. （任意） show vlan
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLAN設定サブモードにします。このサブモードでは、
VLANまたは VLAN範囲に対して、名前の指定、ステー

vlan {vlan-id | vlan-range}

例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

トの設定、ディセーブル化、およびシャットダウンを実

行できます。

VLAN1または内部的に割り当てられた VLANに対して
は、これらの値を変更できません。

VLANコンフィギュレーションモードを終了します。exit

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

ステップ 3   

（任意）

VLANの情報およびステータスを表示します。
show vlan

例：
switch# show vlan

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、VLANコンフィギュレーションサブモードを開始して、終了する例を示します。
switch# config t
switch(config)# vlan 15
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

VLAN の設定
VLANの次のパラメータの設定または変更を行うには、VLANコンフィギュレーションサブモー
ドを開始する必要があります。

• Name

• State

• Shut down
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デフォルト VLANまたは内部的に割り当てられた VLANの作成、削除、変更はできません。
また、一部の VLANでは変更できないパラメータがあります。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. vlan {vlan-id | vlan-range}
3. name vlan-name
4. state {active | suspend}
5. no shutdown
6. exit
7. （任意） show vlan
8. （任意） show vtp status
9. （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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLAN設定サブモードにします。既存のVLANではない場合、指
定した VLANが作成され、VLANコンフィギュレーションサブ
モードが開始されます。

vlan {vlan-id | vlan-range}

例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

VLANに名前を付けます。32文字までの英数字を入力してVLAN
に名前を付けることができます。 VLAN1または内部的に割り当

name vlan-name

例：
switch(config-vlan)# name
accounting

ステップ 3   

てられている VLANの名前は変更できません。デフォルト値は
VLANxxxxであり、xxxxは、VLAN ID番号と等しい 4桁の数字
（先行ゼロも含む）を表します。
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目的コマンドまたはアクション

VLANのステート（アクティブまたは一時停止）を設定します。
VLANステートを一時停止にすると、そのVLANに関連付けられ

state {active | suspend}

例：
switch(config-vlan)# state
active

ステップ 4   

たポートが非アクティブになり、VLANのトラフィック転送が停
止します。デフォルトステートは activeです。デフォルトVLAN
および VLAN 1006～ 4094のステートを一時停止にすることはで
きません。

VLANをイネーブルにします。デフォルト値は no shutdown（イ
ネーブル）です。デフォルト VLANの VLAN1、または VLAN
1006～ 4094はシャットダウンできません。

no shutdown

例：
switch(config-vlan)# no shutdown

ステップ 5   

VLANコンフィギュレーションサブモードを終了します。exit

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

ステップ 6   

（任意）

VLANの情報およびステータスを表示します。
show vlan

例：
switch# show vlan

ステップ 7   

（任意）

VLANトランキングプロトコル（VTP）の情報およびステータス
を表示します。

show vtp status

例：
switch# show vtp status

ステップ 8   

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

VLANコンフィギュレーションサブモードで入力した
コマンドはすぐに実行されます。 Nexus 7000シリーズ
デバイスのCiscoRelease5.1以降では、コンフィギュレー
ションの変更を反映するためにVLANコンフィギュレー
ションサブモードを終了する必要があります。

（注）

次の例は、VLAN 5のオプションパラメータを設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)# name accounting
switch(config-vlan)# state active
switch(config-vlan)# no shutdown
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#
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予約された VLAN の範囲の変更
予約されたVLANの範囲を変更するには、コンフィギュレーションモードで作業を行う必要があ
ります。このコマンドを入力すると、次の作業をする必要があります。

• copy running-config startup-configコマンドを入力

•デバイスのリロード

手順の概要

1. config t
2. system vlan {start-vlan} reserve
3. copy running-config startup-config
4. reload
5. （任意） show system vlan reserved

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

目的の範囲の開始 VLAN IDを指定することにより、予約済
みの VLANの範囲を変更できます。

system vlan {start-vlan} reserve

例：
switch(config)# system vlan 2000 reserve
This will delete all configs on vlans

ステップ 2   

予約済みの VLANを、128の隣接する他の VLAN範囲に変
更できます。このような範囲を予約すると、内部使用のた

2000-2127. Continue anyway? (y/n) [no]
めにデフォルトで割り当てられた VLAN範囲が解放され、y

それらの VLANはすべて VLAN 4094を除くユーザ設定に使Note: After switch reload, VLANs
2000-2127 will be reserved for internal

用できます。すべてのVDCは予約された新しいVLANの範
囲を継承します。

use.
This requires copy running-config

to startup-config before
switch reload. Creating VLANs

予約済みVLAN（3968～4094）のデフォルトの範
囲に戻すには、no system vlan reserveコマンドを
入力する必要があります。

（注）within this range is not allowed.
switch(config)#

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

ステップ 3   

予約済みのブロックを変更した場合、このコマン

ドを入力する必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

ソフトウェアをリロードし、VLANの範囲の変更が有効にな
ります。

reload

例：
switch(config)# reload

ステップ 4   

このコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 6.x』を参照
してください。

（任意）

VLAN範囲に対して設定された変更を表示します。
show system vlan reserved

例：
switch(config)# show system vlan
reserved

ステップ 5   

次に、予約済みの VLAN範囲を変更する例を示します。
switch# config t
switch(config)# system vlan 2000 reserve
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)# reload
switch(config)# show system vlan reserved

この変更を有効にするには、デバイスをリロードする必要があります。（注）

VLAN 作成前の VLAN 設定
CiscoNX-OSRelease 5.1(1)以降は、VLANを作成する前に、VLANを設定できます。この手順は、
IGMPスヌーピング、VTPおよび他の設定に使用されます。

show vlanコマンドでは、vlanコマンドを使用してそれを作成しない限り、これらの VLANは
表示されません。

（注）

手順の概要

1. config t
2. vlan configuration {vlan-id}
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

実際にこれらを作成しないで VLANを設定で
きるようにします。

vlan configuration {vlan-id}

例：
switch(config)# vlan configuration 20
switch(config-vlan-config)#

ステップ 2   

次に、これを作成する前に VLANを設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# vlan configuration 20
switch(config-vlan-config)#

VLAN ロングネームのイネーブル化
Cisco NX-OS Release 6.1.0以降では、128文字までの VLANロングネームを設定できます。

はじめる前に

VTPはトランスペアレントまたはオフモードである必要があります。 VTPは、クライアントま
たはサーバモードにすることはできません。 VTPの詳細については「VTPの設定」の章を参照
してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. system vlan long-name
3. （任意） copy running-config startup-config
4. show running-config vlan

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   
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目的コマンドまたはアクション

128文字までの VLAN名をイネーブルにできます。system vlan long-name

例：
switch(config)# system vlan long-name

ステップ 2   

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 3   

システム VLANのロングネーム機能がイネーブルであ
ることを確認します。

show running-config vlan

例：
switch(config)# show running-config vlan

ステップ 4   

次に、VLANロングネームをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# system vlan long-name
switch(config)# copy running config startup config
switch(config)# show running-config vlan

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

目的コマンド

VLAN情報を表示します。show running-config vlan vlan-id

VLAN情報を表示します。show vlan [all-ports | brief | id vlan-id | name name
| dot1q tag native]

VLAN情報の要約を表示します。show vlan summary

VTP情報を表示します。show vtp status

システムに予約されているVLAN範囲を表示し
ます。

show system vlan reserved

これらのコマンド出力の詳細については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OSLayer 2 SwitchingCommand
Reference』を参照してください。
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VLAN 統計情報の表示とクリア
VLANの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

すべての VLANまたは指定した VLANのカウ
ンタをクリアします。

clear vlan [id vlan-id] counters

各 VLANのレイヤ 2パケット情報を表示しま
す。

show vlan counters

VLAN の設定例
次に、VLANを作成して名前を指定し、ステートをアクティブにして、管理上のアップに設定す
る例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# name test
switch(config-vlan)# state active
switch(config-vlan)# no shutdown
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

VLAN の追加情報（CLI バージョン）

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Command
Reference』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

NX-OSレイヤ 2スイッチングの設定

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Configuration Guide,
Release 6.x』

インターフェイス、VLANインターフェイス、IPアドレス指
定、ポートチャネル
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参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Multicast Routing Configuration
Guide』

マルチキャストルーティング

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Fundamentals Configuration
Guide, Release 6.x』

NX-OSの基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
High Availability and Redundancy
Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
SystemManagement Configuration
Guide, Release 6.x』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context
Configuration Guide』

仮想デバイスコンテキスト（VDC）

『CiscoNX-OS LicensingGuide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes, Release 6.x』

リリースノート

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規または改訂され

た標準規格はありません。また、この機能によ

る既存の標準規格サポートの変更はありませ

ん。
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MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

CISCO-VLAN-MEMBERSHIPMIBには、次のも
のが含まれます。

• vmMembership Table

• MIBvmMembershipSummaryTable

• MIBvmMembershipSummaryTable

VLAN 設定の機能履歴（CLI バージョン）
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 7：VLAN 設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

VLANロングネームを設定できます。6.1(1)VLANロングネーム設定します。

システムが予約する VLANの範囲を
変更できます。

5.2(1)ダイナミックシステムに予約されて

いる VLAN範囲

VLANを作成する前に、VLANを設
定できます。

5.1(1)VLANを作成する前に、VLANを設
定します。

--4.2(1)変更なし

デバイスは VTPをトランスペアレン
トモードで実行します。

4.1(2)VLANトランキングプロトコル
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第 5 章

VTP の設定

この章では、CiscoNX-OSデバイスでVLANトランキングプロトコル（VTP）およびVTPプルー
ニングを設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• VTPの概要, 47 ページ

• デフォルト設定, 50 ページ

• VTPの設定, 51 ページ

• VTPプルーニングの設定, 53 ページ

VTP の概要
Cisco NX-OS Release 5.1(1)以降、VTPおよび VTPプルーニングは、VTPバージョン 1および 2で
サポートされます。Release 5.1(1)よりも前のリリースでは、VTPトランスペアレントモードだけ
がサポートされていました。

Cisco NX-OS Release 5.1(1)以降、実際に VLANを作成しないで VLANを設定できます。詳細
については、VLAN作成前の VLAN設定, （41ページ）を参照してください。

（注）

VTP
VTP is a Layer 2 messaging protocol that maintains VLAN consistency by managing the addition, deletion,
and renaming of VLANs within a VTP domain. A VTP domain is made up of one or more network devices
that share the same VTP domain name and that are connected with trunk interfaces. Each network device can
be in only one VTP domain.

Layer 2 trunk interfaces, Layer 2 port channels, and virtual port channels (vPCs) support VTP functionality.
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The VTP is disabled by default on the device. You can enable and configure VTP using the command-line
interface (CLI). When VTP is disabled, the device does not relay any VTP protocol packets.

For information about enabling and configuring VTP, see the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Configuration Guide』.

Before Release 5.1(1), VTP worked only in transparent mode in the Cisco Nexus 7000 Series devices,
allowing you to extend a VTP domain across the device.

（注）

When the device is in the VTP transparent mode, the device relays all VTP protocol packets that it receives
on a trunk port to all other trunk ports. When you create or modify a VLAN that is in VTP transparent mode,
those VLAN changes affect only the local device. A VTP transparent network device does not advertise its
VLAN configuration and does not synchronize its VLAN configuration based on received advertisements.

VLAN 1 is required on all trunk ports used for switch interconnects if VTP is supported in the network.
Disabling VLAN 1 from any of these ports prevents VTP from functioning properly.

（注）

If you enable VTP, you must configure either version 1 or version 2. If you are using VTP in a Token Ring
environment, you must use version 2.

VTP の概要
VTPは、各ルータまたは LANデバイスがトランクポートのフレームでアドバタイズメントを送
信することを可能にします。これらのフレームは、すべてのネイバーデバイスで受信できるマル

チキャストアドレスに送信されます。これらは通常のブリッジングの手順では転送されません。

アドバタイズメントは、送信側デバイスのVTP管理ドメイン、設定のリビジョン番号、認識して
いるVLAN、既知の各VLANの特定のパラメータを示します。これらのアドバタイズメントの検
知によって、同じ管理ドメイン内のすべてのデバイスは、送信デバイスで設定されている新しい

VLANについて学習します。このプロセスは、管理ドメイン内の 1台の装置だけに新しい VLAN
を作成し、設定できます。またその後、同じ管理ドメイン内の他のすべてのデバイスによって情

報が自動的に学習されます。

デバイスがVLANについて学習すると、デバイスはデフォルトでトランクポートからそのVLAN
上のすべてのフレームを受信し、必要に応じて、他のトランクポートへそれらを転送します。こ

のプロセスは、不要なVLANのトラフィックがデバイスに送信されるのを防ぎます。VTPプルー
ニングと呼ばれるVTPの拡張は、ブロードキャストトラフィックの範囲を制限し、帯域幅を節約
するために定義されたものです。 Release 5.1(1)以降、Cisco NX-OSソフトウェアでは、VTPプ
ルーニングをサポートします。

VTPは、Cisco Discovery Protocol（CDP）など他のプロセスで読み取ることができる共有ローカル
データベースで、ドメインおよびモードに関する情報をパブリッシュします。

VTP モード
Release 5.1(1)以降では、VTPは次のモードでサポートされます。
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•トランスペアレント：他のすべてのトランクポートにトランクポート上で受信したすべて
のVTPプロトコルパケットを中継することが可能です。VTPトランスペアレントモードの
VLANを作成または変更するとき、それらの VLANの変更は、ローカルデバイスだけに影
響します。 VTPトランスペアレントネットワークデバイスは、VLAN設定をアドバタイズ
せず、受信したアドバタイズに基づいて同期化することもありません。これらの VLANは
トークンリング用に予約されているため、VTPクライアント/サーバモードでVLANを 1002
～ 1005に設定できません。

•サーバ：ネットワーク全体で VLANの作成、削除、および変更が可能です。 VTPバージョ
ンなど、その他の設定オプションを設定し、VTPドメイン全体で VTPプルーニングをオン/
オフすることもできます。 VTPサーバは、同一 VTPドメイン内の他のスイッチに、自らの
VLAN設定をアドバタイズし、トランクリンクを介して受信したメッセージに基づいて、自
らのVLAN設定を他のスイッチと同期させます。Release 5.1(1)以降、サーバモードがデフォ
ルトのモードです。 VLAN情報はブートフラッシュに格納され、リブート後に削除されま
せん。

•クライアント：VTPクライアントは、VTPサーバと同様に動作しますが、VTPクライアント
上で VLANの作成、変更、または削除を行うことはできません。

•オフ：非トランスペアレントモードと同様に動作しますが、VTPパケットを転送しません。
オフモードでは、VTPを実行しないで CISCO-VTP-MIBを使用して VLANをモニタするこ
とができます。 Cisco Nexus 7000シリーズデバイスでは、VTPが条件付きサービスであるた
め、MIBは、対応する機能がイネーブルの場合にだけロードされます。 CISCO-VTP-MIBは
この規則に従いません。VLANマネージャによってロードされ、VTPのプロセスがイネーブ
ルまたはディセーブルのどちらになっているか、常に正しい値を返します。

Cisco NX-OSリリース 6.1（1）以降、VTPがトランスペアレントまたはオフモードの場合、128
文字までの VLANロングネームを設定できます。 VTPがクライアントモードまたはサーバモー
ドの場合、VLANロングネームをイネーブルにできません。詳細については、「VLANの設定」
の章を参照してください。

インターフェイス単位の VTP
VTPでは、VTPトラフィックを制御するために、ポート単位でVTPプロトコルをイネーブル、ま
たはディセーブルにすることができます。トランクがスイッチまたはエンドデバイスに接続され

ている場合、着信 VTPパケットをドロップし、この特定のトランクで VTPアドバタイズメント
を防ぎます。デフォルトでは、VTPはすべてのスイッチポートでイネーブルになります。

VTP プルーニング
VLANアーキテクチャはVLAN内でアクティブになっているデバイスが存在しないスイッチにつ
ながる場合でも、VLANがトランクポート間で送信される際にすべてのフラッディングトラフィッ
クが必要です。この方法では、無駄なネットワーク帯域幅が発生します。

VTPプルーニングは、すべてのアクティブなネットワークデバイスに到達可能なトランクポート
だけにフラッディングトラフィックを制限することによって、ネットワーク帯域幅の使用状況を
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最適化します。このプロトコルが使用されている場合、適切な Joinメッセージを受信できない限
り、トランクポートは特定の VLANのためのフラッディングトラフィックを受信しません。

Joinメッセージは、すでに VTPプロトコルのバージョン 1でサポートされているものに加えて、
新しいメッセージタイプとして定義されます。 VTPを実装すると、生成するサマリーアドバタ
イズメントのメッセージの最後に特別な TLVを付けることにより、この拡張がサポートされま
す。 VTPトランスペアレントモードでは、VTPはすべての VTPパケットを中継し、プルーニン
グは VTPのサマリーパケットでスイッチによる TLVの処理を必要とします。 VTPトランスペア
レントモードでは、プルーニングを使用できません。

VTP プルーニングとスパニングツリープロトコル
VTPは起動時に STPを照会し、STPによって生成される通知をリスニングすることによってスパ
ニングツリープロトコル（STP）フォワーディングステートでトランクポートのリストを保持し
ます。

VTPは、STPとの相互作用によって、プルーニングまたは結合されたステートにトランクポート
を設定します。STPは、トランクポートがブロッキングステートまたはフォワーディングステー
トになると、VTPに通知します。 VTPは、トランクポートがプルーニングまたは結合されると
STPに通知します。

デフォルト設定
次の表に、VTPパラメータのデフォルト設定を示します。

表 8：デフォルトの VTP パラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブルVTP

トランスペアレントVTPモード

ブランクVTPドメイン

1VTPバージョン

ディセーブルVTPプルーニング

イネーブルインターフェイス単位の VTP
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VTP の設定
Cisco NX-OSデバイスで VTPを設定できます。

VTPがネットワークのトランスペアレントモードで使用されている場合、スイッチの相互接
続に使用されるすべてのトランクポートで VLAN 1が必要です。これらのポートのいずれか
から VLAN 1をディセーブルにすると、VTPはトランスペアレントモードで適切に機能しな
くなります。

（注）

Release 5.1(1)よりも前のリリースでは、VTPはトランスペアレントモードでのみ動作してい
ました。

（注）

はじめる前に

正しい仮想デバイスコンテキスト（VDC）を開始していることを確認します（または switchtovdc
コマンドを入力します）。VDCが異なっていても同じVLAN名と IDを使用できるので、正しい
VDCで作業していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. feature vtp
3. vtp domain domain-name
4. vtp version {1 | 2}
5. vtp mode {client | server| transparent| off}
6. vtp file file-name
7. vtp password password-value
8. exit
9. （任意） show vtp status
10. （任意） show vtp counters
11. （任意） show vtp interface
12. （任意） show vtp password
13. （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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

デバイスの VTPをイネーブルにします。デフォルト
はディセーブルです。

feature vtp

例：
switch(config)# feature vtp
switch(config)#

ステップ 2   

このデバイスを参加させる VTPドメインの名前を指
定します。デフォルトは空白です。

vtp domain domain-name

例：
switch(config)# vtp domain accounting

ステップ 3   

使用する VTPバージョンを設定します。デフォルト
はバージョン 1です。

vtp version {1 | 2}

例：
switch(config)# vtp version 2

ステップ 4   

VTPモードをクライアント、サーバ、トランスペアレ
ント、またはオフに設定します。

vtp mode {client | server| transparent| off}

例：
switch(config)# vtp mode transparent

ステップ 5   

VTPコンフィギュレーションを保存する IFSファイル
システムのファイルの ASCIIファイル名を指定しま
す。

vtp file file-name

例：
switch(config)# vtp file vtp.dat

ステップ 6   

VTP管理ドメインのパスワードを指定します。vtp password password-value

例：
switch(config)# vtp password cisco

ステップ 7   

コンフィギュレーションサブモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 8   

（任意）

バージョン、モードおよびリビジョン番号などのデバ

イスの VTP設定に関する情報を表示します。

show vtp status

例：
switch# show vtp status

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

デバイスの VTPアドバタイズメントの統計に関する
情報を表示します。

show vtp counters

例：
switch# show vtp counters

ステップ 10   

（任意）

VTP-enabledインターフェイスのリストを表示します。
show vtp interface

例：
switch# show vtp interface

ステップ 11   

（任意）

管理 VTPドメインのパスワードを表示します。
show vtp password

例：
switch# show vtp password

ステップ 12   

（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)# copy running-config
startup-config

ステップ 13   

次に、デバイスでトランスペアレントモードの VTPを設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# feature vtp
switch(config)# vtp domain accounting
switch(config)# vtp version 2
switch(config)# vtp mode transparent
switch(config)# exit
switch#

VTP プルーニングの設定
Cisco NX-OSデバイスに VTPプルーニングを設定できます。

はじめる前に

デバイス上で VTPをイネーブルにする必要があります。
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手順の概要

1. config t
2. vtp pruning
3. （任意） no vtp pruning
4. （任意） show interface interface-identifier switchport
5. switchport trunk pruning vlan [add | remove | except | none |all] VLAN-IDs
6. （任意） show vtp counters
7. （任意） clear vtp counters

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

デバイス上でVTPプルーニングをイネーブルにしま
す。デフォルトはディセーブルです。

vtp pruning

例：
switch(config)# vtp pruning
switch(config)#

ステップ 2   

（任意）

デバイス上でVTPプルーニングをディセーブルにし
ます。デフォルトはディセーブルです。

no vtp pruning

例：
switch(config)# no vtp pruning
switch(config)#

ステップ 3   

（任意）

トランクポートの VTPプルーニングの適格性を表
示します。デフォルトでは、2～1001のすべての
VLANがプルーニング適格です。

show interface interface-identifier switchport

例：
switch(config)# show interface Ethernet
1/4 switchport
switch(config)#

ステップ 4   

特定の VLANを VTPプルーニング適格に設定しま
す。

switchport trunk pruning vlan [add | remove
| except | none |all] VLAN-IDs

例：
switch(config)# switchport trunk pruning
vlan add 20-25

ステップ 5   

（任意）

VTPプルーニング情報およびカウンタを表示しま
す。

show vtp counters

例：
switch# show vtp counters

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

すべての VTPプルーニングカウンタ値をリセット
します。

clear vtp counters

例：
switch# clear vtp counters

ステップ 7   

次に、VLAN9～ 54をプルーニング適格に設定する方法と、VTP 2～ 8および 55～ 1001をプルー
ニング非適格に設定する方法の例を示します。

switch(config-if)# switchport trunk pruning vlan 9-54

VLAN 1は、工場出荷時のデフォルトの VLANであるため、プルーニング非適格です。 VLAN
1002～1005は、トークンリングネットワーク用に予約されています。 VLAN 1006以上は、プ
ルーニング適格にするために、VTPバージョン 3が必要です。
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第 6 章

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定

この章では、CiscoNX-OSデバイスでプライベートVLANを設定する手順について説明します。
プライベート VLANは、レイヤ 2レベルでさらなる保護機能を提供します。

この章は、次の内容で構成されています。

• Information About Private VLANs, 57 ページ

• Licensing Requirements for Private VLANs, 64 ページ

• Prerequisites for Private VLANs, 65 ページ

• Guidelines and Limitations for Configuring Private VLANs, 65 ページ

• プライベート VLANのデフォルト設定, 68 ページ

• Configuring a Private VLAN, 69 ページ

• プライベート VLAN設定の確認, 89 ページ

• プライベート VLANの統計情報の表示とクリア, 90 ページ

• プライベート VLANの設定例, 90 ページ

• プライベート VLANの追加情報（CLIバージョン）, 91 ページ

• プライベート VLAN設定の機能履歴（CLIバージョン）, 92 ページ

Information About Private VLANs

A Layer 2 port can function as either a trunk port, an access port, or a private VLAN port.（注）

Beginning with Cisco NX-OS Release 5.0(2), the system supports private VLAN promiscuous trunk ports
and isolated trunk ports. Private VLAN community ports cannot be trunk ports.

（注）
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You must enable the private VLAN feature before you can configure this feature.（注）

In certain instances where similar systems do not need to interact directly, private VLANs provide additional
protection at the Layer 2 level. Private VLANs are an association of primary and secondary VLANs.

A primaryVLANdefines the broadcast domainwith which the secondaryVLANs are associated. The secondary
VLANs may either be isolated VLANs or community VLANs. Hosts on isolated VLANs communicate only
with associated promiscuous ports in primary VLANs, and hosts on community VLANs communicate only
among themselves andwith associated promiscuous ports but not with isolated ports or ports in other community
VLANs.

In configurations that use integrated switching and routing functions, you can assign a single Layer 3 VLAN
network interface to each private VLAN to provide routing. The VLAN network interface is created for the
primary VLAN. In such configurations, all secondary VLANs communicate at Layer 3 only through amapping
with the VLAN network interface on the primary VLAN. Any VLAN network interfaces previously created
on the secondary VLANs are put out-of-service.

プライベート VLAN の概要
デバイスでプライベートVLAN機能を適用するには、プライベートVLANをイネーブルにする必
要があります。

プライベート VLANモードで動作しているポートがデバイスに設定されている場合は、プライ
ベート VLANをディセーブルにすることはできません。

特定の VLANをプライマリまたはセカンダリのどちらかのプライベート VLANとして設定す
るには、事前に VLANを作成しておく必要があります。

（注）

Primary and Secondary VLANs in Private VLANs
The private VLAN feature addresses two problems that users encounter when using VLANs:

• Each VDC supports up to 4096 VLANs. If a user assigns one VLAN per customer, the number of
customers that the service provider can support is limited.

• To enable IP routing, each VLAN is assigned with a subnet address space or a block of addresses, which
can result in wasting the unused IP addresses and creating IP address management problems.

Using private VLANs solves the scalability problem and provides IP address management benefits and Layer 2
security for customers.

The private VLAN feature allows you to partition the Layer 2 broadcast domain of a VLAN into subdomains.
A subdomain is represented by a pair of private VLANs: a primary VLAN and a secondary VLAN. A private
VLAN domain can have multiple private VLAN pairs, one pair for each subdomain. All VLAN pairs in a
private VLAN domain share the same primary VLAN. The secondary VLAN ID differentiates one subdomain
from another.
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A private VLAN domain has only one primary VLAN.（注）

Secondary VLANs provide Layer 2 isolation between ports within the same private VLAN. The following
two types are secondary VLANs within a primary VLAN:

• Isolated VLANs—Ports within an isolated VLAN cannot communicate with each other at the Layer 2
level.

• Community VLANs—Ports within a community VLAN can communicate with each other but cannot
communicate with ports in other community VLANs or in any isolated VLANs at the Layer 2 level.

Private VLAN Ports

Both community and isolated private VLAN ports are labeled as PVLAN host ports. A PVLAN host port
is either a community PVLAN port or an isolated PVLAN port depending on the type of secondary VLAN
with which it is associated.

（注）

The types of private VLAN ports are as follows:

• Promiscuous port—A promiscuous port belongs to the primary VLAN. The promiscuous port can
communicate with all interfaces, including the community and isolated host ports, that belong to those
secondary VLANs associated to the promiscuous port and associated with the primary VLAN. You can
have several promiscuous ports in a primary VLAN. Each promiscuous port can have several secondary
VLANs, or no secondary VLANs, associated to that port. You can associate a secondary VLAN to more
than one promiscuous port, as long as the promiscuous port and secondary VLANs are within the same
primary VLAN. You may want to do this association for load balancing or redundancy purposes. You
can also have secondary VLANs that are not associated to any promiscuous port, but these secondary
VLANs cannot communicate to the Layer 3 interface.

Beginning with Cisco NX-OS Release 5.0(2), the primary VLAN becomes inactive after you remove
all the mapped secondary VLANs to that primary VLAN.

• Promiscuous trunk—Beginning with Cisco NX-OS Release 5.0(2) and Cisco DCNM Release 5.1(1),
on the Cisco Nexus 7000 Series devices, you can configure a promiscuous trunk port to carry traffic for
multiple primary VLANs. Youmap the private VLAN primary VLAN and either all or selected associated
VLANs to the promiscuous trunk port. Each primary VLAN and one associated and secondary VLAN
is a private VLAN pair, and you can configure amaximum of 16 private VLAN pairs on each promiscuous
trunk port.

Private VLAN promiscuous trunk ports carry traffic for normal VLANs as well as for
primary private VLANs.

（注）

• Isolated port—An isolated port is a host port that belongs to an isolated secondary VLAN. This port has
complete Layer 2 isolation from other ports within the same private VLAN domain, except that it can
communicate with associated promiscuous ports. Private VLANs block all traffic to isolated ports except
traffic from promiscuous ports. Traffic received from an isolated port is forwarded only to promiscuous
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ports. You can have more than one isolated port in a specified isolated VLAN, and each port is completely
isolated from all other ports in the isolated VLAN.

• Isolated or secondary trunk—Beginning with Cisco NX-OS Release 5.0(2) and Cisco DCNM Release
5.1(1) on the Cisco Nexus 7000 Series devices, you can configure an isolated trunk port to carry traffic
for multiple isolated VLANs. Each secondary VLAN on an isolated trunk port must be associated with
a different primary VLAN. You cannot put two secondary VLANs that are associated with the same
primary VLAN on an isolated trunk port. Each primary VLAN and one associated secondary VLAN is
a private VLAN pair, and you can configure a maximum of 16 private VLAN pairs on each isolated
trunk port.

Private VLAN isolated trunk ports carry traffic for normal VLANs as well as for
secondary private VLANs.

（注）

• Community port—A community port is a host port that belongs to a community secondary VLAN.
Community ports communicate with other ports in the same community VLAN and with associated
promiscuous ports. These interfaces are isolated at Layer 2 from all other interfaces in other communities
and from all isolated ports within the private VLAN domain.

Because trunks can support the VLANs that carry traffic between promiscuous, isolated, and community
ports, the isolated and community port traffic might enter or leave the device through a trunk interface.

（注）

Primary, Isolated, and Community Private VLANs
Because the primary VLAN has the Layer 3 gateway, you associate secondary VLANs with the primary
VLAN in order to communicate outside the private VLAN. Primary VLANs and the two types of secondary
VLANs, isolated VLANs and community VLANs, have these characteristics:

• Primary VLAN— The primary VLAN carries traffic from the promiscuous ports to the (isolated and
community) host ports and to other promiscuous ports.

• Isolated VLAN—An isolated VLAN is a secondary VLAN that carries unidirectional traffic upstream
from the hosts toward the promiscuous ports and the Layer 3 gateway. You can configure multiple
isolated VLANs in a private VLAN domain, and all the traffic remains isolated within each one. In
addition, each isolated VLAN can have several isolated ports, and the traffic from each isolated port
also remains completely separate.

• Community VLAN—A community VLAN is a secondary VLAN that carries upstream traffic from the
community ports to the promiscuous port gateways and to other host ports in the same community. You
can configure multiple community VLANs in a private VLAN domain. The ports within one community
can communicate, but these ports cannot communicate with ports in any other community or isolated
VLAN in the private VLAN.

This figure shows the Layer 2 traffic flows within a primary, or private VLAN, along with the types of VLANs
and types of ports.
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図 3： Private VLAN Layer 2 Traffic Flows

The private VLAN traffic flows are unidirectional from the host ports to the promiscuous ports. Traffic
that egresses the promiscuous port acts like the traffic in a normal VLAN, and there is no traffic separation
among the associated secondary VLAN.

（注）

A promiscuous port can serve only one primary VLAN, but it can serve multiple isolated VLANs andmultiple
community VLANs. (Layer 3 gateways are connected to the device through a promiscuous port.) With a
promiscuous port, you can connect a wide range of devices as access points to a private VLAN. For example,
you can use a promiscuous port to monitor or back up all the private VLAN servers from an administration
workstation.

Beginning with Cisco NX-OSRelease 5.0(2) for the Nexus 7000 Series devices, you can configure private
VLAN promiscuous and isolated trunk ports. These promiscuous and isolated trunk ports carry traffic for
multiple primary and secondary VLANs as well as normal VLAN.

（注）

Although you can have several promiscuous ports in a primary VLAN, you can have only one Layer 3 gateway
per primary VLAN.

In a switched environment, you can assign an individual private VLAN and associated IP subnet to each
individual or common group of end stations. The end stations need to communicate only with a default gateway
to communicate outside the private VLAN.
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You must enable the VLAN interface feature before you can configure the Layer 3 gateway. See the
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces ConfigurationGuide, Release 6.x』 for complete information
on VLAN network interfaces and IP addressing.

（注）

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN のアソシエーション
セカンダリVLAN内のホストポートでプライベートVLAN外と通信するには、セカンダリVLAN
をプライマリVLANに関連付ける必要があります。関連付けが正常に動作していない場合、セカ
ンダリ VLANのホストポート（独立ポートおよびコミュニティポート）はダウンステートにな
ります。

セカンダリ VLANは、1つのプライマリ VLANのみにアソシエートすることができます。（注）

アソシエーションの操作を可能にするには、次の条件を満たす必要があります。

•プライマリ VLANが存在する。

•セカンダリ VLANが存在する。

•プライマリ VLANがプライマリ VLANとして設定されている。

•セカンダリ VLANが、独立 VLANまたはコミュニティ VLANとして設定されている。

アソシエーションが動作していることを確認するには、showコマンドの出力を調べます。関
連付けが動作していなくても、エラーメッセージは発行されません

（注）

プライマリ VLANまたはセカンダリ VLANを削除すると、その VLANに関連付けされたポート
は非アクティブになります。指定の VLANをプライベート VLANモードに再変換すると、元の
関連付けが回復します。

関連付けがプライベートVLANトランクポートで動作していない場合、ポート全体はダウンせず
に、その VLANだけがダウンします。

no private-vlanコマンドを入力すると、VLANは通常のVLANモードに戻ります。そのVLAN上
の関連付けはすべて一時停止されますが、インターフェイスはプライベートVLANモードのまま
になります。

プライマリ VLANに対して no vlanコマンドを入力すると、その VLANに関連付けられたすべて
のプライベート VLANは失われます。ただし、セカンダリ VLANに対して no vlanコマンドを入
力した場合、そのVLANとプライベートVLANのアソシエーションは一時停止します。このVLAN
を再作成して以前のセカンダリ VLANとして設定すると元に戻ります。
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この動作は、Catalystデバイスの動作と異なります。（注）

セカンダリVLANとプライマリVLANの関連付けを変更するには、現在の関連付けを削除してか
ら目的の関連付けを追加します。

Broadcast Traffic in Private VLANs
Broadcast traffic from ports in a private VLAN flows in the following ways:

• The broadcast traffic flows from all promiscuous ports to all ports in the primary VLAN. This broadcast
traffic is distributed to all ports within the primary VLAN, including those ports that are not configured
with private VLAN parameters.

• The broadcast traffic from all isolated ports is distributed only to those promiscuous ports in the primary
VLAN that are associated to that isolated port.

• The broadcast traffic from community ports is distributed to all ports within the port’s community and
to all promiscuous ports that are associated to the community port. The broadcast packets are not
distributed to any other communities within the primary VLAN or to any isolated ports.

Private VLAN Port Isolation
You can use private VLANs to control access to end stations as follows:

• Configure selected interfaces connected to end stations as isolated ports to prevent any communication
at Layer 2. For example, if the end stations are servers, this configuration prevents Layer 2 communication
between the servers.

• Configure interfaces connected to default gateways and selected end stations (for example, backup
servers) as promiscuous ports to allow all end stations access to a default gateway.

Private VLANs and VLAN Interfaces
A VLAN interface to a Layer 2 VLAN is also called a switched virtual interface (SVI). Layer 3 devices
communicate with a private VLAN only through the primary VLAN and not through secondary VLANs.

ConfigureVLANnetwork interfaces only for primaryVLANs. Do not configureVLAN interfaces for secondary
VLANs. VLAN network interfaces for secondary VLANs are inactive while the VLAN is configured as a
secondary VLAN. You will see the following actions if you misconfigure the VLAN interfaces:

• If you try to configure a VLAN with an active VLAN network interface as a secondary VLAN, the
configuration is not allowed until you disable the VLAN interface.

• If you try to create and enable a VLAN network interface on a VLAN that is configured as a secondary
VLAN, that VLAN interface remains disabled and the system returns an error.

When the primary VLAN is associated with and mapped to the secondary VLAN, any configuration on the
primary VLAN is propagated to the secondary VLANs. For example, if you assign an IP subnet to the VLAN
network interface on the primary VLAN, this subnet is the IP subnet address of the entire private VLAN.

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
   OL-25755-01-J 63

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN の概要



You must enable the VLAN interface feature before you configure VLAN interfaces. See the『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』 , for information on VLAN
interfaces and IP addressing.

（注）

Private VLANs Across Multiple Devices
You can extend private VLANs across multiple devices by trunking the primary, isolated, and community
VLANs to other devices that support private VLANs. To maintain the security of your private VLAN
configuration and to avoid other uses of the VLANs configured to be private VLANs, configure private
VLANs on all intermediate devices, including devices that have no private VLAN ports.

High Availability for Private VLANs
The software supports high availability for both stateful and stateless restarts, as during a cold reboot, for
private VLANs. For the stateful restarts, the software supports a maximum of three retries. If you try more
than 3 times within 10 seconds of a restart, the software reloads the supervisor module.

You can upgrade or downgrade the software seamlessly, with respect to private VLANs.

Beginning with Cisco NX-OS Release 5.0(2), if you configure private VLAN promiscuous or isolated trunk
ports, you must unconfigure those ports in order to downgrade the software.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for complete
information on high-availability features.

（注）

Virtualization Support for Private VLANs
The software supports virtual device contexts (VDCs).

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』 , for complete
information on VDCs and assigning resources.

（注）

Each VLAN must have all of its private VLAN ports for both the primary VLAN and all secondary VLANs
in the same VDC. Private VLANs cannot cross VDCs.

Licensing Requirements for Private VLANs
The following table shows the licensing requirements for this feature:
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License RequirementProduct

Private VLANs require no license. Any feature not
included in a license package is bundled with the
Cisco NX-OS system images and is provided at no
extra charge to you. For a complete explanation of
the Cisco NX-OS licensing scheme, see the『Cisco
NX-OS Licensing Guide』.

Cisco NX-OS

However, using VDCs requires an Advanced Services license.

Prerequisites for Private VLANs
Private VLANs have the following prerequisites:

• You must be logged onto the device.

• If necessary, install the Advanced Services license and enter the desired VDC.

• You must enable the private VLAN feature.

Guidelines and Limitations for Configuring Private VLANs
Private VLANs have the following configuration guidelines and limitations:

• You must enable private VLANs before the device can apply the private VLAN functionality.

• You must enable the VLAN interface feature before the device can apply this functionality.

• Shut down the VLAN network interface for all VLANs that you plan to configure as secondary VLANs
before you configure these VLANs.

• You cannot configure a shared interface to be part of a private VLAN. For more details, see the『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』.

Secondary and Primary VLAN Configuration
Follow these guidelines when configuring secondary or primary VLANs in private VLANs:

• You cannot configure the default VLAN (VLAN1) or any of the internally allocated VLANs as primary
or secondary VLANs.

• You must use VLAN configuration (config-vlan) mode to configure private VLANs.

• A primary VLAN can have multiple isolated and community VLANs associated with it. An isolated or
community VLAN can be associated with only one primary VLAN.

• Although private VLANs provide host isolation at Layer 2, hosts can communicate with each other at
Layer 3.

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
   OL-25755-01-J 65

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
Prerequisites for Private VLANs



• When a secondary VLAN is associated with the primary VLAN, the STP parameters of the primary
VLAN, such as bridge priorities, are propagated to the secondary VLAN. However, STP parameters do
not necessarily propagate to other devices. You should manually check the STP configuration to ensure
that the spanning tree topologies for the primary, isolated, and community VLANs match exactly so
that the VLANs can properly share the same forwarding database.

• For normal trunk ports, note the following:

◦ There is a separate instance of STP for each VLAN in the private VLAN.

◦ STP parameters for the primary and all secondary VLANs must match.

◦ The primary and all associated secondary VLANs should be in the same MST instance.

• For nontrunking ports, note the following:

◦ STP is aware only of the primary VLAN for any private VLAN host port; STP does not run on
secondary VLANs on a host port.

We recommend that you enable BPDU Guard on all ports that you configure as a host port; do not enable
this feature on promiscuous ports.

（注）

• For private VLAN promiscuous trunk ports, note the following:

• You can configure a maximum of 16 private VLAN primary and secondary VLAN pairs on each
promiscuous trunk port.

• The native VLANmust be either a normal VLAN or a private VLAN primary VLAN. You cannot
configure a private VLAN secondary VLAN as the native VLAN for a private VLAN promiscuous
trunk port.

• To downgrade a system that has private VLAN promiscuous trunk ports configured, you must
unconfigure these ports.

• For private VLAN isolated trunk ports, note the following:

◦ You can configure a maximum of 16 private VLAN primary and secondary VLAN pairs on each
isolated trunk port.

◦ The native VLAN must be either a normal VLAN or a private VLAN secondary VLAN. You
cannot configure a private VLAN primary port as the native VLAN for a private VLAN isolated
trunk port.

◦ To downgrade a system that has private VLAN isolated trunk ports configured, you must
unconfigure these ports.

• You can apply different Quality of Service (QoS) configurations to primary, isolated, and community
VLANs.

• To apply a VACL to all private VLAN traffic, map the secondary VLANs on the VLAN network interface
of the primary VLAN, and then configure the VACLs on the VLAN network interface of the primary
VLAN.
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• The VACLs that you apply to the VLAN network interface of a primary VLAN automatically apply to
the associated isolated and community VLANs only after you have configured the mapping.

• If you do not map the secondary VLAN to the VLAN network interface of the primary VLAN, you can
have different VACLs for primary and secondary VLANs, which can cause problems.

• Because traffic in a private VLAN flows in different directions in different VLANs, you can have
different VACLs for ingressing traffic and different VACLs for egressing traffic prior to configuring
the mapping.

You must keep the same VACLs for the primary VLAN and all secondary VLANs in the private VLAN.（注）

• You can enable DHCP snooping on private VLANs. When you enable DHCP snooping on the primary
VLAN, the DHCP configuration is propagated to the secondary VLANs. If you configure DHCP on a
secondary VLAN, the configuration does not take effect if the primary VLAN is already configured.

• Before you configure a VLAN as a secondary VLAN, you must shut down the VLAN network interface
for the secondary VLAN.

• To prevent interhost communication in isolated private VLANs with a promiscuous port, configure a
role-based ACL (RBACL) that disallows hosts in that subnet from communicating with each other.

Private VLAN Port Configuration
Follow these guidelines when configuring private VLAN ports:

• Use only the private VLAN configuration commands to assign ports to primary, isolated, or community
VLANs.

• The Layer 2 access ports that are assigned to the VLANs that you configure as primary, isolated, or
community VLANs are inactive while the VLAN is part of the private VLAN configuration. Layer 2
trunk interfaces, which may carry private VLANs, are active and remain part of the STP database.

• Do not configure ports that belong to a port-channel group as private VLAN ports. While a port is part
of the private VLAN configuration, any port-channel configuration for it is inactive.

• If you delete a VLAN used in the private VLAN configuration, the private VLAN ports that are associated
with the VLAN become inactive.

Limitations with Other Features
Consider these configuration limitations with other features when configuring private VLANs:

In some cases, the configuration is accepted with no error messages, but the commands have no effect.（注）

• IGMP runs only on the primary VLAN and uses the configuration of the primary VLAN for all secondary
VLANs.
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• Any IGMP join request in the secondary VLAN is treated as if it is received in the primary VLAN.

• Private VLANs support these Switched Port Analyzer (SPAN) features:

◦ You can configure a private VLAN port as a SPAN source port.

◦ You can use VLAN-based SPAN (VSPAN) on primary, isolated, and community VLANs or use
SPAN on only one VLAN to separately monitor egress or ingress traffic.

• Private VLAN host or promiscuous ports cannot be a SPAN destination port.

• A destination SPAN port cannot be an isolated port. (However, a source SPAN port can be an isolated
port.)

• You can configure SPAN to span both primary and secondary VLANs or to span either one if the user
is interested only in ingress or egress traffic.

• After you configure the association between the primary and secondary VLANs, the dynamic MAC
addresses that learned the secondary VLANs are flushed.

• After you configure the association between the primary and secondary VLANs, all staticMAC addresses
that were created on the secondary VLANs are inserted into the primary VLAN. If you delete the
association, the static MAC addresses revert to the secondary VLANs only.

• After you configure the association between the primary and secondary VLANs, you cannot create static
MAC addresses for the secondary VLANs.

• After you configure the association between the primary and secondary VLANs, if you delete the
association, all static MAC addresses that were created on the primary VLANs remain on the primary
VLAN only.

• Port security features are not supported with private VLANs.

• In private VLANs, STP controls only the primary VLAN.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 6.x』 for information
on configuring static MAC addresses.

（注）

プライベート VLAN のデフォルト設定
次の表に、プライベート VLANのデフォルト設定を示します。

表 9：プライベート VLAN のデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルプライベート VLAN
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Configuring a Private VLAN
You must have already created the VLAN before you can assign the specified VLAN as a private VLAN.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on assigning IP addresses to VLAN interfaces.

If you are familiar with the Cisco IOS CLI, be aware that the Cisco NX-OS commands for this feature
might differ from the Cisco IOS commands that you would use.

（注）

プライベート VLAN のイネーブル化（CLI バージョン）
プライベートVLAN機能を使用するには、デバイス上でプライベートVLANをイネーブルにする
必要があります。

プライベート VLANコマンドは、プライベート VLAN機能をイネーブルにするまで表示され
ません。

（注）

手順の概要

1. config t
2. feature private-vlan
3. exit
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

デバイス上でプライベート VLAN機能をイネーブルに
します。

feature private-vlan

例：
switch(config)# feature private-vlan
switch(config)#

ステップ 2   

プライベートVLANモードのデバイスに動作
可能なポートがある場合、no feature
private-vlanコマンドを適用できません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（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)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

次に、デバイス上でプライベート VLAN機能をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# feature private-vlan
switch(config)#

プライベート VLAN としての VLAN の設定（CLI バージョン）

VLANをセカンダリ VLAN（つまり、コミュニティ VLANまたは独立 VLANのいずれか）と
して設定する前に、まず VLANネットワークインターフェイスをシャットダウンする必要が
あります。

（注）

VLANは、プライベート VLANとして設定できます。

プライベート VLANを作成するには、最初に VLANを作成して、その VLANをプライベート
VLANとして設定します。

プライベートVLAN内で、プライマリVLAN、コミュニティVLAN、または独立VLANとして使
用するすべてのVLANを作成します。そのあとで、複数の独立VLANおよび複数のコミュニティ
VLANを 1つのプライマリ VLANに関連付けます。複数のプライマリ VLANと関連付けを設定
できます。つまり、複数のプライベート VLANを設定できます。

プライマリ VLANまたはセカンダリ VLANを削除すると、その VLANに関連付けされたポート
は非アクティブになります。

プライベート VLANトラックポート上でセカンダリ VLANまたはプライマリ VLANのいずれか
を削除した場合、その特定のVLANだけが非アクティブになり、トランクポートはアップしたま
まです。

はじめる前に

プライベート VLAN機能がイネーブルであることを確認してください。
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正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. vlan {vlan-id | vlan-range}
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. exit
5. （任意） show vlan private-vlan [type]
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

コンフィギュレーションモードを開

始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLAN設定サブモードにします。vlan {vlan-id | vlan-range}

例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

VLANを、コミュニティ VLAN、独立
VLAN、またはプライマリプライベート
VLANとして設定します。プライベート
VLANには、1つのプライマリ VLANを
設定する必要があります。複数のコミュ

ニティ VLANと独立 VLANを設定するこ
とができます。

private-vlan
{community |
isolated | primary}

指定した VLANからプライベート VLAN
の設定を削除し、通常の VLANモードに
戻します。プライマリ VLANまたはセカ
ンダリ VLANを削除すると、その VLAN
に関連付けされたポートは非アクティブ

になります。

no private-vlan
{community |
isolated | primary}
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-vlan)# private-vlan primary

VLANコンフィギュレーションサブ
モードを終了します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

プライベートVLANの設定を表示し
ます。

show vlan private-vlan [type]

例：
switch# show vlan private-vlan

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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次の例は、VLAN 5をプライマリ VLANとしてプライベート VLANに割り当てる方法を示してい
ます。

switch# config t
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)# private-vlan primary
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

セカンダリ VLAN とプライマリプライベート VLAN の関連付け（CLI
バージョン）

セカンダリ VLANをプライマリ VLANに関連付けるときは、次の注意事項に従ってください。

• secondary-vlan-listパラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数
の項目を含めることができます。各項目は、単一のセカンダリ VLAN ID、またはセカンダ
リ VLAN IDをハイフンでつないだ範囲にできます。

• secondary-vlan-listパラメータには、複数のコミュニティ VLAN IDと独立 VLAN IDを含める
ことができます。

•セカンダリ VLANをプライマリ VLANにアソシエートするには、secondary-vlan-listと入力
するか、secondary-vlan-listに addキーワードを入力します。

•セカンダリ VLANとプライマリ VLANとのアソシエーションをクリアするには、
secondary-vlan-listに removeキーワードを入力します。
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•セカンダリ VLANとプライマリ VLANとのアソシエーションを変更するには、既存のアソ
シエーションを削除し、次に必要なアソシエーションを追加します。

プライマリ VLANまたはセカンダリ VLANを削除すると、その VLANに関連付けされたポート
は非アクティブになります。

no private-vlanコマンドを入力すると、VLANは通常のVLANモードに戻ります。そのVLAN上
の関連付けはすべて一時停止されますが、インターフェイスはプライベートVLANモードのまま
になります。

指定の VLANをプライベート VLANモードに再変換すると、元の関連付けが回復します。

プライマリ VLANに対して no vlanコマンドを入力すると、その VLANに関連付けされたすべて
のプライベート VLANは失われます。ただし、セカンダリ VLANに対して no vlanコマンドを入
力した場合、その VLANとプライベート VLANの関連付けは一時停止します。この VLANを再
作成して以前のセカンダリ VLANとして設定すると元に戻ります。

はじめる前に

プライベート VLAN機能がイネーブルであることを確認してください。

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. vlan primary-vlan-id
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. exit
5. （任意） show vlan private-vlan [type]
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

コンフィギュレーションモードを開始し

ます。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

プライベート VLANの設定作業を行うプ
ライマリ VLANの番号を入力します。

vlan primary-vlan-id

例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

セカンダリ VLANをプライ
マリVLANに関連付けます。

private-vlan association
{[add] secondary-vlan-list
| remove
secondary-vlan-list}

プライマリ VLANからすべ
てのアソシエーションを削除

し、通常の VLANモードに
戻します。

no private-vlan
association

例：
switch(config-vlan)# private-vlan association
100-105,109

VLANコンフィギュレーションサブモー
ドを終了します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

プライベートVLANの設定を表示します。
show vlan private-vlan [type]

例：
switch# show vlan private-vlan

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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次に、コミュニティ VLAN 100～ 105および独立 VLAN 109をプライマリ VLAN 5に関連付ける
例を示します。

switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)# private-vlan association 100-105, 109
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#
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プライマリ VLAN の VLAN インターフェイスへのセカンダリ VLAN の
マッピング（CLI バージョン）

プライベート VLAN内のプライマリ VLANの VLANインターフェイスへの IPアドレスの割
り当てについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』
を参照してください。

（注）

セカンダリ VLANを、プライマリ VLANの VLANインターフェイスにマッピングします。独立
VLANおよびコミュニティ VLANは、ともにセカンダリ VLANと呼ばれます。プライベート
VLANの入力トラフィックをレイヤ 3で処理するには、セカンダリVLANをプライマリVLANの
VLANネットワークインターフェイスにマッピングします。

VLANネットワークインターフェイスを設定する前に、VLANネットワークインターフェイ
スをイネーブルにする必要があります。プライマリ VLANに関連付けられたコミュニティ
VLANまたは独立 VLAN上の VLANネットワークインターフェイスは、アウトオブサービ
スになります。稼働するのは、プライマリVLAN上のVLANネットワークインターフェイス
だけです。

（注）

はじめる前に

•プライベート VLAN機能をイネーブルにする。

• VLANインターフェイス機能をイネーブルにする。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。VDCが異なっていても同じVLAN名と IDを使用できるので、正しいVDC
で作業していることを確認する必要があります。

•セカンダリ VLANのマッピング先となる正しいプライマリ VLANレイヤ 3インターフェイ
スで作業をしていること。

手順の概要

1. config t
2. interface vlan primary-vlan-ID
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. exit
5. （任意） show interface vlan primary-vlan-id private-vlan mapping
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

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

プライベートVLANの設定作業を行うプラ
イマリ VLANの番号を入力します。プラ

interface vlan primary-vlan-ID

例：
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)#

ステップ 2   

イマリVLANのインターフェイスコンフィ
ギュレーションモードが開始されます。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

セカンダリVLANを、プライマリ
VLANの SVIまたはレイヤ 3イン
ターフェイスにマッピングしま

す。これにより、プライベート

VLAN入力トラフィックのレイヤ
3スイッチングが可能になります。

private-vlan
mapping {[add]
secondary-vlan-list |
remove
secondary-vlan-list}

セカンダリ VLANとプライマリ
VLAN間のレイヤ 3インターフェ
イスへのマッピングを消去しま

す。

no private-vlan
mapping

例：
switch(config-if)# private-vlan mapping 100-105, 109

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

インターフェイスのプライベートVLAN情
報を表示します。

show interface vlan primary-vlan-id private-vlan mapping

例：
switch(config)# show interface vlan 101 private-vlan
mapping

ステップ 5   
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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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次に、セカンダリ VLAN 100～ 105および 109を、プライマリ VLAN 5のレイヤ 3インターフェ
イスにマッピングする例を示します。

switch #config t
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)# private-vlan mapping 100-105, 109
switch(config-if)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN ホストポートとしてのレイヤ 2 インターフェイス
の設定

レイヤ 2インターフェイスをプライベート VLANのホストポートとして設定できます。プライ
ベートVLANでは、ホストポートがセカンダリVLANの一部です。セカンダリVLANは、コミュ
ニティ VLANまたは独立 VLANのいずれかです。

ホストポートとして設定されているすべてのインターフェイスで、BPDUガードをイネーブル
にすることを推奨します。

（注）

次に、ホストポートを、プライマリ VLANとセカンダリ VLANの両方にアソシエートします。

はじめる前に

プライベート VLAN機能がイネーブルであることを確認してください。

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。
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手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. switchport mode private-vlan host
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. exit
6. （任意） show interface switchport
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

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

プライベート VLANホストポートとして
設定するレイヤ 2ポートを選択します。

interface type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

レイヤ2ポートをプライベートVLANのホ
ストポートとして設定します。

switchport mode private-vlan host

例：
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
switch(config-if)#

ステップ 3   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

レイヤ 2ホストポートを、プラ
イベート VLANのプライマリ
VLANおよびセカンダリ VLAN
に関連付けます。セカンダリ

VLANは、独立 VLANまたはコ
ミュニティ VLANのいずれかと
して設定できます。

switchport
private-vlan
host-association
{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-id}

プライベート VLANのアソシ
エーションをポートから削除し

ます。

no switchport
private-vlan
host-association
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
host-association 10 50

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

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

ステップ 5   

（任意）

スイッチポートとして設定されているすべ

てのインターフェイスに関する情報を表示

します。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

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)# copy running-config startup-config

ステップ 7   

次に、レイヤ2ポート2/1をプライベートVLANのホストポートとして設定し、プライマリVLAN
10およびセカンダリ VLAN 50に関連付ける例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 10 50
switch(config-if)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN 独立トランクポートとしてのレイヤ 2 インターフェ
イスの設定

Cisco NX-OS Release 5.0(2)から、レイヤ 2インターフェイスをプライベート VLAN独立トランク
ポートとして設定できるようになりました。これらの独立トランクポートは、複数のセカンダリ

VLANと通常の VLANのトラフィックを伝送します。

プライマリVLANとセカンダリVLANは、プライベートVLAN独立トランクポート上で動作
可能になる前に関連付ける必要があります。

（注）

はじめる前に

プライベート VLAN機能がイネーブルであることを確認してください。
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正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. interface {type slot/port}
3. switchport
4. switchport mode private-vlan trunk secondary
5. （任意） switchport private-vlan trunk native vlan vlan-id
6. switchport private-vlan trunk allowed vlan {add vlan-list | all | except vlan-list | none | remove vlan-list}
7. 次のいずれかのコマンドを入力します。
8. exit
9. （任意） show interface switchport
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

プライベート VLAN独立トランクポートとして設
定するレイヤ 2ポートを選択します。

interface {type slot/port}

例：
switch(config)# interface ethernet 2/11
switch(config-if)#

ステップ 2   

レイヤ 2ポートをスイッチポートとして設定しま
す。

switchport

例：
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)#

ステップ 3   

レイヤ2ポートを、複数の独立VLANのトラフィッ
クを伝送する独立トランクポートとして設定しま

す。

switchport mode private-vlan trunk secondary

例：
switch(config-if)# switchport mode private-vlan
trunk secondary
switch(config-if)#

ステップ 4   

コミュニティVLANは独立トランクポー
トにはできません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

802.1QトランクのネイティブVLANを設定します。
有効値の範囲は 1～ 3968および 4048～ 4093です。
デフォルト値は 1です。

switchport private-vlan trunk native vlan vlan-id

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk
native vlan 5

ステップ 5   

プライベートVLANを独立トランクポー
トのネイティブ VLANとして使用してい
る場合は、セカンダリ VLANまたは標準
VLANの値を入力する必要があります。
プライマリVLANをネイティブVLANと
して設定することはできません。

（注）

プライベート VLAN独立トランクインターフェイ
スの許容 VLANを設定します。有効値の範囲は 1
～ 3968および 4048～ 4093です。

switchport private-vlan trunk allowed vlan {add
vlan-list | all | except vlan-list | none | remove vlan-list}

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk
allowed vlan add 1
switch(config-if)#

ステップ 6   

プライベートプライマリ VLANおよびセカンダリ
VLANを独立トランクポートにマッピングすると、
すべてのプライマリ VLANがこのポートの許可さ
れる VLANリストに自動的に追加されます。

ネイティブ VLANが許可される VLANリ
ストに含まれていることを確認します。

このコマンドでは、デフォルトでこのイン

ターフェイス上の VLANが許可されない
ため、ネイティブ VLANトラフィックを
通過させるには、ネイティブ VLANを許
可される VLANとして設定する必要があ
ります（関連する VLANとして追加済み
でない場合）。

（注）

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

レイヤ 2独立トランクポート
を、プライベート VLANのプ
ライマリ VLANおよびセカン
ダリ VLANに関連付けます。
セカンダリVLANは独立VLAN
である必要があります。各独

立トランクポートに対し、最

大 16個のプライベート VLAN
のプライマリとセカンダリのペ

アを関連付けられます。作業

中のプライマリ VLANとセカ
ンダリ VLANのペアごとに、
コマンドを再入力する必要があ

ります。

独立トランクポート

の各セカンダリ

VLANは、別々のプ
ライマリ VLANに関
連付ける必要があり

ます。同じプライマ

リ VLANに関連付け
られた 2つの独立
VLANを、プライ
ベート VLAN独立ト
ランクポートに接続

することはできませ

ん。これを行った場

合、最新のエントリ

が前のエントリを上

書きします。

（注）

switchport
private-vlan
association trunk
{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-id}

プライベート VLAN独立トラ
ンクポートからプライベート

VLANの関連付けを削除しま
す。

no switchport
private-vlan
association trunk
[primary-vlan-id
[secondary-vlan-id]]

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
association trunk 10 101
switch(config-if)#
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了します。

exit

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

ステップ 8   

（任意）

スイッチポートとして設定されているすべてのイン

ターフェイスに関する情報を表示します。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 10   

次に、レイヤ 2ポート 2/1を、3つの異なるプライマリ VLANと関連セカンダリ VLANに関連付
けられたプライベート VLAN独立トランクポートとして設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan add 1
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 10 101
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 20 201
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 30 102
switch(config-if)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN 無差別ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイス
の設定

レイヤ 2インターフェイスをプライベート VLANの無差別ポートとして設定し、その無差別ポー
トをプライマリ VLANおよびセカンダリ VLANに関連付けることができます。

はじめる前に

プライベート VLAN機能がイネーブルであることを確認してください。

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。
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手順の概要

1. config t
2. interface {type slot/port}
3. switchport mode private-vlan promiscuous
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. exit
6. （任意） show interface switchport
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

コンフィギュレーションモードを開始し

ます。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

プライベート VLAN無差別ポートとして
設定するレイヤ 2ポートを選択します。

interface {type slot/port}

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

レイヤ 2ポートをプライベート VLANの
無差別ポートとして設定します。

switchport mode private-vlan promiscuous

例：
switch(config-if)# switchport mode private-vlan
promiscuous

ステップ 3   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

レイヤ 2ポートを無差別ポート
として設定し、このポートをプ

ライマリVLANおよび選択した
セカンダリVLANのリストに関
連付けます。セカンダリVLAN
は、独立VLANまたはコミュニ
ティVLANのいずれかとして設
定できます。

switchport private-vlan
mapping
{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-list |
add secondary-vlan-list
| remove
secondary-vlan-list}

プライベートVLANから、マッ
ピングをクリアします。

no switchport
private-vlan mapping
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 10
50

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了します。

exit

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

ステップ 5   

（任意）

スイッチポートとして設定されているすべ

てのインターフェイスに関する情報を表示

します。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

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)# copy running-config startup-config

ステップ 7   

次に、レイヤ 2ポート 2/1を無差別ポートとして設定し、プライマリ VLAN 10とセカンダリ独立
VLAN 50に関連付ける例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 10 50
switch(config-if)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN 無差別トランクポートとしてのレイヤ 2 インター
フェイスの設定

Cisco NX-OS Release 5.0(2)から、レイヤ 2インターフェイスをプライベート VLAN無差別トラン
クポートとして設定し、その無差別トランクポートを複数のプライマリ VLANに関連付けるこ
とができるようになりました。これらの無差別トランクポートは、複数のプライマリ VLANと
通常の VLANのトラフィックを伝送します。

プライマリVLANとセカンダリVLANは、プライベートVLAN無差別トランクポート上で動
作可能になる前に関連付ける必要があります。

（注）
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はじめる前に

プライベート VLAN機能がイネーブルであることを確認してください。

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。 VDCが異なっていても同じ VLAN名と IDを使用できるので、正しい VDCで作業
していることを確認する必要があります。

手順の概要

1. config t
2. interface {type slot/port}
3. switchport
4. switchport mode private-vlan trunk promiscuous
5. （任意） switchport private-vlan trunk native vlan vlan-id
6. switchport mode private-vlan trunk allowed vlan {add vlan-list | all | except vlan-list | none | remove

vlan-list}
7. 次のいずれかのコマンドを入力します。
8. exit
9. （任意） show interface switchport
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

プライベート VLAN無差別トランクポートとして
設定するレイヤ 2ポートを選択します。

interface {type slot/port}

例：
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

レイヤ 2ポートをスイッチポートとして設定しま
す。

switchport

例：
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)#

ステップ 3   

レイヤ 2ポートを、複数のプライベートVLANと通
常のVLANのトラフィックを伝送するための無差別
トランクポートして設定します。

switchport mode private-vlan trunk promiscuous

例：
switch(config-if)# switchport mode private-vlan
trunk promiscuous
switch(config-if)#

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）

802.1QトランクのネイティブVLANを設定します。
有効値の範囲は 1～ 3968および 4048～ 4093です。
デフォルト値は 1です。

switchport private-vlan trunk native vlan vlan-id

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk
native vlan 5

ステップ 5   

プライベート VLANを無差別トランク
ポートのネイティブ VLANとして使用し
ている場合は、プライマリ VLANまたは
標準 VLANの値を入力する必要がありま
す。セカンダリVLANをネイティブVLAN
として設定することはできません。

（注）

プライベート VLAN無差別トランクインターフェ
イスの許可 VLANを設定します。有効値の範囲は
1～ 3968および 4048～ 4093です。

switchportmode private-vlan trunk allowed vlan {add
vlan-list | all | except vlan-list | none | remove vlan-list}

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk
allowed vlan add 1
switch(config-if)#

ステップ 6   

プライベートプライマリ VLANおよびセカンダリ
VLANを無差別トランクポートにマッピングする
と、すべてのプライマリVLANがこのポートの許可
される VLANリストに自動的に追加されます。

ネイティブ VLANが許可される VLANリ
ストに含まれていることを確認します。

このコマンドでは、デフォルトでこのイン

ターフェイス上の VLANが許可されない
ため、ネイティブ VLANトラフィックを
通過させるには、ネイティブ VLANを許
可される VLANとして設定する必要があ
ります（関連する VLANとして追加済み
でない場合）。

（注）

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

無差別トランクポートと、プ

ライマリ VLANおよび選択し
た関連するセカンダリ VLAN
のリストをマッピングするか

マッピングを削除します。セ

カンダリ VLANは、独立
VLANまたはコミュニティ
VLANのいずれかとして設定
できます。トラフィックを通

過させるには、プライマリ

VLANとセカンダリ VLANの
間のプライベート VLANの関
連付けが動作する必要があり

ます。各無差別トランクポー

トに対し、最大 16個のプライ
ベート VLANのプライマリと
セカンダリのペアをマッピン

グできます。作業しているプ

ライマリ VLANそれぞれに対
してコマンドを再入力する必

要があります。

switchport
private-vlan
mapping trunk
primary-vlan-id
{add
secondary-vlan-list
| remove
secondary-vlan-id}

インターフェイスからプライ

ベート VLAN無差別トランク
マッピングを削除します。

no switchport
private-vlan
mapping trunk
[primary-vlan-id
[secondary-vlan-id]]

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
mapping trunk 4 add 5
switch(config-if)#

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了します。

exit

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

ステップ 8   

（任意）

スイッチポートとして設定されているすべてのイン

ターフェイスに関する情報を表示します。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

ステップ 9   
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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)# copy running-config
startup-config

ステップ 10   

次に、レイヤ 2ポート 2/1を、2つのプライマリ VLANとそれに関連するセカンダリ VLANに関
連付けられた無差別トランクポートとして設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan add 1
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 2 add 3
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 4 add 5
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 1 add 20
switch(config-if)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN 設定の確認
プライベート VLANの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

VLAN情報を表示します。show running-config vlan vlan-id

プライベート VLANに関する
情報を表示します。

show vlan private-vlan [type]

プライベート VLANマッピン
グのインターフェイスの情報を

表示します。

show interface private-vlan mapping

プライベート VLANマッピン
グのインターフェイスの情報を

表示します。

show interface vlan primary-vlan-id private-vlan mapping

スイッチポートとして設定され

ているすべてのインターフェイ

スに関する情報を表示します。

show interface switchport

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Command Reference』を参照してください。
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プライベート VLAN の統計情報の表示とクリア
プライベート VLANの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

すべての VLANまたは指定した VLANのカウ
ンタをクリアします。

clear vlan [id vlan-id] counters

各 VLANのレイヤ 2パケット情報を表示しま
す。

show vlan counters

プライベート VLAN の設定例
次に、3種類のプライベート VLANを作成し、セカンダリ VLANをプライマリ VLANに関連付
け、プライベート VLANのホストポートと無差別ポートを作成して適正な VLANに関連付け、
VLANインターフェイスまたは SVIを作成して、プライマリVLANがネットワーク全体と通信で
きるように設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# private-vlan primary
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# vlan 3
switch(config-vlan)# private-vlan community
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# vlan 4
switch(config-vlan)# private-vlan isolated
switch(config-vlan)# exit

switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# private-vlan association 3,4
switch(config-vlan)# exit

switch(config)# interface ethernet 1/11
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/12
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
switch(config-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 1/11
switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 3
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/12
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 2 3,4
switch(config-if)# exit

switch(config)# interface vlan 2
switch(config-vlan)# private-vlan mapping 3,4
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#
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プライベート VLAN の追加情報（CLI バージョン）

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』

VLANインターフェイス、IPアドレス指定

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide, Release 6.x』

スタティックMACアドレス、セキュリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide, Release 6.x』

Cisco NX-OSの基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide, Release 6.x』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

仮想デバイスコンテキスト（VDC）

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes,
Release 6.x』

リリースノート

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規または改訂され

た標準規格はありません。また、この機能によ

る既存の標準規格サポートの変更はありませ

ん。
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MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

• CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB

プライベート VLAN 設定の機能履歴（CLI バージョン）
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 10：プライベート VLAN 設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能では、無差別ポートか

ら複数のプライベート VLAN
および通常の VLANのトラ
フィックを伝送でき、独立ポー

トから複数の独立 VLANおよ
び通常の VLANのトラフィッ
クを伝送できます。

5.0(2)プライベート VLAN無差別ト
ランクポートと独立トランク

ポート

–4.2(1)変更なし

次のコマンドを入力すると、デ

バイス上でイネーブルになって

いる機能を表示できます。

• show feature

4.1(2)デバイス上でイネーブルになっ

ている機能の表示
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第 7 章

Cisco NX-OS を使用した Rapid PVST+ の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスで Rapid per VLAN Spanning Tree（Rapid PVST+）プロトコル
を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• Information About Rapid PVST+, 93 ページ

• Licensing Requirements for Rapid PVST+, 111 ページ

• Prerequisites for Configuring Rapid PVST+, 112 ページ

• Guidelines and Limitations for Configuring Rapid PVST+, 112 ページ

• Rapid PVST+のデフォルト設定, 113 ページ

• Rapid PVST+の設定, 115 ページ

• Rapid PVST+の設定の確認, 134 ページ

• Rapid PVST+統計情報の表示およびクリア（CLIバージョン）, 135 ページ

• Rapid PVST+の設定例, 135 ページ

• Rapid PVST+の追加情報（CLIバージョン）, 136 ページ

• Rapid PVST+の設定の機能履歴（CLIバージョン）, 137 ページ

Information About Rapid PVST+

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on creating Layer 2 interfaces.

（注）

The Spanning Tree Protocol (STP) was implemented to provide a loop-free network at Layer 2 of the network.
Rapid PVST+ is an updated implementation of STP that allows you to create one spanning tree topology for
each VLAN. Rapid PVST+ is the default STP mode on the device.
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Spanning tree is used to refer to IEEE 802.1w and IEEE 802.1s. If the IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
is discussed in this publication, then 802.1D is stated specifically.

（注）

You can run either Rapid PVST+ or MST within each virtual device context (VDC). You cannot run both
STP modes simultaneously in a VDC. Rapid PVST+ is the default STP mode.

（注）

The Rapid PVST+ protocol is the IEEE 802.1w standard, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), implemented
on a per VLAN basis. Rapid PVST+ interoperates with the IEEE 802.1Q VLAN standard, which mandates
a single STP instance for all VLANs, rather than per VLAN.

Rapid PVST+ is enabled by default on the default VLAN (VLAN1) and on all newly created VLANs on the
device. Rapid PVST+ interoperates with devices that run legacy IEEE 802.1D STP.

RSTP is an improvement on the original STP standard, 802.1D, which allows faster convergence.

The device supports full nondisruptive upgrades for Rapid PVST+. See the『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for complete information on nondisruptive upgrades.

（注）

The Cisco NX-OS release that is running on a managed device may not support all the features or settings
described in this chapter. For the latest feature information and caveats, see the documentation and release
notes for your platform and software release.

Beginning with Cisco NX-OS Release 5.x, when you are running virtual port channels (vPCs), you can
configure STP for better performance. See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration
Guide, Release 6.x』 , for more information on this feature.

（注）

STP
STP is a Layer 2 link-management protocol that provides path redundancy while preventing loops in the
network.

Overview of STP
In order for a Layer 2 Ethernet network to function properly, only one active path can exist between any two
stations. STP operation is transparent to end stations, which cannot detect whether they are connected to a
single LAN segment or a switched LAN of multiple segments.

When you create fault-tolerant internetworks, you must have a loop-free path between all nodes in a network.
The STP algorithm calculates the best loop-free path throughout a switched Layer 2 network. Layer 2 LAN
ports send and receive STP frames, which are called Bridge Protocol Data Units (BPDUs), at regular intervals.
Network devices do not forward these frames but use the frames to construct a loop-free path.
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Multiple active paths between end stations cause loops in the network. If a loop exists in the network, end
stations might receive duplicate messages and network devices might learn end station MAC addresses on
multiple Layer 2 LAN ports.

STP defines a tree with a root bridge and a loop-free path from the root to all network devices in the Layer 2
network. STP forces redundant data paths into a blocked state. If a network segment in the spanning tree fails
and a redundant path exists, the STP algorithm recalculates the spanning tree topology and activates the
blocked path.

When two Layer 2 LAN ports on a network device are part of a loop, the STP port priority and port path-cost
setting determine which port on the device is put in the forwarding state and which port is put in the blocking
state. The STP port priority value is the efficiency with which that location allows the port to pass traffic. The
STP port path-cost value is derived from the media speed.

How a Topology is Created
All devices in a LAN that participate in a spanning tree gather information about other switches in the network
by exchanging BPDUs. This exchange of BPDUs results in the following actions:

• The system elects a unique root switch for the spanning tree network topology.

• The system elects a designated switch for each LAN segment.

• The system eliminates any loops in the switched network by placing redundant switch ports in a backup
state; all paths that are not needed to reach the root device from anywhere in the switched network are
placed in an STP-blocked state.

The topology on an active switched network is determined by the following:

• The unique device identifier Media Access Control (MAC) address of the device that is associated with
each device

• The path cost to the root that is associated with each switch port

• The port identifier that is associated with each switch port

In a switched network, the root switch is the logical center of the spanning tree topology. STP uses BPDUs
to elect the root switch and root port for the switched network.

ブリッジ ID
各ネットワーク装置上の各 VLANには、一意の 64ビットブリッジ IDが設定されています。ブ
リッジ IDはブリッジプライオリティ値、拡張システム ID（IEEE 802.1t）、および STP MACア
ドレス割り当てで構成されています。

Bridge Priority Value

The bridge priority is a 4-bit value when the extended system ID is enabled.

You can only specify a device bridge ID (used by the spanning tree algorithm to determine the identity of the
root bridge; the lowest number is preferred) as a multiple of 4096.
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In this device, the extended system ID is always enabled; you cannot disable the extended system ID.（注）

Extended System ID

The device always uses the 12-bit extended system ID.

This figure shows the 12-bit extended system ID field that is part of the bridge ID.

図 4： Bridge ID with Extended System ID

This table shows how the system ID extension combined with the bridge ID functions as the unique identifier
for a VLAN.

表 11：Bridge Priority Value and Extended System ID with the Extended System ID Enabled

Extended System ID (Set Equal to the VLAN ID)Bridge Priority Value

Bit
1

Bit
2

Bit
3

Bit
4

Bit
5

Bit
6

Bit
7

Bit
8

Bit
9

Bit
10

Bit 11Bit 12Bit 13Bit
14

Bit 15Bit 16

124816326412825651210242048409681921638432768

STP MAC Address Allocation

MAC address reduction is always enabled on the device.（注）

Because MAC address reduction is always enabled on the device, you should also enable MAC address
reduction on all other Layer 2 connected network devices to avoid undesirable root bridge election and spanning
tree topology issues.

When MAC address reduction is enabled, the root bridge priority becomes a multiple of 4096 plus the VLAN
ID. You can only specify a device bridge ID (used by the spanning tree algorithm to determine the identity
of the root bridge; the lowest number is preferred) as a multiple of 4096. Only the following values are possible:

• 0

• 4096

• 8192

• 12288
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• 16384

• 20480

• 24576

• 28672

• 32768

• 36864

• 40960

• 45056

• 49152

• 53248

• 57344

• 61440

STP uses the extended system ID plus a MAC address to make the bridge ID unique for each VLAN.

If another bridge in the same spanning tree domain does not run the MAC address reduction feature, it
could win the root bridge ownership because of the finer granularity in the selection of its bridge ID.

（注）

BPDUs
Network devices transmit BPDUs throughout the STP instance. Each network device sends configuration
BPDUs to communicate and compute the spanning tree topology. Each configuration BPDU contains the
following minimal information:

• The unique bridge ID of the network device that the transmitting network device believes to be the root
bridge

• The STP path cost to the root

• The bridge ID of the transmitting bridge

• The message age

• The identifier of the transmitting port

• Values for the hello, forward delay, and max-age protocol timer

• Additional information for STP extension protocols

When a network device transmits a Rapid PVST+ BPDU frame, all network devices connected to the VLAN
on which the frame is transmitted receive the BPDU. When a network device receives a BPDU, it does not
forward the frame but instead uses the information in the frame to calculate a BPDU. If the topology changes,
the device initiates a BPDU exchange.

A BPDU exchange results in the following:

• One network device is elected as the root bridge.
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• The shortest distance to the root bridge is calculated for each network device based on the path cost.

• A designated bridge for each LAN segment is selected. This network device is closest to the root bridge
through which frames are forwarded to the root.

• A root port is elected. This port provides the best path from the bridge to the root bridge.

• Ports included in the spanning tree are selected.

Election of the Root Bridge
For each VLAN, the network device with the highest bridge ID (that is, the lowest numerical ID value) is
elected as the root bridge. If all network devices are configured with the default priority (32768), the network
device with the lowest MAC address in the VLAN becomes the root bridge. The bridge priority value occupies
the most significant bits of the bridge ID.

When you change the bridge priority value, you change the probability that the device will be elected as the
root bridge. Configuring a lower value increases the probability; a higher value decreases the probability.

The STP root bridge is the logical center of each spanning tree topology in a Layer 2 network. All paths that
are not needed to reach the root bridge from anywhere in the Layer 2 network are placed in STP blocking
mode.

BPDUs contain information about the transmitting bridge and its ports, including bridge and MAC addresses,
bridge priority, port priority, and path cost. STP uses this information to elect the root bridge for the STP
instance, to elect the root port that leads to the root bridge, and to determine the designated port for each
Layer 2 segment.

Creating the Spanning Tree Topology
By increasing the priority (lowering the numerical value) of the ideal network device so that it becomes the
root bridge, you force an STP recalculation to form a new spanning tree topology with the ideal network
device as the root.

In this figure, switch A is elected as the root bridge because the bridge priority of all the network devices is
set to the default (32768) and switch A has the lowest MAC address. However, due to traffic patterns, the
number of forwarding ports, or link types, switch A might not be the ideal root bridge.

図 5： Spanning Tree Topology
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When the spanning tree topology is calculated based on default parameters, the path between the source and
destination end stations in a switched network might not be ideal. For instance, connecting higher-speed links
to a port that has a higher number than the current root port can cause a root-port change. The goal is to make
the fastest link the root port.

For example, assume that one port on switch B is a fiber-optic link, and another port on switch B (an unshielded
twisted-pair [UTP] link) is the root port. Network traffic might be more efficient over the high-speed fiber-optic
link. By changing the STP port priority on the fiber-optic port to a higher priority (lower numerical value)
than the root port, the fiber-optic port becomes the new root port.

Rapid PVST+
Rapid PVST+ is the default spanning tree mode for the software and is enabled by default on the default
VLAN and all newly created VLANs.

A single instance, or topology, of RSTP runs on each configured VLAN, and each Rapid PVST+ instance on
a VLAN has a single root device. You can enable and disable STP on a per-VLAN basis when you are running
Rapid PVST+.

Overview of Rapid PVST+
Rapid PVST+ is the IEEE 802.1w (RSTP) standard implemented per VLAN. A single instance of STP runs
on each configured VLAN (if you do not manually disable STP). Each Rapid PVST+ instance on a VLAN
has a single root switch. You can enable and disable STP on a per-VLAN basis when you are running Rapid
PVST+.

Rapid PVST+ is the default STP mode for the device.（注）

Rapid PVST+ uses point-to-point wiring to provide rapid convergence of the spanning tree. The spanning tree
reconfiguration can occur in less than 1 second with Rapid PVST+ (in contrast to 50 seconds with the default
settings in the 802.1D STP). The device automatically checks the PVID.

Rapid PVST+ supports one STP instance for each VLAN.（注）

Using Rapid PVST+, STP convergence occurs rapidly. By default, each designated port in the STP sends out
a BPDU every 2 seconds. On a designated port in the topology, if hello messages are missed three consecutive
times, or if the maximum age expires, the port immediately flushes all protocol information in the table. A
port considers that it loses connectivity to its direct neighbor designated port if it misses three BPDUs or if
the maximum age expires. This rapid aging of the protocol information allows quick failure detection.

Rapid PVST+ provides for rapid recovery of connectivity following the failure of a device, a device port, or
a LAN. It provides rapid convergence for edge ports, new root ports, and ports connected through point-to-point
links as follows:

• Edge ports—When you configure a port as an edge port on an RSTP device, the edge port immediately
transitions to the forwarding state. (This immediate transition was previously a Cisco-proprietary feature
named PortFast.) You should only configure ports that connect to a single end station as edge ports.
Edge ports do not generate topology changes when the link changes.
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Enter the spanning-tree port type interface configuration command to configure a port as an STP edge port.

We recommend that you configure all ports connected to a Layer 2 host as edge ports.（注）

• Root port—If Rapid PVST+ selects a new root port, it blocks the old root port and immediately transitions
the new root port to the forwarding state.

• Point-to-point links—If you connect a port to another port through a point-to-point link and the local
port becomes a designated port, it negotiates a rapid transition with the other port by using the
proposal-agreement handshake to ensure a loop-free topology.

Rapid PVST+ achieves rapid transition to the forwarding state only on edge ports and point-to-point links.
Although the link type is configurable, the system automatically derives the link type information from the
duplex setting of the port. Full-duplex ports are assumed to be point-to-point ports, while half-duplex ports
are assumed to be shared ports.

Edge ports do not generate topology changes, but all other designated and root ports generate a topology
change (TC) BPDU when they either fail to receive three consecutive BPDUs from the directly connected
neighbor or the maximum age times out. At this point, the designated or root port sends a BPDU with the TC
flag set. The BPDUs continue to set the TC flag as long as the TC While timer runs on that port. The value
of the TC While timer is the value set for the hello time plus 1 second. The initial detector of the topology
change immediately floods this information throughout the entire topology.

When Rapid PVST+ detects a topology change, the protocol does the following:

• Starts the TCWhile timer with a value equal to twice the hello time for all the nonedge root and designated
ports, if necessary.

• Flushes the MAC addresses associated with all these ports.

The topology change notification floods quickly across the entire topology. The system flushes dynamic
entries immediately on a per-port basis when it receives a topology change.

The TCA flag is used only when the device is interacting with devices that are running legacy 802.1D
STP.

（注）

The proposal and agreement sequence then quickly propagates toward the edge of the network and quickly
restores connectivity after a topology change.

Rapid PVST+ BPDUs
Rapid PVST+ and 802.1w use all six bits of the flag byte to add the following:

• The role and state of the port that originates the BPDU

• The proposal and agreement handshake

This figure shows the use of the BPDU flags in Rapid PVST+.
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図 6： Rapid PVST+ Flag Byte in BPDU

Another important change is that the Rapid PVST+ BPDU is type 2, version 2, which makes it possible for
the device to detect connected legacy (802.1D) bridges. The BPDU for 802.1D is type 0, version 0.

Proposal and Agreement Handshake

In this figure, switch A is connected to switch B through a point-to-point link, and all of the ports are in the
blocking state. Assume that the priority of switch A is a smaller numerical value than the priority of switch
B. Switch A sends a proposal message (a configuration BPDUwith the proposal flag set) to switch B, proposing
itself as the designated switch.

After receiving the proposal message, switch B selects as its new root port the port from which the proposal
message was received, forces all nonedge ports to the blocking state, and sends an agreement message (a
BPDU with the agreement flag set) through its new root port.

After receiving the agreement message from switch B, switch A also immediately transitions its designated
port to the forwarding state. No loops in the network can form because switch B blocked all of its nonedge
ports and because there is a point-to-point link between switches A and B.

When switch C connects to switch B, a similar set of handshaking messages are exchanged. Switch C selects
the port connected to switch B as its root port, and both ends of the link immediately transition to the forwarding
state. With each iteration of this handshaking process, one more switch joins the active topology. As the
network converges, this proposal-agreement handshaking progresses from the root toward the leaves of the
spanning tree as shown in this figure.
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図 7： Proposal and Agreement Handshaking for Rapid Convergence

The switch learns the link type from the port duplex mode; a full-duplex port is considered to have a
point-to-point connection and a half-duplex port is considered to have a shared connection. You can override
the default setting that is controlled by the duplex setting by entering the spanning-tree link-type interface
configuration command.

This proposal/agreement handshake is initiated only when a nonedge port moves from the blocking to the
forwarding state. The handshaking process then proliferates step-by-step throughout the topology.

Protocol Timers
This table describes the protocol timers that affect the Rapid PVST+ performance.

表 12：Rapid PVST+ Protocol Timers

DescriptionVariable

Determines how often each device broadcasts BPDUs
to other network devices. The default is 2 seconds,
and the range is from 1 to 10.

Hello timer

Determines how long each of the listening and
learning states last before the port begins forwarding.
This timer is generally not used by the protocol, but
it is used when interoperating with the 802.1D
spanning tree. The default is 15 seconds, and the range
is from 4 to 30 seconds.

Forward delay timer
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DescriptionVariable

Determines the amount of time that protocol
information received on a port is stored by the
network device. This timer is generally not used by
the protocol, but it is used when interoperating with
the 802.1D spanning tree. The default is 20 seconds;
the range is from 6 to 40 seconds.

Maximum age timer

Port Roles
Rapid PVST+ provides rapid convergence of the spanning tree by assigning port roles and learning the active
topology. Rapid PVST+ builds upon the 802.1D STP to select the device with the highest switch priority
(lowest numerical priority value) as the root bridge. Rapid PVST+ assigns one of these port roles to individual
ports:

• Root port—Provides the best path (lowest cost) when the device forwards packets to the root bridge.

• Designated port—Connects to the designated device that has the lowest path cost when forwarding
packets from that LAN to the root bridge. The port through which the designated device is attached to
the LAN is called the designated port.

• Alternate port—Offers an alternate path toward the root bridge to the path provided by the current root
port. An alternate port provides a path to another device in the topology.

• Backup port—Acts as a backup for the path provided by a designated port toward the leaves of the
spanning tree. A backup port can exist only when two ports are connected in a loopback by a point-to-point
link or when a device has two or more connections to a shared LAN segment. A backup port provides
another path in the topology to the device.

• Disabled port—Has no role within the operation of the spanning tree.

In a stable topology with consistent port roles throughout the network, Rapid PVST+ ensures that every root
port and designated port immediately transition to the forwarding state while all alternate and backup ports
are always in the blocking state. Designated ports start in the blocking state. The port state controls the operation
of the forwarding and learning processes.
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This figure shows port roles. A port with the root or a designated port role is included in the active topology.
A port with the alternate or backup port role is excluded from the active topology.

図 8： Sample Topology Demonstrating Port Roles

Rapid PVST+ Port State Overview
Propagation delays can occur when protocol information passes through a switched LAN. As a result, topology
changes can take place at different times and at different places in a switched network. When a Layer 2 LAN
port transitions directly from nonparticipation in the spanning tree topology to the forwarding state, it can
create temporary data loops. Ports must wait for new topology information to propagate through the switched
LAN before starting to forward frames.

Each Layer 2 LAN port on the device that uses Rapid PVST+ or MST exists in one of the following four
states:

• Blocking—The Layer 2 LAN port does not participate in frame forwarding.

• Learning—The Layer 2 LAN port prepares to participate in frame forwarding.

• Forwarding—The Layer 2 LAN port forwards frames.

• Disabled—The Layer 2 LAN port does not participate in STP and is not forwarding frames.

When you enable Rapid PVST+, every port in the device, VLAN, and network goes through the blocking
state and the transitory states of learning at power up. If properly configured, each Layer 2 LAN port stabilizes
to the forwarding or blocking state.

When the STP algorithm places a Layer 2 LAN port in the forwarding state, the following process occurs:

1 The Layer 2 LAN port is put into the blocking state while it waits for protocol information that suggests
it should go to the learning state.
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2 The Layer 2 LAN port waits for the forward delay timer to expire, moves the Layer 2 LAN port to the
learning state, and restarts the forward delay timer.

3 In the learning state, the Layer 2 LAN port continues to block frame forwarding as it learns the end station
location information for the forwarding database.

4 The Layer 2 LAN port waits for the forward delay timer to expire and then moves the Layer 2 LAN port
to the forwarding state, where both learning and frame forwarding are enabled.

ブロッキングステート

ブロッキングステートのレイヤ 2 LANポートは、フレーム転送に参加しません。

ブロッキングステートのレイヤ 2 LANポートは、次の処理を実行します。

•接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。

•転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。

•エンドステーションの場所は、そのアドレスデータベースには取り入れません（ブロッキ
ング状態のレイヤ 2 LANポートに関する学習は行われないため、アドレスデータベースは
更新されません）。

• BPDUを受信し、それをシステムモジュールに転送します。

•システムモジュールから受信した BPDUを、処理して送信します。

•コントロールプレーンメッセージを受信して応答します。

Learning State

A Layer 2 LAN port in the learning state prepares to participate in frame forwarding by learning the MAC
addresses for the frames. The Layer 2 LAN port enters the learning state from the blocking state.

A Layer 2 LAN port in the learning state performs as follows:

• Discards frames received from the attached segment.

• Discards frames switched from another port for forwarding.

• Incorporates the end station location into its address database.

• Receives BPDUs and directs them to the system module.

• Receives, processes, and transmits BPDUs received from the system module.

• Receives and responds to control plane messages.

Forwarding State

A Layer 2 LAN port in the forwarding state forwards frames. The Layer 2 LAN port enters the forwarding
state from the learning state.

A Layer 2 LAN port in the forwarding state performs as follows:

• Forwards frames received from the attached segment.
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• Forwards frames switched from another port for forwarding.

• Incorporates the end station location information into its address database.

• Receives BPDUs and directs them to the system module.

• Processes BPDUs received from the system module.

• Receives and responds to control plane messages.

Disabled State

A Layer 2 LAN port in the disabled state does not participate in frame forwarding or STP. A Layer 2 LAN
port in the disabled state is virtually nonoperational.

A disabled Layer 2 LAN port performs as follows:

• Discards frames received from the attached segment.

• Discards frames switched from another port for forwarding.

• Does not incorporate the end station location into its address database. (There is no learning, so there is
no address database update.)

• Does not receive BPDUs from neighbors.

• Does not receive BPDUs for transmission from the system module.

Summary of Port States

This table lists the possible operational and Rapid PVST+ states for ports and whether the port is included in
the active topology.

表 13： Port State Active Topology

Is Port Included in the Active
Topology?

Port StateOperational Status

NoBlockingEnabled

YesLearningEnabled

YesForwardingEnabled

NoDisabledDisabled

Synchronization of Port Roles
When the device receives a proposal message on one of its ports and that port is selected as the new root port,
Rapid PVST+ forces all other ports to synchronize with the new root information.

The device is synchronized with superior root information received on the root port if all other ports are
synchronized. An individual port on the device is synchronized if either of the following applies:
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• That port is in the blocking state.

• It is an edge port (a port configured to be at the edge of the network).

If a designated port is in the forwarding state and is not configured as an edge port, it transitions to the blocking
state when the Rapid PVST+ forces it to synchronize with new root information. In general, when the Rapid
PVST+ forces a port to synchronize with root information and the port does not satisfy any of the above
conditions, its port state is set to blocking.

After ensuring that all of the ports are synchronized, the device sends an agreement message to the designated
device that corresponds to its root port. When the devices connected by a point-to-point link are in agreement
about their port roles, Rapid PVST+ immediately transitions the port states to the forwarding state.

This figure shows the sequence of events during synchronization.

図 9：Sequence of Events During Rapid Convergence

Processing Superior BPDU Information

A superior BPDU is a BPDU with root information (such as a lower switch ID or lower path cost) that is
superior to what is currently stored for the port.

If a port receives a superior BPDU, Rapid PVST+ triggers a reconfiguration. If the port is proposed and is
selected as the new root port, Rapid PVST+ forces all the designated, nonedge ports to synchronize.

If the received BPDU is a Rapid PVST+ BPDU with the proposal flag set, the device sends an agreement
message after all of the other ports are synchronized. The new root port transitions to the forwarding state as
soon as the previous port reaches the blocking state.

If the superior information received on the port causes the port to become a backup port or an alternate port,
Rapid PVST+ sets the port to the blocking state and sends an agreement message. The designated port continues
sending BPDUswith the proposal flag set until the forward-delay timer expires. At that time, the port transitions
to the forwarding state.
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Processing Inferior BPDU Information

An inferior BPDU is a BPDU with root information (such as a higher switch ID or higher path cost) that is
inferior to what is currently stored for the port.

If a designated port receives an inferior BPDU, it immediately replies with its own information.

Detecting Unidirectional Link Failure:Rapid PVST+
The software checks the consistency of the port role and state in the received BPDUs to detect unidirectional
link failures that could cause bridging loops using the Unidirectional Link Detection (UDLD) feature. This
feature is based on the dispute mechanism.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on UDLD.

When a designated port detects a conflict, it keeps its role, but reverts to a discarding state because disrupting
connectivity in case of inconsistency is preferable to opening a bridging loop.

This figure illustrates a unidirectional link failure that typically creates a bridging loop. Switch A is the root
bridge, and its BPDUs are lost on the link leading to switch B. The 802.1w-standard BPDUs include the role
and state of the sending port. With this information, switch A can detect that switch B does not react to the
superior BPDUs that it sends and that switch B is the designated, not root port. As a result, switch A blocks
(or keeps blocking) its port, which prevents the bridging loop.

図 10： Detecting Unidirectional Link Failure

Port Cost

Rapid PVST+ uses the short (16-bit) path-cost method to calculate the cost by default. With the short
path-cost method, you can assign any value in the range of 1 to 65535. However, you can configure the
device to use the long (32-bit) path-cost method, which allows you to assign any value in the range of 1
to 200,000,000. You configure the path-cost calculation method globally.

（注）

This table shows how the STP port path-cost default value is determined from the media speed and path-cost
calculation method of a LAN interface.
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表 14：Default Port Cost

Long Path-Cost Method of Port CostShort Path-Cost Method of Port
Cost

Bandwidth

2,000,00010010 Mbps

200,00019100 Mbps

20,00041 Gigabit Ethernet

2,000210 Gigabit Ethernet

If a loop occurs, STP considers the port cost when selecting a LAN interface to put into the forwarding state.

You can assign the lower cost values to LAN interfaces that you want STP to select first and higher cost values
to LAN interfaces that you want STP to select last. If all LAN interfaces have the same cost value, STP puts
the LAN interface with the lowest LAN interface number in the forwarding state and blocks other LAN
interfaces.

On access ports, you assign the port cost by the port. On trunk ports, you assign the port cost by the VLAN;
you can configure the same port cost to all the VLANs on a trunk port.

Port Priority
If a redundant path occurs and multiple ports have the same path cost, Rapid PVST+ considers the port priority
when selecting which LAN port to put into the forwarding state. You can assign lower priority values to LAN
ports that you want Rapid PVST+ to select first and higher priority values to LAN ports that you want Rapid
PVST+ to select last.

If all LAN ports have the same priority value, Rapid PVST+ puts the LAN port with the lowest LAN port
number in the forwarding state and blocks other LAN ports. The possible priority range is from 0 through
224 (the default is 128), configurable in increments of 32. The device uses the port priority value when the
LAN port is configured as an access port and uses the VLAN port priority values when the LAN port is
configured as a trunk port.

Rapid PVST+ and IEEE 802.1Q Trunks
The 802.1Q trunks impose some limitations on the STP strategy for a network. In a network of Cisco network
devices connected through 802.1Q trunks, the network devices maintain one instance of STP for each VLAN
allowed on the trunks. However, non-Cisco 802.1Q network devices maintain only one instance of STP for
all VLANs allowed on the trunks, which is the Common Spanning Tree (CST).

When you connect a Cisco network device to a non-Cisco device through an 802.1Q trunk, the Cisco network
device combines the STP instance of the 802.1Q VLAN of the trunk with the STP instance of the non-Cisco
802.1Q network device. However, all per-VLANSTP information that is maintained by Cisco network devices
is separated by a cloud of non-Cisco 802.1Q network devices. The non-Cisco 802.1Q cloud that separates the
Cisco network devices is treated as a single trunk link between the network devices.

For more information on 802.1Q trunks, see the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration
Guide, Release 6.x』.
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Rapid PVST+ Interoperation with Legacy 802.1D STP
Rapid PVST+ can interoperate with devices that are running the legacy 802.1D protocol. The device knows
that it is interoperating with equipment running 802.1D when it receives a BPDU version 0. The BPDUs for
Rapid PVST+ are version 2. If the BPDU received is an 802.1w BPDU version 2 with the proposal flag set,
the device sends an agreement message after all of the other ports are synchronized. If the BPDU is an 802.1D
BPDU version 0, the device does not set the proposal flag and starts the forward-delay timer for the port. The
new root port requires twice the forward-delay time to transition to the forwarding state.

The device interoperates with legacy 802.1D devices as follows:

• Notification—Unlike 802.1D BPDUs, 802.1w does not use TCN BPDUs. However, for interoperability
with 802.1D devices, the device processes and generates TCN BPDUs.

• Acknowledgment—When an 802.1w device receives a TCN message on a designated port from an
802.1D device, it replies with an 802.1D configuration BPDU with the TCA bit set. However, if the
TC-while timer (the same as the TC timer in 802.1D) is active on a root port connected to an 802.1D
device and a configuration BPDU with the TCA set is received, the TC-while timer is reset.

This method of operation is required only for 802.1D devices. The 802.1w BPDUs do not have the TCA
bit set.

• Protocol migration—For backward compatibility with 802.1D devices, 802.1w selectively sends 802.1D
configuration BPDUs and TCN BPDUs on a per-port basis.

When a port is initialized, the migrate-delay timer is started (specifies the minimum time during which
802.1w BPDUs are sent), and 802.1w BPDUs are sent. While this timer is active, the device processes
all BPDUs received on that port and ignores the protocol type.

If the device receives an 802.1D BPDU after the port migration-delay timer has expired, it assumes that
it is connected to an 802.1D device and starts using only 802.1D BPDUs. However, if the 802.1w device
is using 802.1D BPDUs on a port and receives an 802.1w BPDU after the timer has expired, it restarts
the timer and starts using 802.1w BPDUs on that port.

If you want all devices on the same LAN segment to reinitialize the protocol on each interface, you must
reinitialize Rapid PVST+.

（注）

Rapid PVST+ Interoperation with 802.1s MST
Rapid PVST+ interoperates seamlessly with the IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MST) standard. No
user configuration is needed. To disable this seamless interoperation, you can use PVST Simulation.

High Availability for Rapid PVST+
The software supports high availability for Rapid PVST+. However, the statistics and timers are not restored
when Rapid PVST+ restarts. The timers start again and the statistics begin from 0.
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See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for complete
information on high-availability features.

（注）

Virtualization Support for Rapid PVST+

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』, for complete
information on virtual device contexts (VDCs) and assigning resources.

（注）

This figure shows how the system provides support for VDCs. Using VDCs, you have a separate Layer 2
virtualization in each VDC, and each VDC runs a separate STP.

Each VDC will have its own Rapid PVST+. You cannot configure Rapid PVST+ across VDCs with Cisco
NX-OS software. However, you can run Rapid PVST+ in one VDC and run MST in each VDC.

For example, VDC1 can run MST, VDC2 can run Rapid PVST+, and VDC3 can run MST.

図 11： Separate STP in each VDC

Ensure that you are in the correct VDC before you begin configuring either Rapid PVST+ parameters.

Licensing Requirements for Rapid PVST+
The following table shows the licensing requirements for this feature:
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License RequirementProduct

Rapid PVST+ requires no license. Any feature not
included in a license package is bundled with the
Cisco NX-OS system images and is provided at no
extra charge to you. For a complete explanation of
the Cisco NX-OS licensing scheme, see『Cisco
NX-OS Licensing Guide』.

Cisco NX-OS

However, using VDCs requires an Advanced Services license.

Prerequisites for Configuring Rapid PVST+
Rapid PVST+ has the following prerequisites:

• You must be logged onto the device.

• If required, install the Advanced Services license and enter the desired VDC.

• If you are working in another VDC than the default VDC, that VDC must be created already.

Guidelines and Limitations for Configuring Rapid PVST+
Rapid PVST+ has the following configuration guidelines and limitations:

• There is a total of 4000 Rapid PVST+ for each VDC.

• The maximum number of VLANs and ports is 16,000.

• Only Rapid PVST+ or MST can be active at any time for each VDC.

• Port channeling—The port-channel bundle is considered as a single port. The port cost is the aggregation
of all the configured port costs assigned to that channel.

• For Private VLANs, on a normal VLAN trunk port, the primary and secondary private VLANs are two
different logical ports and must have the exact STP topology. On access ports, STP sees only the primary
VLAN.

• We recommend that you configure all ports connected to Layer 2 hosts as STP edge ports.

• Always leave STP enabled.

• Do not change timers because changing timers can adversely affect stability.

• Keep user traffic off the management VLAN; keep the management VLAN separate from the user data.

• Choose the distribution and core layers as the location of the primary and secondary root switches.

• When you connect two Cisco devices through 802.1Q trunks, the switches exchange spanning tree
BPDUs on each VLAN allowed on the trunks. The BPDUs on the native VLAN of the trunk are sent
untagged to the reserved 802.1D spanning treemulticastMAC address (01-80-C2-00-00-00). The BPDUs
on all VLANs on the trunk are sent tagged to the reserved Cisco Shared Spanning Tree Protocol (SSTP)
multicast MAC address (01-00-0c-cc-cc-cd).
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Rapid PVST+ のデフォルト設定
次の表に、Rapid PVST+パラメータのデフォルト設定を示します。

表 15：デフォルト Rapid PVST+ パラメータ

デフォルトパラメータ

すべての VLANでイネーブルスパニングツリー

Rapid PVST+

スパニングツリーモードを変更する

と、すべてのスパニングツリーインス

タンスが前のモードで停止して新規モー

ドで開始されるため、トラフィックが

中断されます。

注意

スパニングツリーモード

VLAN 1に割り当てられたすべてのポートVLAN

常にイネーブル拡張システム ID

常にイネーブルMACアドレスリダクション

32769（デフォルトVLAN1のデフォルトブリッ
ジプライオリティに拡張システム IDを加えた
値）

ブリッジ IDプライオリティ

ブロッキング（コンバージェンスが発生する

と、即座に変更される）

ポートステート

指定（コンバージェンスが発生すると、変更さ

れる）

ポートロール

128.ポート/VLANプライオリティ

ショートパスコスト計算方式
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デフォルトパラメータ

Auto

デフォルトのポートコストは、次のように、メ

ディア速度およびパスコスト計算方式から判別

されます。

• 10 Mbps：

◦ショート：100

◦ロング：2,000,000

• 100 Mbps：

◦ショート：19

◦ロング：200,000

• 1ギガビットイーサネット：

◦ショート：4

◦ロング：20,000

• 10ギガビットイーサネット：

◦ショート：2

◦ロング：2,000

ポート/VLANコスト

2秒helloタイム

15秒転送遅延時間

20秒最大エージングタイム

Auto

デフォルトリンクタイプは、次のようにデュ

プレックスから判別されます。

•全二重：ポイントツーポイントリンク

•半二重：共有リンク

リンクタイプ
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Rapid PVST+ の設定
PVST+プロトコルに 802.1 w標準を適用した Rapid PVST+が、デバイスのデフォルトの STP設定
です。

Rapid PVST+は VLANごとにイネーブルにします。デバイスは VLANごとに個別の STPインス
タンスを維持します（STPをディセーブルに設定した VLANを除きます）。デフォルトで Rapid
PVST+は、デフォルト VLANと、作成した各 VLANでイネーブルになります。

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）

Rapid PVST+ の設定に関する注意事項
正しい VDCを開始していることを確認してください（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual
Device Context Configuration Guide』を参照）。

Rapid PVST+ のイネーブル化（CLI バージョン）
Rapid PVST+をディセーブル化したVLANがある場合は、指定したVLANで Rapid PVST+を再度
イネーブルにする必要があります。デバイスでMSTがイネーブルな場合に、RapidPVST+を使用
するには、そのデバイスで Rapid PVST+をイネーブルにする必要があります。

Rapid PVST+はデフォルトの STPモードです。同じVDC上でMSTと Rapid PVST+を同時に実行
することはできません。

ただし、特定の VDCで Rapid PVST+を実行し、別の VDCでMSTを実行することはできます。

スパニングツリーモードを変更すると、すべてのスパニングツリーインスタンスが前のモー

ドで停止して新規モードで再開されるため、トラフィックが中断されます。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mode rapid-pvst
3. exit
4. （任意） show running-config spanning-tree all
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

デバイスで Rapid PVST+をイネーブルにします。 Rapid
PVST+はデフォルトのスパニングツリーモードです。

spanning-tree mode rapid-pvst

例：
switch(config)# spanning-tree mode
rapid-pvst

ステップ 2   

スパニングツリーモードを変更すると、変更前

のモードのスパニングツリーインスタンスがす

べて停止されて新しいモードで起動されるため、

トラフィックが中断する場合があります。

（注）

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

現在稼働している STPコンフィギュレーションの情報を
表示します。

show running-config spanning-tree all

例：
switch# show running-config
spanning-tree all

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   

次に、デバイス上で Rapid PVST+をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
switch(config)# exit
switch#
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Rapid PVST+はデフォルトでイネーブルに設定されているので、show runningコマンドを入力
して設定の結果を表示しても、RapidPVST+をイネーブルにするために入力したコマンドは表
示されません。

（注）

Rapid PVST+ の VLAN 単位でのディセーブル化またはイネーブル化（CLI
バージョン）

Rapid PVST+は、VLANごとにイネーブルまたはディセーブルにできます。

Rapid PVST+は、デフォルト VLANと、作成したすべての VLANでデフォルトでイネーブル
になります。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. exit
4. （任意） show spanning-tree
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

コンフィギュレーションモードを開始

します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

VLANごとにRapid PVST+（デフォル
ト STP）をイネーブルにします。
vlan-rangeの値は、2～ 4094の範囲で
す（予約済みのVLANの値を除く）。

spanning-tree vlan
vlan-range

指定 VLANで Rapid PVST+をディ
セーブルにします。このコマンドに

関する詳細については、注意を参照し

てください。

no spanning-tree
vlan vlan-range

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5

コンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPコンフィギュレーションを表示し
ます。

show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

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   

次に、VLAN 5で STPをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5
switch(config)# exit
switch#
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VLANのすべてのスイッチおよびブリッジでスパニングツリーがディセーブルになっていない
場合は、VLANでスパニングツリーをディセーブルにしないでください。 VLANの一部のス
イッチおよびブリッジでスパニングツリーをディセーブルにして、VLANのその他のスイッチ
およびブリッジでイネーブルにしておくことはできません。スパニングツリーをイネーブル

にしたスイッチとブリッジに、ネットワークの物理トポロジに関する不完全な情報が含まれる

ことになるので、この処理によって予想外の結果となることがあります。

（注）

物理的なループがないトポロジであっても、スパニングツリーをディセーブルにしないことを

推奨します。スパニングツリーは、設定の誤りおよび配線の誤りに対する保護手段として動

作します。 VLAN内に物理的なループが存在しないことを保証できる場合以外は、VLANで
スパニングツリーをディセーブルにしないでください。

注意

STPはデフォルトでイネーブルのため、設定結果を参照するために show runningコマンドを
入力しても、STPをイネーブルするために入力したコマンドは表示されません。

（注）

ルートブリッジ ID の設定
デバイスは、Rapid PVST+が有効なアクティブ VLANごとに、STPインスタンスを個別に維持し
ます。 VLANごとに、最小のブリッジ IDを持つネットワークデバイスが、その VLANのルート
ブリッジになります。

特定のVLANインスタンスがルートブリッジになるように設定するには、そのブリッジのプライ
オリティをデフォルト値（32768）よりかなり小さい値に変更します。

spanning-tree vlan vlan_ID primary rootコマンドを入力すると、各 VLANで現在ルートになって
いるブリッジのブリッジプライオリティがデバイスによって確認されます。 24576という値でデ
バイスが指定 VLANのルートになる場合、デバイスは指定 VLANのブリッジプライオリティを
この値に設定します。指定 VLANのルートブリッジのブリッジプライオリティが 24576より小
さい場合、デバイスは最小ブリッジプライオリティより 4096小さい値に指定 VLANのブリッジ
プライオリティを設定します。

ルートブリッジになるために必要な値が 4096より小さい場合は、spanning-tree vlan vlan_ID
primary rootコマンドはエラーになります。ソフトウェアでブリッジプライオリティをそれ
以上低くできない場合、デバイスは次のメッセージを返します。

Error: Failed to set root bridge for VLAN 1
It may be possible to make the bridge root by setting the priority
for some (or all) of these instances to zero.

（注）
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STPのインスタンスごとのルートブリッジは、バックボーンまたはディストリビューション
デバイスである必要があります。アクセスデバイスは、STPのプライマリルートとして設定
しないでください。

注意

レイヤ 2ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2ネットワーク上の任意の 2つのエンドステー
ション間における最大ブリッジホップ数）を指定するには、diameterキーワードを入力します。
ネットワーク直径を指定すると、その直径のネットワークに最適なhelloタイム、転送遅延時間、
最大経過時間が自動的に選択されます。これにより、STP収束の時間が大幅に削減されます。
キーワード hello-timeを入力すると、自動的に計算された helloタイムを上書きできます。

ルートブリッジとして設定されているデバイスでは、helloタイム、転送遅延時間、最大エー
ジングタイムは手動で設定（spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst forward-time、
spanning-tree mst max-ageの各グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用）しない
でください。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree vlan vlan-range root primary [diameter dia [hello-time hello-time]]
3. exit
4. （任意） show spanning-tree
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

デバイスをプライマリルートブリッジとして設定し

ます。 The vlan-rangeの値は、2～ 4094の範囲です
spanning-tree vlan vlan-range root primary
[diameter dia [hello-time hello-time]]

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root
primary diameter 4

ステップ 2   

（予約済みの VLANの値を除く）。diaのデフォルト
は 7です。 hello-timeの範囲は 1～ 10秒で、デフォル
ト値は 2秒です。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
120 OL-25755-01-J  

Cisco NX-OS を使用した Rapid PVST+ の設定
ルートブリッジ ID の設定



目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPコンフィギュレーションを表示します。
show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

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   

次に、デバイスを VLAN 5のルートブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4に設定する例
を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root primary
diameter 4
switch#

セカンダリルートブリッジの設定（CLI バージョン）
デバイスをセカンダリルートとして設定すると、STPブリッジプライオリティはデフォルト値
（32768）から変更されます。その結果、プライマリルートブリッジに障害が発生した場合に
（ネットワーク上の他のネットワーク装置がデフォルトのブリッジプライオリティ 32768を使用
していると仮定して）、このデバイスが指定されたVLANのルートブリッジになる可能性が高く
なります。 STPにより、ブリッジプライオリティが 28672に設定されます。

レイヤ 2ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2ネットワーク上の任意の 2つのエンドステー
ション間における最大ブリッジホップ数）を指定するには、diameterキーワードを入力します。
ネットワーク直径を指定すると、その直径のネットワークに最適なhelloタイム、転送遅延時間、
最大経過時間が自動的に選択されます。これにより、STP収束の時間が大幅に削減されます。
キーワード hello-timeを入力すると、自動的に計算された helloタイムを上書きできます。

この方法で、複数のデバイスに複数のバックアップルートブリッジを設定できます。プライマ

リルートブリッジの設定時に使用した値と同じネットワーク直径と helloタイムの値を入力しま
す。
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ルートブリッジとして設定されているデバイスでは、helloタイム、転送遅延時間、最大エー
ジングタイムは手動で設定（spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst forward-time、
spanning-tree mst max-ageの各グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用）しない
でください。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree vlan vlan-range root secondary [diameter dia [hello-time hello-time]]
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

デバイスをセカンダリルートブリッジとして設定し

ます。 vlan-rangeの値は、2～ 4094の範囲です（予約
spanning-tree vlan vlan-range root secondary
[diameter dia [hello-time hello-time]]

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root
secondary diameter 4

ステップ 2   

済みの VLANの値を除く）。 diaのデフォルトは 7で
す。 hello-timeの範囲は 1～ 10秒で、デフォルト値は
2秒です。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

指定された VLANの STPコンフィギュレーションを
表示します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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# copy running-config startup-config

ステップ 5   

次に、デバイスをVLAN 5のセカンダリルートブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4に
設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root secondary diameter 4
switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ のブリッジプライオリティの設定
VLANの Rapid PVST+のブリッジプライオリティを設定できます。この方法で、ルートブリッ
ジを設定することもできます。

この設定を使用するときは注意が必要です。ブリッジプライオリティを変更するには、プラ

イマリルートおよびセカンダリルートを設定することを推奨します。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree vlan vlan-range priority value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLANのブリッジプライオリティを設定します。有効
な値は 0、4096、8192、12288、16384、20480、24576、

spanning-tree vlan vlan-range priority value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
priority 8192

ステップ 2   

28672、32768、36864、40960、45056、49152、53248、
57344、61440です。その他すべての値は拒否されます。
デフォルト値は 32768です。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

指定された VLANの STPコンフィギュレーションを表
示します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次の例は、ギガビットイーサネットポート 1/4で VLAN 5のプライオリティを 8192に設定する
方法を示しています。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 priority 8192
switch(config)# exit
switch#

Rapid PVST+ ポートプライオリティの設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+に最初に選択させる LANポートには小さいプライオリティ値を割り当て、Rapid
PVST+に最後に選択させる LANポートには大きいプライオリティ値を割り当てます。すべての
LANポートに同じプライオリティ値が割り当てられている場合、Rapid PVST+は、LANポート番
号が最小の LANポートをフォワーディングステートにし、他の LANポートをブロックします。
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デバイスは LANポートがアクセスポートとして設定されている場合にはポートプライオリティ
値を使用し、LANポートがトランクポートとして設定されている場合には VLANポートプライ
オリティ値を使用します。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree [vlan vlan-list] port-priority priority
4. exit
5. （任意） show spanning-tree interface {ethernet slot/port | port channel channel-number}
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定します。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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

LANインターフェイスのポートプライオリティを設定
します。 priorityの値は 0～ 224の範囲です。値が小さ

spanning-tree [vlan vlan-list] port-priority
priority

例：
switch(config-if)# spanning-tree
port-priority 160

ステップ 3   

いほど、プライオリティは高くなります。プライオリ

ティ値は、0、32、64、96、128、160、192、224です。
その他すべての値は拒否されます。デフォルト値は128
です。

インターフェイスモードを終了します。exit

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

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）

指定されたインターフェイスの STPコンフィギュレー
ションを表示します。

show spanning-tree interface {ethernet
slot/port | port channel channel-number}

例：
switch# show spanning-tree interface
ethernet 2/10

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、イーサネットアクセスポート 1/4のポートプライオリティを 160に設定する方法を示
しています。

switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port-priority 160
switch(config-if)# exit
switch(config)#

Rapid PVST+ パスコスト方式およびポートコストの設定（CLI バージョ
ン）

アクセスポートでは、ポートごとにポートコストを割り当てることができます。トランクポー

トでは、VLANごとにポートコストを割り当てることができます。トランク上のすべてのVLAN
に同じポートコストを設定できます。

RapidPVST+モードでは、ショートまたはロングパスコスト方式を使用できます。パスコスト
方式の設定は、インターフェイスサブモードまたはコンフィギュレーションサブモードで行

います。デフォルトパスコスト方式はショートです。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree pathcost method {long | short}
3. interface type slot/port
4. spanning-tree [vlan vlan-id] cost [value | auto]
5. exit
6. （任意） show spanning-tree pathcost method
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

Rapid PVST+パスコスト計算に使用される方式を選択し
ます。デフォルト方式は short型です。

spanning-tree pathcostmethod {long | short}

例：
switch(config)# spanning-tree pathcost
method long

ステップ 2   

設定するインターフェイスを指定します。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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 3   

LANインターフェイスのポートコストを設定します。
ポートコスト値には、パスコスト計算方式に応じて、次

の値を指定できます。

spanning-tree [vlan vlan-id] cost [value |
auto]

例：
switch(config-if)# spanning-tree cost
1000

ステップ 4   

•ショート型：1～ 65535

•ロング型：1～ 200000000

このパラメータは、アクセスポートのポート

別、およびトランクポートの VLAN別に設定
します。

（注）

デフォルトの autoでは、パスコスト計算方式およびメ
ディア速度に基づいてポートコストが設定されます。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 5   

（任意）

STPパスコスト方式を表示します。
show spanning-tree pathcost method

例：
switch# show spanning-tree pathcost
method

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

次の例は、イーサネットアクセスポート 1/4のポートコストを 1000に設定する方法を示してい
ます。

switch# config t
switch (config)# spanning-tree pathcost method long
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree cost 1000
switch(config-if)# exit
switch(config)#

VLAN の Rapid PVST+ hello タイムの設定（CLI バージョン）
VLANの Rapid-PVST+ helloタイムを設定できます。

この設定を使用する場合は、注意してください。スパニングツリーが中断されることがありま

す。ほとんどの場合、プライマリルートとセカンダリルートを設定して、helloタイムを変更
することを推奨します。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree vlan vlan-range hello-time value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLANの helloタイムを設定します。 helloタイムの
値の範囲は 1～ 10秒で、デフォルトは 2秒です。

spanning-tree vlan vlan-range hello-time value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
hello-time 7

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPコンフィギュレーションを VLAN単位で表示
します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次の例は、VLAN 5の helloタイムを 7秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 hello-time 7
switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ 転送遅延時間の設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+の使用時は、VLANごとに転送遅延時間を設定できます。
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はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree vlan vlan-range forward-time value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLANの転送遅延時間を設定します。転送遅延時
間の値の範囲は 4～ 30秒で、デフォルトは 15秒で
す。

spanning-tree vlan vlan-range forward-time
value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
forward-time 21

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPコンフィギュレーションを VLAN単位で表示
します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次の例は、VLAN 5の転送遅延時間を 21秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 forward-time 21
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switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ 最大エージングタイムの設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+の使用時は、VLANごとに最大経過時間を設定できます。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree vlan vlan-rangemax-age value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLANの最大エージングタイムを設定します。最
大経過時間の値の範囲は 6～ 40秒で、デフォルト
は 20秒です。

spanning-tree vlan vlan-rangemax-age value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
max-age 36

ステップ 2   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPコンフィギュレーションをVLAN単位で表示し
ます。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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# copy running-config startup-config

ステップ 5   

次の例は、VLAN 5の最大エージングタイムを 36秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 max-age 36
switch(config)# exit
switch#

Rapid PVST+ のリンクタイプの指定（CLI バージョン）
Rapidの接続性（802.1w規格）は、ポイントツーポイントのリンク上でのみ確立されます。リン
クタイプは、デフォルトでは、インターフェイスのデュプレックスモードから制御されます。

全二重ポートはポイントツーポイント接続であると見なされ、半二重ポートは共有接続であると

見なされます。

リモートデバイスの単一ポートに、ポイントツーポイントで物理的に接続されている半二重リン

クがある場合、リンクタイプのデフォルト設定を上書きして高速移行をイネーブルにできます。

リンクを共有に設定すると、STPは 802.1Dにフォールバックします。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree link-type {auto | point-to-point | shared}
4. exit
5. （任意） show spanning-tree
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定します。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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

リンクタイプを、ポイントツーポイントインクまたは共

有リンクに設定します。デフォルト値はデバイス接続か

spanning-tree link-type {auto | point-to-point
| shared}

例：
switch(config-if)# spanning-tree
link-type point-to-point

ステップ 3   

ら読み取られ、半二重リンクは共有、全二重リンクはポイ

ントツーポイントです。リンクタイプが共有の場合、STP
は 802.1Dにフォールバックします。デフォルトは auto
で、インターフェイスのデュプレックス設定に基づいてリ

ンクタイプが設定されます。

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

（任意）

STPコンフィギュレーションを表示します。
show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、リンクタイプをポイントツーポイントリンクとして設定する方法を示しています。

switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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Rapid PVST+ 用のプロトコルの再初期化
Rapid PVST+が稼働するブリッジにレガシーブリッジが接続されている場合は、1つのポートか
ら 802.1D BPDUを送信できます。ただし、STPプロトコルを移行しても、レガシーデバイスが
代表スイッチでないかぎり、レガシーデバイスがリンクから削除されたかどうかを判別すること

はできません。デバイス全体で、または指定されたインターフェイスで、プロトコルネゴシエー

ションを再初期化する（ネイバーデバイスと強制的に再ネゴシエーションを行う）ことができま

す。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. clear spanning-tree detected-protocol [interface {ethernet slot/port | port channel channel-number}]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

デバイス上のすべてのインターフェイス、また

は指定されたインターフェイスで、RapidPVST+
を再初期化します。

clear spanning-tree detected-protocol [interface {ethernet
slot/port | port channel channel-number}]

例：
switch# clear spanning-tree detected-protocol

ステップ 1   

次に、スロット 2のイーサネットインターフェイスポート 8で、Rapid PVST+を再初期化する例
を示します。

switch# clear spanning-tree detected-protocol interface ethernet 2/8
switch#

Rapid PVST+ の設定の確認
Rapid PVST+の設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

STP情報を表示します。show running-config spanning-tree [ all]

STPの概要を表示します。show spanning-tree summary

STPの詳細を表示します。show spanning-tree detail
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目的コマンド

VLANまたはインターフェイス単位のSTP情報
を表示します。

show spanning-tree{vlanvlan-id | interface
{[ethernetslot/port] |
[port-channelchannel-number]}} [detail]

STPブリッジの情報を表示します。show spanning-tree vlan vlan-id bridge

これらのコマンドの出力フィールドについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』を参照してください。

Rapid PVST+ 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョ
ン）

RapidPVST+コンフィギュレーション情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

STPのカウンタをクリアします。clear spanning-tree counters [interface type
slot/port | vlanvlan-id]

送受信された BPDUなどの STP情報を、イン
ターフェイスまたは VLAN別に表示します。

show spanning-tree {vlan vlan-id | interface
{[ethernet slot/port] | [port-channel
channel-number]}} detail

Rapid PVST+ の設定例
次に、Rapid PVST+の設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(cnfig)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 priority 24576
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 hello-time 1
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 forward-time 9
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 max-age 13

switch(config)# interface Ethernet 3/1 switchport
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit

switch(config)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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Rapid PVST+ の追加情報（CLI バージョン）

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』

レイヤ 2インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide, Release 6.x』

NX-OSの基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide, Release 6.x』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

仮想デバイスコンテキスト（VDC）

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes,
Release 6.x』

リリースノート

標準

タイトル標準

—IEEE 802.1Q-2006（旧称 IEEE 802.1s）、IEEE
802.1D-2004（旧称 IEEE 802.1w）、IEEE
802.1D、IEEE 802.1t
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MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

• CISCO-STP-EXTENSION-MIB

• BRIDGE-MIB

Rapid PVST+ の設定の機能履歴（CLI バージョン）
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 16：Rapid PVST+ 設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

--4.2(1)変更なし

--4.1(2)変更なし
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http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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第 8 章

Cisco NX-OS を使用した MST の設定

この章では、CiscoNX-OSデバイス上でマルチスパニングツリー（MST）を設定する方法につい
て説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• Information About MST, 139 ページ

• Licensing Requirements for MST, 149 ページ

• Prerequisites for MST, 149 ページ

• Guidelines and Limitations for Configuring MST, 149 ページ

• MSTのデフォルト設定, 151 ページ

• Configuring MST, 152 ページ

• MST設定の確認, 184 ページ

• MST統計情報の表示およびクリア（CLIバージョン）, 185 ページ

• MSTの設定例, 185 ページ

• MSTの追加情報（CLIバージョン）, 187 ページ

• MST設定の機能履歴（CLIバージョン）, 188 ページ

Information About MST

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on creating Layer 2 interfaces.

（注）

MST, which is the IEEE 802.1s standard, allows you to assign two or more VLANs to a spanning tree instance.
MST is not the default spanning tree mode; Rapid per VLAN Spanning Tree (Rapid PVST+) is the default
mode. MST instances with the same name, revision number, and VLAN-to-instance mapping combine to
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form an MST region. The MST region appears as a single bridge to spanning tree configurations outside the
region. MST forms a boundary to that interface when it receives an IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
(STP) message from a neighboring device.

Spanning tree is used to refer to IEEE 802.1w and IEEE 802.1s. If the IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
is discussed in this publication, 802.1D is stated specifically.

（注）

Beginning with Cisco NX-OS Release 5.x, when you are running virtual port channels (vPCs), you can
configure STP for better performance. See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration
Guide, Release 6.x』, for more information on this feature.

（注）

MST Overview

You must enable MST; Rapid PVST+ is the default spanning tree mode.（注）

MSTmaps multiple VLANs into a spanning tree instance, with each instance having a spanning tree topology
independent of other spanning tree instances. This architecture provides multiple forwarding paths for data
traffic, enables load balancing, and reduces the number of STP instances required to support a large number
of VLANs. MST improves the fault tolerance of the network because a failure in one instance (forwarding
path) does not affect other instances (forwarding paths).

MST provides rapid convergence through explicit handshaking because each MST instance uses the IEEE
802.1w standard, which eliminates the 802.1D forwarding delay and quickly transitions root bridge ports and
designated ports to the forwarding state.

MAC address reduction is always enabled on the device. You cannot disable this feature.

MST improves spanning tree operation and maintains backward compatibility with these STP versions:

• Original 802.1D spanning tree

• Rapid per-VLAN spanning tree (Rapid PVST+)

（注） • IEEE 802.1 was defined in the Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) and was incorporated into
IEEE 802.1D.

• IEEE 802.1 was defined in MST and was incorporated into IEEE 802.1Q.

MST Regions
To allow devices to participate in MST instances, you must consistently configure the devices with the same
MST configuration information.
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A collection of interconnected devices that have the same MST configuration is an MST region. An MST
region is a linked group of MST bridges with the same MST configuration.

The MST configuration controls the MST region to which each device belongs. The configuration includes
the name of the region, the revision number, and the VLAN-to-MST instance assignment mapping.

A region can have one or multiple members with the sameMST configuration. Each member must be capable
of processing 802.1w bridge protocol data units (BPDUs). There is no limit to the number of MST regions in
a network.

Each device can support up to 65 MST instances (MSTIs), including Instance 0, in a single MST region.
Instances are identified by any number in the range from 1 to 4094. The system reserves Instance 0 for a
special instance, which is the IST. You can assign a VLAN to only one MST instance at a time.

The MST region appears as a single bridge to adjacent MST regions and to other Rapid PVST+ regions and
802.1D spanning tree protocols.

We do not recommend that you partition the network into a large number of regions.（注）

MST BPDUs
Each device has only one MST BPDU per interface, and that BPDU carries an M-record for each MSTI on
the device. Only the IST sends BPDUs for the MST region; all M-records are encapsulated in that one BPDU
that the IST sends. Because the MST BPDU carries information for all instances, the number of BPDUs that
need to be processed to support MST is significantly reduced compared with Rapid PVST+.

Only the IST sends BPDUs for the MST region; all M-records are encapsulated in that one BPDU that the
IST sends.

図 12： MST BPDU with M-Records for MSTIs

MST Configuration Information
The MST configuration that must be identical on all devices within a single MST region is configured by the
user.

You can configure the three parameters of the MST configuration as follows:

• Name—32-character string, null padded and null terminated, identifying the MST region
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• Revision number—Unsigned 16-bit number that identifies the revision of the current MST configuration

You must set the revision number when required as part of the MST configuration. The revision number
is not incremented automatically each time that the MST configuration is committed.

（注）

• VLAN-to-MST instancemapping—4096-element table that associates each of the potential 4094 VLANs
supported in each virtual device context (VDC) to a given instance with the first (0) and last element
(4095) set to 0. The value of element number X represents the instance to which VLAN X is mapped.

When you change the VLAN-to-MSTI mapping, the system reconverges MST.（注）

MST BPDUs contain these three configuration parameters. An MST bridge accepts an MST BPDU into its
own region only if these three configuration parameters match exactly. If one configuration attribute differs,
the MST bridge considers the BPDU to be from another MST region.

IST, CIST, and CST

IST, CIST, and CST Overview
Unlike Rapid PVST+, in which all the STP instances are independent, MST establishes and maintains IST,
CIST, and CST spanning trees, as follows:

• An IST is the spanning tree that runs in an MST region.

MST establishes and maintains additional spanning trees within each MST region; these spanning trees
are called multiple spanning tree instances (MSTIs).

Instance 0 is a special instance for a region, known as the IST. The IST always exists on all ports; you
cannot delete the IST, or Instance 0. By default, all VLANs are assigned to the IST. All other MST
instances are numbered from 1 to 4094.

The IST is the only STP instance that sends and receives BPDUs. All of the other MSTI information is
contained in MST records (M-records), which are encapsulated within MST BPDUs.

All MSTIs within the same region share the same protocol timers, but each MSTI has its own topology
parameters, such as the root bridge ID, the root path cost, and so forth.

An MSTI is local to the region; for example, MSTI 9 in region A is independent of MSTI 9 in region
B, even if regions A and B are interconnected. Only CST information crosses region boundaries.

• The CST interconnects the MST regions and any instance of 802.1D and 802.1w STP that may be
running on the network. The CST is the one STP instance for the entire bridged network and encompasses
all MST regions and 802.1w and 802.1D instances.

• A CIST is a collection of the ISTs in each MST region. The CIST is the same as an IST inside an MST
region, and the same as a CST outside an MST region.

The spanning tree computed in an MST region appears as a subtree in the CST that encompasses the entire
switched domain. The CIST is formed by the spanning tree algorithm running among devices that support
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the 802.1w, 802.1s, and 802.1D standards. The CIST inside an MST region is the same as the CST outside a
region.

Spanning Tree Operation Within an MST Region
The IST connects all the MSTdevices in a region. When the IST converges, the root of the IST becomes the
CIST regional root. The CIST regional root is also the CIST root if there is only one region in the network.
If the CIST root is outside the region, the protocol selects one of the MST devices at the boundary of the
region as the CIST regional root.

When an MST device initializes, it sends BPDUs that identify itself as the root of the CIST and the CIST
regional root, with both the path costs to the CIST root and to the CIST regional root set to zero. The device
also initializes all of its MSTIs and claims to be the root for all of them. If the device receives superior MSTI
root information (lower switch ID, lower path cost, and so forth) than the information that is currently stored
for the port, it relinquishes its claim as the CIST regional root.

During initialization, an MST region might have many subregions, each with its own CIST regional root. As
devices receive superior IST information from a neighbor in the same region, they leave their old subregions
and join the new subregion that contains the true CIST regional root. This action causes all subregions to
shrink except for the subregion that contains the true CIST regional root.

All devices in the MST region must agree on the same CIST regional root. Any two devices in the region will
only synchronize their port roles for an MSTI if they converge to a common CIST regional root.

Spanning Tree Operations Between MST Regions
If you have multiple regions or 802.1 w or 802.1D STP instances within a network, MST establishes and
maintains the CST, which includes all MST regions and all 802.1w and 802.1D STP devices in the network.
The MSTIs combine with the IST at the boundary of the region to become the CST.

The IST connects all the MST devices in the region and appears as a subtree in the CIST that encompasses
the entire switched domain. The root of the subtree is the CIST regional root. The MST region appears as a
virtual device to adjacent STP devices and MST regions.
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This figure shows a network with three MST regions and an 802.1D device (D). The CIST regional root for
region 1 (A) is also the CIST root. The CIST regional root for region 2 (B) and the CIST regional root for
region 3 (C) are the roots for their respective subtrees within the CIST.

図 13：MST Regions, CIST Regional Roots, and CST Root

Only the CST instance sends and receives BPDUs.MSTIs add their spanning tree information into the BPDUs
(as M-records) to interact with neighboring devices within the same MST region and compute the final
spanning tree topology. The spanning tree parameters related to the BPDU transmission (for example, hello
time, forward time, max-age, and max-hops) are configured only on the CST instance but affect all MSTIs.
You can configure the parameters related to the spanning tree topology (for example, the switch priority, the
port VLAN cost, and the port VLAN priority) on both the CST instance and the MSTI.

MST devices use Version 3 BPDUs. If the MST device falls back to 802.1D STP, the device uses only 802.1D
BPDUs to communicate with 802.1D-only devices. MST devices use MST BPDUs to communicate with
MST devices.

MST Terminology
MST naming conventions include identification of some internal or regional parameters. These parameters
are used only within an MST region, compared to external parameters that are used throughout the whole
network. Because the CIST is the only spanning tree instance that spans the whole network, only the CIST
parameters require the external qualifiers and not the internal or regional qualifiers. The MST terminology is
as follows:

• The CIST root is the root bridge for the CIST, which is the unique instance that spans the whole network.

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
144 OL-25755-01-J  

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
IST, CIST, and CST



• The CIST external root path cost is the cost to the CIST root. This cost is left unchanged within an MST
region. An MST region looks like a single device to the CIST. The CIST external root path cost is the
root path cost calculated between these virtual devices and devices that do not belong to any region.

• If the CIST root is in the region, the CIST regional root is the CIST root. Otherwise, the CIST regional
root is the closest device to the CIST root in the region. The CIST regional root acts as a root bridge for
the IST.

• The CIST internal root path cost is the cost to the CIST regional root in a region. This cost is only relevant
to the IST, instance 0.

Hop Count
MST does not use the message-age and maximum-age information in the configuration BPDU to compute
the STP topology inside the MST region. Instead, the protocol uses the path cost to the root and a hop-count
mechanism similar to the IP time-to-live (TTL) mechanism.

By using the spanning-tree mst max-hops global configuration command, you can configure the maximum
hops inside the region and apply it to the IST and all MST instances in that region.

The hop count achieves the same result as the message-age information (triggers a reconfiguration). The root
bridge of the instance always sends a BPDU (or M-record) with a cost of 0 and the hop count set to the
maximum value. When a device receives this BPDU, it decrements the received remaining hop count by one
and propagates this value as the remaining hop count in the BPDUs that it generates. When the count reaches
zero, the device discards the BPDU and ages the information held for the port.

Themessage-age andmaximum-age information in the 802.1w portion of the BPDU remain the same throughout
the region (only on the IST), and the same values are propagated by the region-designated ports at the boundary.

You configure a maximum aging time as the number of seconds that a device waits without receiving spanning
tree configuration messages before attempting a reconfiguration.

境界ポート

境界ポートは、LANに接続されたポートで、その代表ブリッジは、MST設定が異なるブリッジ
（つまり、別のMST領域）、または Rapid PVST+や 802.1D STPスイッチのいずれかです。指定
ポートは、STPブリッジを検出するか、設定が異なるMSTブリッジまたはRapid PVST+ブリッジ
から合意提案を受信すると、境界にあることを認識します。この定義では、領域内部の 2つの
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ポートが、別の領域に属するポートとセグメントを共有でき、そのため内部メッセージおよび外

部メッセージの両方をポートで受信する可能性があります。

図 14： MST 境界ポート

境界では、MSTポートのロールは問題ではなく、そのステートは強制的に ISTポートステートと
同じに設定されます。境界フラグがポートに対してオンに設定されている場合、MSTポートの
ロールの選択処理では、ポートのロールが境界に割り当てられ、同じステートが ISTポートのス
テートとして割り当てられます。境界にある ISTポートでは、バックアップポートのロール以外
のすべてのポートのロールを引き継ぐことができます。

Detecting Unidirectional Link Failure:MST
Currently, this feature is not present in the IEEE MST standard, but it is included in the standard-compliant
implementation; it is based on the dispute mechanism. The software checks the consistency of the port role
and state in the received BPDUs to detect unidirectional link failures that could cause bridging loops. This
feature is based on the dispute mechanism.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on Unidirectional Link Detection (UDLD).

（注）

When a designated port detects a conflict, it keeps its role, but reverts to a discarding state because disrupting
connectivity in case of inconsistency is preferable to opening a bridging loop.

This figure shows a unidirectional link failure that typically creates a bridging loop. Switch A is the root
bridge, and its BPDUs are lost on the link leading to switch B. Rapid PVST+ (802.1w) and MST BPDUs
include the role and state of the sending port. With this information, switch A can detect that switch B does
not react to the superior BPDUs that it sends and that switch B is the designated, not root port. As a result,
switch A blocks (or keeps blocking) its port, which prevents the bridging loop.
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図 15： Detecting a Unidirectional Link Failure

Port Cost and Port Priority
Spanning tree uses port costs to break a tie for the designated port. Lower values indicate lower port costs,
and spanning tree chooses the least costly path. Default port costs are taken from the bandwidth of the interface,
as follows:

• 10 Mbps—2,000,000

• 100 Mbps—200,000

• 1 Gigabit Ethernet—20,000

• 10 Gigabit Ethernet—2,000

You can configure the port costs in order to influence which port is chosen.

MST always uses the long path-cost calculation method, so the range of valid values is between 1 and
200,000,000.

（注）

The system uses port priorities to break ties among ports with the same cost. A lower number indicates a
higher priority. The default port priority is 128. You can configure the priority to values between 0 and 224,
in increments of 32.

Interoperability with IEEE 802.1D
A device that runs MST supports a built-in protocol migration feature that enables it to interoperate with
802.1D STP devices. If this devoce receives an 802.1D configuration BPDU (a BPDU with the protocol
version set to 0), it sends only 802.1D BPDUs on that port. In addition, an MST device can detect that a port
is at the boundary of a region when it receives an 802.1D BPDU, an MST BPDU (Version 3) associated with
a different region, or an 802.1w BPDU (Version 2).

However, the device does not automatically revert to the MST mode if it no longer receives 802.1D BPDUs
because it cannot detect whether the 802.1D device has been removed from the link unless the 802.1D device
is the designated device. A device might also continue to assign a boundary role to a port when the device to
which this device is connected has joined the region.

To restart the protocol migration process (force the renegotiation with neighboring devices), enter the clear
spanning-tree detected-protocols command.

All Rapid PVST+ switches (and all 8021.D STP switches) on the link can process MST BPDUs as if they are
802.1w BPDUs.MST devices can send either Version 0 configuration and topology change notification (TCN)
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BPDUs or Version 3 MST BPDUs on a boundary port. A boundary port connects to a LAN, the designated
device of which is either a single spanning tree device or a device with a different MST configuration.

MST interoperates with the Cisco prestandard MSTP whenever it receives prestandard MSTP on an MST
port; no explicit configuration is necessary. In Cisco NX-OSRelease 4.0(2) and later releases, you can configure
specified interfaces to send prestandard MSTP messages all the time; it does not have to wait to receive a
prestandard MST message to begin sending prestandard MST messages.

You can also configure the interface to proactively send prestandard MSTP messages.

High Availability for MST
The software supports high availability for MST. However, the statistics and timers are not restored when
MST restarts. The timers start again and the statistics begin from 0.

The device supports full nondisruptive upgrades for MST. See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High
Availability and RedundancyGuide』, for complete information on nondisruptive upgrades and high-availability
features.

Virtualization Support for MST
The system provides support for virtual device contexts (VDCs), and each VDC runs a separate STP.

You can run Rapid PVST+ in one VDC and run MST in another VDC as shown in this figure. Each VDC
will have its own MST. Ensure that you are in the correct VDC.

For example, VDC1 can run MST, VDC2 can run Rapid PVST+, and VDC 3 can run MST.

図 16： Separate STP in each VDC

MSTs in different VDCs are distinct, so you must perform MST region configuration for each VDC.（注）
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See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』, for complete
information on VDCs and assigning resources.

（注）

Licensing Requirements for MST
The following table shows the licensing requirements for this feature:

License RequirementProduct

MST requires no license. Any feature not included
in a license package is bundled with the Cisco NX-OS
system images and is provided at no extra charge to
you. For a complete explanation of the Cisco NX-OS
licensing scheme, see the『Cisco NX-OS Licensing
Guide』.

Cisco NX-OS

However, using VDCs requires an Advanced Services license.

Prerequisites for MST
MST has the following prerequisites:

• You must be logged onto the device.

• If necessary, install the Advanced Services license and enter the desired VDC.

• If you are working in another VDC than the default VDC, that VDC must be created.

Guidelines and Limitations for Configuring MST

When you change the VLAN-to-MSTI mapping, the system reconverges MST.（注）

MST has the following configuration guidelines and limitations:

• You must enable MST; Rapid PVST+ is the default spanning tree mode.

• You can assign a VLAN to only one MST instance at a time.

• You cannot map VLANs 3968 to 4047 or 4094 to an MST instance. These VLANs are reserved for
internal use by the device.

• You can have up to 65 MST instances on one device.

• The maximum number of VLANs and ports is 75,000.
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• By default, all VLANs are mapped to MSTI 0 or the IST.

• When you are working with private VLANs on the system, ensure that all secondary VLANs aremapped
to the same MSTI as the primary VLAN.

• You can load balance only within the MST region.

• Ensure that trunks carry all of the VLANs that are mapped to an MSTI or exclude all those VLANs that
are mapped to an MSTI.

• Always leave STP enabled.

• Do not change timers because you can adversely affect your network stability.

• Keep user traffic off the management VLAN; keep the management VLAN separate from user data.

• Choose the distribution and core layers as the location of the primary and secondary root switches.

• Port channeling—The port channel bundle is considered as a single port. The port cost is the aggregation
of all the configured port costs assigned to that channel.

• When you map a VLAN to an MSTI, the system automatically removes that VLAN from its previous
MSTI.

• You can map any number of VLANs to an MSTI.

• All MST boundary ports must be forwarding for load balancing between Rapid PVST+ and an MST
cloud or between a PVST+ and an MST cloud. The CIST regional root of the MST cloud must be the
root of the CST. If the MST cloud consists of multiple MST regions, one of the MST regions must
contain the CST root and all of the other MST regions must have a better path to the root contained
within the MST cloud than a path through the Rapid PVST+ or PVST+ cloud.

• Do not partition the network into a large number of regions. However, if this situation is unavoidable,
we recommend that you partition the switched LAN into smaller LANs interconnected by non-Layer 2
devices.

• When youworkwith private VLANs, enter the private-vlan synchronize command tomap the secondary
VLANs to the same MST instance as the primary VLAN.

• When you are in the MST configuration submode, the following guidelines apply:

◦ Each command reference line creates its pending regional configuration.

◦ The pending region configuration starts with the current region configuration.

◦ To leave the MST configuration submode without committing any changes, enter the abort
command.

◦ To leave the MST configuration submode and commit all the changes that you made before you
left the submode, enter the exit or end commands, or press Ctrl + Z.

The software supports full nondisruptive upgrades for MST. See『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High
Availability and Redundancy Guide』, for complete information about nondisruptive upgrades.

（注）
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MST のデフォルト設定
次の表に、MSTパラメータのデフォルト設定を示します。

表 17：デフォルトの MST パラメータ

デフォルトパラメータ

イネーブルスパニングツリー

Rapid PVST+がデフォルトでイネーブル

スパニングツリーモードを変更する

と、すべてのスパニングツリーインス

タンスが前のモードで停止して新規モー

ドで開始されるため、トラフィックが

中断されます。

注意

スパニングツリーモード

空の文字列名前

すべての VLANを CISTインスタンスにマッピ
ング

VLANマッピング

0リビジョン

インスタンス 0。VLAN 1～ 4094はデフォルト
でインスタンス 0にマッピングされます。

インスタンス ID

65MST領域あたりのMSTI数

32768ブリッジプライオリティ（CISTポート単位で
設定可能）

128スパニングツリーポートプライオリティ（CIST
ポート単位で設定可能）

Auto

デフォルトのポートコストは、次のように、

ポート速度から判別されます。

• 10 Mbps：2,000,000

• 100 Mbps：200,000

• 1ギガビットイーサネット：20,000

• 10ギガビットイーサネット：2,000

スパニングツリーポートコスト（CISTポート
単位で設定可能）
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デフォルトパラメータ

2秒helloタイム

15秒転送遅延時間

20秒最大エージングタイム

20ホップ最大ホップカウント

Auto

デフォルトリンクタイプは、次のようにデュ

プレックスから判別されます。

•全二重：ポイントツーポイントリンク

•半二重：共有リンク

リンクタイプ

Configuring MST

If you are familiar with the Cisco IOS CLI, be aware that the Cisco software commands for this feature
might differ from the Cisco IOS commands that you would use.

（注）

MST のイネーブル化（CLI バージョン）
MSTをイネーブルにできます。デフォルトは、Rapid PVST+です。

同じ VDC上でMSTと Rapid PVST+を同時に実行することはできません。

スパニングツリーモードを変更すると、すべてのスパニングツリーインスタンスが前のモー

ドで停止して新規モードで再開されるため、トラフィックが中断されます。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. exit
4. （任意） show running-config spanning-tree all
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

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

説明オプション

デバイスのMSTをイネーブル
にします。

spanning-tree mode
mst

デバイス上でMSTをディセー
ブルにして、RapidPVST+に戻
します。

no spanning-tree
mode mst

例：
switch(config)# spanning-tree mode mst

コンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

現在稼働している STPコンフィギュレー
ションを表示します。

show running-config spanning-tree all

例：
switch# show running-config spanning-tree all

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   
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次に、デバイス上でMSTをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mode mst
switch(config)# exit
switch#

MST コンフィギュレーションモードの開始
デバイスにMST名、VLAN/インスタンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を設定するに
は、MSTコンフィギュレーションモードを開始します。

複数のデバイスが同じMST領域内にある場合は、これらのデバイスのMST名、VLAN/インスタ
ンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同一にする必要があります。

各コマンド参照行により、MSTコンフィギュレーションモードで保留中の領域設定が作成さ
れます。さたに、保留中の領域設定により、現在の領域設定が開始されます。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
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

コンフィギュレーション

モードを開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

システム上で、MST設定サブモードを開始します。
次のMST設定パラメータを割り当てるには、MST
設定サブモードを開始しておく必要があります。

• MST名

• VLAN/MSTインスタンスマッピング

• MSTリビジョン番号

•プライベート VLANでのプライマリ VLANと
セカンダリ VLANとの同期

spanning-tree mst
configuration

MST領域設定を次のデフォルト値に戻します。

•領域名は空の文字列になります。

• VLANはMSTIにマッピングされません（すべ
てのVLANはCISTインスタンスにマッピング
されます）。

•リビジョン番号は 0です。

no spanning-tree
mst configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設定サブモードを
終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることなく、MST設定サ
ブモードを終了します。

abort

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

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

フィギュレーションにコピー

します。

次に、デバイスでMSTコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

MST の名前の指定
ブリッジに領域名を設定できます。複数のブリッジが同じMST領域内にある場合は、これらの
ブリッジのMST名、VLAN/インスタンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同一にする
必要があります。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. name name
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MSTコンフィギュレーションサブモードを
開始します。

spanning-tree mst configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

MST領域の名前を指定します。 nameストリ
ングには最大32文字まで使用でき、大文字と

name name

例：
switch(config-mst)# name accounting

ステップ 3   

小文字が区別されます。デフォルトは空の文

字列です。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設
定サブモードを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることな

く、MST設定サブモードを終了しま
す。

abort

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

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次の例は、MST領域の名前の設定方法を示しています。
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# name accounting
switch(config-mst)#

MST 設定のリビジョン番号の指定
リビジョン番号は、ブリッジ上に設定します。複数のブリッジが同じMST領域内にある場合は、
これらのブリッジのMST名、VLAN/インスタンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同
一にする必要があります。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. revision version
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MSTコンフィギュレーションサブモード
を開始します。

spanning-tree mst configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

MST領域のリビジョン番号を指定します。
範囲は 0～ 65535で、デフォルト値は 0で
す。

revision version

例：
switch(config-mst)# revision 5

ステップ 3   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設
定サブモードを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることな

く、MST設定サブモードを終了しま
す。

abort

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

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   
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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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次に、MSTI領域のリビジョン番号を 5に設定する例を示します。
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# revision 5
switch(config-mst)#

MST 領域での設定の指定
2台以上のデバイスを同一MST領域内に存在させるには、同じVLANからインスタンスへのマッ
ピング、同じ構成リビジョン番号、および同じMSTの名前が設定されている必要があります。

領域には、同じMST設定の 1つのメンバーまたは複数のメンバーを存在させることができます。
各メンバーでは、IEEE802.1wRSTPBPDUを処理できる必要があります。ネットワーク内のMST
領域には、数の制限はありませんが、各領域では、最大65までのインスタンスをサポートできま
す。 VLANは、一度に 1つのMSTインスタンスに対してのみ割り当てることができます。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. instance instance-id vlan vlan-range
4. name name
5. revision version
6. 次のいずれかのコマンドを入力します。
7. show spanning-tree mst
8. copy running-config startup-config

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
   OL-25755-01-J 159

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
MST 領域での設定の指定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MSTコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst
configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

VLANをMSTインスタンスにマッピングする手順は、次
のとおりです。

instance instance-id vlan vlan-range

例：
switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20

ステップ 3   

• instance-idの範囲は 1～ 4094です。

• vlan vlan-rangeの範囲は 1～ 4094です。MSTイン
スタンスにVLANをマッピングする場合、マッピン
グはインクリメンタルに行われ、コマンドで指定さ

れたVLANがすでにマッピング済みのVLANに対し
て追加または削除されます。

VLAN範囲を指定する場合は、ハイフンを使用します。
たとえば、instance 1 vlan 1-63とコマンドを入力すると、
MSTインスタンス 1にVLAN 1～ 63がマッピングされま
す。

複数の VLANを指定する場合はカンマで区切ります。た
とえば、instance 1 vlan 10, 20, 30と指定すると、MSTイ
ンスタンス 1にVLAN10、20、および 30がマッピングさ
れます。

インスタンス名を指定します。nameストリングには最大
32文字まで使用でき、大文字と小文字が区別されます。

name name

例：
switch(config-mst)# name region1

ステップ 4   

設定リビジョン番号を指定します。指定できる範囲は 0
～ 65535です。

revision version

例：
switch(config-mst)# revision 1

ステップ 5   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプショ

ン

すべての変更をコミットし、

MST設定サブモードを終了し
ます。

exit

いずれの変更もコミットする

ことなく、MST設定サブモー
ドを終了します。

abort

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

（任意）MST設定を表示します。show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

次の例では、MSTコンフィギュレーションモードを開始して VLAN 10～ 20をMSTインスタン
ス 1にマッピングし、リージョンに region1と名前を付けて、コンフィギュレーションリビジョ
ンを 1に設定します。その後、変更確認前の設定を表示して変更を適用し、グローバルコンフィ
ギュレーションモードに戻る方法を示します。

switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
switch(config-mst)# name region1
switch(config-mst)# revision 1
switch(config-mst#) show pending
Pending MST configuration
Name [region1]
Revision 1
Instances configured 2
Instance Vlans Mapped
-------- ---------------------
0 1-9,21-4094
1 10-20
-------------------------------
switch(config-mst)# exit
switch(config)#
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VLAN と MST インスタンスのマッピングおよびマッピング解除（CLI
バージョン）

複数のブリッジが同じMST領域内にある場合は、これらのブリッジのMST名、VLAN/インスタ
ンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同一にする必要があります。

VLAN 3968～ 4047または VLAN 4094はMSTインスタンスにマッピングできません。これらの
VLANは、デバイスによる内部使用のために予約されています。

VLAN/MSTIマッピングを変更すると、MSTが再コンバージェンスされます。（注）

MSTIはディセーブルにできません。（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモード

を開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MSTコンフィギュレーションサ
ブモードを開始します。

spanning-tree mst configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

VLANをMSTインスタンスにマッピングする
手順は、次のとおりです。

• instance_idの範囲は 1～ 4094です。イン
スタンス 0は、各MST領域での IST用に
予約されています。

• vlan-rangeの範囲は 1～ 4094です。

VLANをMSTIにマッピングすると、マッピン
グは差分で実行され、コマンドで指定された

VLANが、以前マッピングされた VLANに追
加または VLANから削除されます。

instance
instance-id vlan
vlan-range

指定したインスタンスを削除し、VLANを、
デフォルトMSTIである CISTに戻します。

no instance
instance-id vlan
vlan-range

例：
switch(config-mst)# instance 3 vlan 200

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設定サブモー
ドを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることなく、MST設
定サブモードを終了します。

abort

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

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

ギュレーションにコピーしま

す。

次の例は、VLAN 200をMSTI 3にマッピングする方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# instance 3 vlan 200
switch(config-mst)#

プライベート VLAN でセカンダリ VLAN をプライマリ VLAN として同じ
MSTI にマッピングするには

システムのプライベートVLANで作業しているときは、関連プライマリVLANと同じMSTIにす
べてのセカンダリ VLANを配置する必要があります。この同期を自動的に実現するには、
private-vlan synchronizeコマンドを入力します。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. private-vlan synchronize
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MSTコンフィギュレーションサブモードを
開始します。

spanning-tree mst configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

すべてのプライベートVLANについて、関連
プライマリVLANと同じMSTIにすべてのセ

private-vlan synchronize

例：
g-mst)# private-vlan synchronize

ステップ 3   

カンダリ VLANを自動的にマッピングしま
す。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設
定サブモードを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることな

く、MST設定サブモードを終了しま
す。

abort

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

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次の例は、すべてのプライベートVLANと同じMSTIおよび関連プライマリVLANにすべてのセ
カンダリ VLANを自動的にマッピングする方法を示しています。
switch# config t
switch(conf9g)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# private-vlan synchronize
switch(config-mst)#
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ルートブリッジの設定

MSTルートブリッジになるデバイスを設定できます。

ルートブリッジになるために必要な値が 4096より小さい場合は、spanning-tree vlan vlan_ID
primary rootコマンドはエラーになります。ソフトウェアでブリッジプライオリティをそれ以上
低くできない場合、デバイスは次のメッセージを返します。

Error: Failed to set root bridge for VLAN 1
It may be possible to make the bridge root by setting the priority
for some (or all) of these instances to zero.

各MSTIのルートブリッジは、バックボーンまたはディストリビューションデバイスである
必要があります。アクセスデバイスは、スパニングツリーのプライマリルートブリッジとし

て設定しないでください。

（注）

レイヤ 2ネットワークの直径（レイヤ 2ネットワーク上の任意の 2台のエンドステーション間に
おける最大レイヤ 2ホップカウント）を指定するには、MSTI 0（IST）専用の diameterキーワー
ドを入力します。ネットワーク直径を指定すると、デバイスは、その直径のネットワークで最適

な helloタイム、転送遅延時間、最大エージングタイムを自動的に設定し、これによって収束時
間が大幅に短縮されます。 helloキーワードを入力すると、自動的に計算された helloタイムを上
書きできます。

ルートブリッジとして設定されているデバイスでは、helloタイム、転送遅延時間、最大エー
ジングタイムは手動で設定（spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst forward-time、
spanning-tree mst max-ageの各グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用）しない
でください。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーション

モードを開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

説明オプション

次のようにルートブリッジとしてデバイスを設

定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイ
フンで区切られた範囲のインスタンス、ま

たはカンマで区切られた一連のインスタン

スを指定します。有効な範囲は 1～ 4094で
す。

• diameter net-diameterには、任意の 2つのエ
ンドステーション間にレイヤ 2ホップの最
大数を指定します。デフォルトは 7です。
このキーワードは、MSTインスタンス 0に
だけ使用できます。

• hello-time secondsには、ルートブリッジに
よって生成された設定メッセージの間隔を

秒単位で指定します。有効な範囲は 1～ 10
秒で、デフォルトは 2秒です。

spanning-tree mst
instance-id root
{primary | secondary}
[diameter dia
[hello-time hello-time]]

スイッチのプライオリティ、範囲、helloタイム
をデフォルト値に戻します。

no spanning-tree mst
instance-id root

例：
switch(config)# spanning-tree mst 5 root primary

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設定サブモードを
終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることなく、MST設定サ
ブモードを終了します。

abort
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config)# exit
switch#

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

フィギュレーションにコピー

します。

次に、デバイスをMSTI 5のルートスイッチに設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 root primary
switch(config)#

MST セカンダリルートブリッジの設定
複数のバックアップルートブリッジを設定するには、複数のデバイスでこのコマンドを使用しま

す。 spanning-tree mst root primaryグローバルコンフィギュレーションコマンドでプライマリ
ルートブリッジを設定したときに使用したのと同じネットワーク直径と helloタイムの値を入力
します。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモード

を開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

説明オプション

次のようにセカンダリルートブリッジとして

デバイスを設定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハ
イフンで区切られた範囲のインスタンス、

またはカンマで区切られた一連のインス

タンスを指定できます。有効な範囲は 1
～ 4094です。

• diameter net-diameterには、任意の 2つの
エンドステーション間にレイヤ 2ホップ
の最大数を指定します。デフォルトは 7
です。このキーワードは、MSTインスタ
ンス 0にだけ使用できます。

• hello-time secondsには、ルートブリッジ
によって生成された設定メッセージの間

隔を秒単位で指定します。有効な範囲は

1～ 10秒で、デフォルトは 2秒です。

spanning-tree mst
instance-id root
{primary |
secondary}
[diameter
dia[hello-time
hello-time]]

スイッチのプライオリティ、範囲、helloタイ
ムをデフォルト値に戻します。

no spanning-tree
mst instance-id root

例：
switch(config)# spanning-tree mst 5 root secondary

コンフィギュレーションモード

を終了します。

exit

例：
switch# exit
switch(config)#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

ギュレーションにコピーしま

す。

次に、デバイスをMSTI 5のセカンダリルートスイッチに設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 root secondary
switch(config)#

MST スイッチプライオリティの設定
MSTインスタンスのスイッチプライオリティを設定し、指定デバイスがルートブリッジとして
選択される可能性を高めることができます。

spanning-tree mst priorityコマンドを使用するときは注意してください。ほとんどの場合、ス
イッチのプライオリティを変更するには、spanning-tree mst root primaryおよび spanning-tree
mst root secondaryのグローバルコンフィギュレーションコマンドの使用を推奨します。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst instance-id priority priority-value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のようにデバイスプライオリティを設定します。spanning-tree mst instance-id priority
priority-value

ステップ 2   

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区切ら
れた範囲のインスタンス、またはカンマで区切られた一連例：

switch(config)# spanning-tree mst
5 priority 4096

のインスタンスを指定できます。有効な範囲は 1～ 4094
です。

• priority-valuの範囲は 0～ 61440で、4096ずつ増加します。
デフォルト値は 32768です。数値を小さくすると、ルー
トブリッジとしてデバイスが選択される可能性が高くな

ります。

プライオリティ値は、0、4096、8192、12288、16384、
20480、24576、28672、32768、36864、40960、45056、
49152、53248、57344、61440です。システムでは、他の
すべての値が拒否されます。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次の例は、MSTI 5のブリッジのプライオリティを 4096に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 priority 4096
switch(config)#
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MST ポートプライオリティの設定
ループが発生する場合、MSTは、フォワーディングステートにするインターフェイスを選択する
とき、ポートプライオリティを使用します。最初に選択させるインターフェイスには低いプライ

オリティの値を割り当て、最後に選択させるインターフェイスには高いプライオリティの値を割

り当てることができます。すべてのインターフェイスのプライオリティ値が同一である場合、

MSTはインターフェイス番号が最も低いインターフェイスをフォワーディングステートにして、
その他のインターフェイスをブロックします。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface {{type slot/port} | {port-channel number}}
3. spanning-tree mst instance-id port-priority priority
4. exit
5. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定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 {{type slot/port} | {port-channel
number}}

例：
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

次のように、ポートのプライオリティを設定します。spanning-treemst instance-id port-priority
priority

ステップ 3   

• instance-idには、1つのMSTI、それぞれをハイフンで
区切ったMSTIの範囲、またはカンマで区切った一連例：

switch(config-if)# spanning-tree mst
3 port-priority 64

のMSTIを指定できます。有効な範囲は 1～ 4094で
す。
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目的コマンドまたはアクション

• priorityの範囲は 0～ 224で、32ずつ増加します。デ
フォルトは 128です。値が小さいほど、プライオリ
ティが高いことを示します。

プライオリティ値は、0、32、64、96、128、160、
192、224です。システムでは、他のすべての値が拒
否されます。

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、イーサネットポート 3/1でMSTI 3のMSTインターフェイスポートプライオリティ
を 64に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# spanning-tree mst 3 port-priority 64
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST ポートコストの設定
MSTポートコストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度から抽出されます。ルー
プが発生した場合、MSTは、コストを使用して、フォワーディングステートにするインターフェ
イスを選択します。最初に選択させるインターフェイスには小さいコストの値を割り当て、最後

に選択させるインターフェイスの値には大きいコストを割り当てることができます。すべてのイ

ンターフェイスのコスト値が同一である場合、MSTはインターフェイス番号が最も低いインター
フェイスをフォワーディングステートにして、その他のインターフェイスをブロックします。

MSTはロングパスコスト計算方式を使用します。（注）
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はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface {{type slot/port} | {port-channel number}}
3. spanning-tree mst instance-id cost {cost | auto}
4. exit
5. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定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 {{type slot/port} | {port-channel
number}}

例：
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

コストを設定します。spanning-tree mst instance-id cost {cost |
auto}

ステップ 3   

ループが発生する場合、MSTは、フォワーディングステー
トにするインターフェイスを選択するとき、パスコストを

例：
switch(config-if)# spanning-tree mst
4 cost 17031970

使用します。パスコストが小さいほど、送信速度が速いこ

とを示します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区
切られた範囲のインスタンス、またはカンマで区切ら

れた一連のインスタンスを指定できます。有効な範囲

は 1～ 4094です。

• costの範囲は 1～ 200000000です。デフォルト値は
autoで、インターフェイスのメディア速度から取得さ
れるものです。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、イーサネットポート 3/1でMSTI 4のMSTインターフェイスポートコストを設定す
る方法を示しています。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# spanning-tree mst 4 cost 17031970
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST hello タイムの設定
デバイス上のすべてのインスタンスに対してルートブリッジが作成する設定メッセージの間隔を

設定するには、helloタイムを変更します。

spanning-tree mst hello-timeコマンドを使用するときは注意してください。ほとんどの場合、
helloタイムを変更するには、spanning-tree mst instance-id root primaryおよび spanning-tree
mst instance-id root secondaryのグローバルコンフィギュレーションコマンドの使用を推奨し
ます。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst hello-time seconds
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのMSTインスタンスについて、helloタイムを設
定します。 helloタイムは、ルートブリッジが設定メッ

spanning-tree mst hello-time seconds

例：
switch(config)# spanning-tree mst
hello-time 1

ステップ 2   

セージを生成する時間です。これらのメッセージは、

デバイスが動作していることを示します。 secondsの範
囲は 1～ 10で、デフォルトは 2秒です。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、デバイスの helloタイムを 1秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst hello-time 1
switch(config)#

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
176 OL-25755-01-J  

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
MST hello タイムの設定



MST 転送遅延時間の設定
デバイスのすべてのMSTインスタンスの転送遅延時間を 1つのコマンドで設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを開始していること（または switchto vdcswitchto vdcコマンドを入力済みであるこ
と）を確認してください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst forward-time seconds
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのMSTインスタンスについて、転送時間を設定
します。転送遅延は、スパニングツリーブロッキング

spanning-tree mst forward-time seconds

例：
switch(config)# spanning-tree mst
forward-time 10

ステップ 2   

ステートとラーニングステートからフォワーディング

ステートに変更する前に、ポートが待つ秒数です。

secondsの範囲は 4～ 30で、デフォルトは 15秒です。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   
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次に、デバイスの転送遅延時間を 10秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-time mst forward-time 10
switch(config)#

MST 最大エージングタイムの設定
デバイスのすべてのMSTインスタンスの最大エージングタイマーを 1つのコマンドで設定でき
ます（最大エージングタイムが適用されるのは ISTのみです）。

最大エージングタイマーは、デバイスがスパニングツリー設定メッセージを受信せずに再設定を

試行するまで待機する秒数です。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst max-age seconds
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのMSTインスタンスについて、最大経過時間を
設定します。最大エージングタイムは、デバイスがス

spanning-tree mst max-age seconds

例：
switch(config)# spanning-tree mst
max-age 40

ステップ 2   

パニングツリー設定メッセージを受信せずに再設定を試

行するまで待機する秒数です。 secondsの範囲は 6～ 40
で、デフォルトは 20秒です。
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、デバイスの最大エージングタイマーを 40秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst max-age 40
switch(config)#

MST 最大ホップカウントの設定
領域内の最大ホップを設定し、それをその領域内にある ISTおよびすべてのMSTインスタンスに
適用できます。MSTでは、ISTリージョナルルートへのパスコストと、IPの存続可能時間（TTL）
メカニズムに類似したホップカウントメカニズムが、使用されます。ホップカウントを設定す

ると、メッセージエージ情報を設定するのと同様の結果が得られます（再構成の開始時期を決定

します）。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst max-hops hop-count
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

BPDUが廃棄され、ポートに維持されていた情報が期
限切れになるまでの、領域内でのホップカウントを

spanning-tree mst max-hops hop-count

例：
switch(config)# spanning-tree mst
max-hops 40

ステップ 2   

指定します。 hop-countの範囲は 1～ 255で、デフォ
ルト値は 20ホップです。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-mst)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次の例は、最大ホップカウントを 40に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst max-hops 40
switch(config)#

先行標準 MSTP メッセージを事前に送信するインターフェイスの設定
（CLI バージョン）

デフォルトで、MSTを実行中のデバイス上のインターフェイスは、別のインターフェイスから先
行標準MSTPメッセージを受信したあと、標準ではなく先行標準のMSTPメッセージを送信しま
す。 Cisco NX-OS Release 4.0(2)以降のリリースでは、先行標準MSTPメッセージを事前に送信す
るインターフェイスを設定できるようになりました。つまり、指定されたインターフェイスは、

先行標準MSTPメッセージの受信を待機する必要がなく、この設定のインターフェイスは常に先
行標準MSTPメッセージを送信します。
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はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree mst pre-standard [interface {{ type slot/port} | {port-channel number}}] [detail]
4. exit
5. （任意） show spanning-tree mst
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定します。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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

インターフェイスがMSTP標準形式ではなく、先
行標準形式のMSTPメッセージを常に送信するよ
うに指定します。

spanning-tree mst pre-standard [interface {{ type
slot/port} | {port-channel number}}] [detail]

例：
switch(config-if)# spanning-tree mst
pre-standard

ステップ 3   

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   
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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)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次に、MSTPメッセージを常に先行標準形式で送信するように、MSTインターフェイスを設定す
る例を示します。

switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree mst pre-standard
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST のリンクタイプの指定（CLI バージョン）
Rapidの接続性（802.1w規格）は、ポイントツーポイントのリンク上でのみ確立されます。リン
クタイプは、デフォルトでは、インターフェイスのデュプレックスモードから制御されます。

全二重ポートはポイントツーポイント接続であると見なされ、半二重ポートは共有接続であると

見なされます。

リモートデバイスの単一ポートに、ポイントツーポイントで物理的に接続されている半二重リン

クがある場合、リンクタイプのデフォルト設定を上書きして高速移行をイネーブルにできます。

リンクを共有に設定すると、STPは 802.1Dにフォールバックします。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree link-type {auto | point-to-point | shared}
4. exit
5. （任意） show spanning-tree
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定します。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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

リンクタイプを、ポイントツーポイントインクまたは共

有リンクに設定します。デフォルト値はデバイス接続か

spanning-tree link-type {auto | point-to-point
| shared}

例：
switch(config-if)# spanning-tree
link-type point-to-point

ステップ 3   

ら読み取られ、半二重リンクは共有、全二重リンクはポイ

ントツーポイントです。リンクタイプが共有の場合、STP
は 802.1Dにフォールバックします。デフォルトは auto
で、インターフェイスのデュプレックス設定に基づいてリ

ンクタイプが設定されます。

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

（任意）

STPコンフィギュレーションを表示します。
show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

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)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、リンクタイプをポイントツーポイントリンクとして設定する方法を示しています。

switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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MST 用のプロトコルの再初期化
MSTブリッジでは、レガシー BPDUまたは異なる領域にアソシエートされているMST BPDUを
受信するときに、ポートが領域の境界にあることを検出できます。ただし、STPプロトコルを移
行しても、レガシーデバイス（IEEE 802.1Dだけが稼働するデバイス）が代表スイッチでないか
ぎり、レガシーデバイスがリンクから削除されたかどうかを判別することはできません。デバイ

ス全体で、または指定されたインターフェイスでプロトコルネゴシエーションを再初期化する

（ネイバーデバイスとの再ネゴシエーションを強制的に行う）には、次のコマンドを入力しま

す。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. clear spanning-tree detected-protocol [interface interface [interface-num | port-channel]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

デバイス全体または指定されたインターフェ

イスで、MSTを再初期化します。
clear spanning-tree detected-protocol [interface interface
[interface-num | port-channel]]

例：
switch# clear spanning-tree detected-protocol

ステップ 1   

次に、スロット 2のイーサネットインターフェイスのポート 8で、MSTを再初期化する例を示し
ます。

switch# clear spanning-tree detected-protocol interface ethernet 2/8

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

目的コマンド

STP情報を表示します。show running-config spanning-tree [all]

MST情報を表示します。show spanning-tree mst configuration

MSTインスタンスの情報を表示します。show spanning-tree mst [detail]
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目的コマンド

指定されたMSTインスタンスに関する情報を
表示します。

show spanning-tree mst instance-id [detail]

指定したインターフェイスおよびインスタンス

のMST情報を表示します。
show spanning-tree mst instance-id interface
{ethernet slot/port | port-channel channel-number}
[detail]

STPの概要を表示します。show spanning-tree summary

STPの詳細を表示します。show spanning-tree detail

VLANまたはインターフェイス単位のSTP情報
を表示します。

show spanning-tree {vlan vlan-id | interface
{[ethernet slot/port] | [port-channel
channel-number]}} [detail]

STPブリッジの情報を表示します。show spanning-tree vlan vlan-id bridge

これらのコマンド出力の詳細については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OSLayer 2 SwitchingCommand
Reference』を参照してください。

MST 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョン）
MSTの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

STPのカウンタをクリアします。clear spanning-tree counters [ interface type
slot/port | vlanvlan-id]

送受信された BPDUなどの STP情報を、イン
ターフェイスまたは VLAN別に表示します。

show spanning-tree {vlan vlan-id | interface
{[ethernet slot/port] |
[port-channelchannel-number]}} detail

MST の設定例
次に、MSTを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree mode mst
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(config)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree mst 0-64 priority 24576
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# name cisco_region_1
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switch(config-mst)# revision 2
switch(config-mst)# instance 1 vlan 1-21
switch(config-mst)# instance 2 vlan 22-42
switch(config-mst)# instance 3 vlan 43-63
switch(config-mst)# instance 4 vlan 64-84
switch(config-mst)# instance 5 vlan 85-105
switch(config-mst)# instance 6 vlan 106-126
switch(config-mst)# instance 6 vlan 106-126
switch(config-mst)# instance 7 vlan 127-147
switch(config-mst)# instance 8 vlan 148-168
switch(config-mst)# instance 9 vlan 169-189
switch(config-mst)# instance 10 vlan 190-210
switch(config-mst)# instance 11 vlan 211-231
switch(config-mst)# instance 12 vlan 232-252
switch(config-mst)# instance 13 vlan 253-273
switch(config-mst)# instance 14 vlan 274-294
switch(config-mst)# instance 15 vlan 295-315
switch(config-mst)# instance 16 vlan 316-336
switch(config-mst)# instance 17 vlan 337-357
switch(config-mst)# instance 18 vlan 358-378
switch(config-mst)# instance 19 vlan 379-399
switch(config-mst)# instance 20 vlan 400-420
switch(config-mst)# instance 21 vlan 421-441
switch(config-mst)# instance 22 vlan 442-462
switch(config-mst)# instance 23 vlan 463-483
switch(config-mst)# instance 24 vlan 484-504
switch(config-mst)# instance 25 vlan 505-525
switch(config-mst)# instance 26 vlan 526-546
switch(config-mst)# instance 27 vlan 547-567
switch(config-mst)# instance 28 vlan 568-588
switch(config-mst)# instance 29 vlan 589-609
switch(config-mst)# instance 30 vlan 610-630
switch(config-mst)# instance 31 vlan 631-651
switch(config-mst)# instance 32 vlan 652-672
switch(config-mst)# instance 33 vlan 673-693
switch(config-mst)# instance 34 vlan 694-714
switch(config-mst)# instance 35 vlan 715-735
switch(config-mst)# instance 36 vlan 736-756
switch(config-mst)# instance 37 vlan 757-777
switch(config-mst)# instance 38 vlan 778-798
switch(config-mst)# instance 39 vlan 799-819
switch(config-mst)# instance 40 vlan 820-840
switch(config-mst)# instance 41 vlan 841-861
switch(config-mst)# instance 42 vlan 862-882
switch(config-mst)# instance 43 vlan 883-903
switch(config-mst)# instance 44 vlan 904-924
switch(config-mst)# instance 45 vlan 925-945
switch(config-mst)# instance 46 vlan 946-966
switch(config-mst)# instance 47 vlan 967-987
switch(config-mst)# instance 48 vlan 988-1008
switch(config-mst)# instance 49 vlan 1009-1029
switch(config-mst)# instance 50 vlan 1030-1050
switch(config-mst)# instance 51 vlan 1051-1071
switch(config-mst)# instance 52 vlan 1072-1092
switch(config-mst)# instance 53 vlan 1093-1113
switch(config-mst)# instance 54 vlan 1114-1134
switch(config-mst)# instance 55 vlan 1135-1155
switch(config-mst)# instance 56 vlan 1156-1176
switch(config-mst)# instance 57 vlan 1177-1197
switch(config-mst)# instance 58 vlan 1198-1218
switch(config-mst)# instance 59 vlan 1219-1239
switch(config-mst)# instance 60 vlan 1240-1260
switch(config-mst)# instance 61 vlan 1261-1281
switch(config-mst)# instance 62 vlan 1282-1302
switch(config-mst)# instance 63 vlan 1303-1323
switch(config-mst)# instance 64 vlan 1324-1344
switch(config-mst)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
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switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(congig-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST の追加情報（CLI バージョン）

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』

レイヤ 2インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide, Release 6.x』

NX-OSの基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide, Release 6.x』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

仮想デバイスコンテキスト（VDC）

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes,
Release 6.x』

リリースノート

標準

タイトル標準

—IEEE 802.1Q-2006（旧称 IEEE 802.1s）、IEEE
802.1D-2004（旧称 IEEE 802.1w）、IEEE
802.1D、IEEE 802.1t
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MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

• CISCO-STP-EXTENSION-MIB

• BRIDGE-MIB

MST 設定の機能履歴（CLI バージョン）
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 18：MST 設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

--4.2(1)変更なし

--4.1(2)変更なし
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第 9 章

Cisco NX-OS を使用した STP 拡張の設定

この章では、Cisco NX-OSデバイスでスパニングツリープロトコル（STP）拡張機能を設定する
方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• Information About STP Extensions, 189 ページ

• Licensing Requirements for STP Extensions, 196 ページ

• Prerequisites for STP Extensions, 197 ページ

• Guidelines and Limitations for Configuring STP Extensions, 197 ページ

• STP拡張機能のデフォルト設定, 198 ページ

• Configuring STP Extensions Steps, 199 ページ

• STP拡張機能の設定の確認, 221 ページ

• STP拡張機能の設定例, 221 ページ

• STP拡張機能の追加情報（CLIバージョン）, 221 ページ

• STP拡張機能の設定の機能履歴（CLIバージョン）, 222 ページ

Information About STP Extensions

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on creating Layer 2 interfaces.

（注）

Cisco has added extensions to STP that enhances loop prevention, protects against some possible user
misconfigurations, and provides better control over the protocol parameters. Although, in some cases, similar
functionality may be incorporated into the IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) standard, we
recommend using these extensions. All of these extensions, except PVST Simulation, can be used with both
Rapid PVST+ and MST. You use PVST Simulation only with MST.
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The available extensions are spanning tree edge ports (which supply the functionality previously known as
PortFast), Bridge Assurance, BPDU Guard, BPDU Filtering, Loop Guard, Root Guard, and PVT Simulation.
Many of these features can be applied either globally or on specified interfaces.

Spanning tree is used to refer to IEEE 802.1w and IEEE 802.1s. If the text is discussing the IEEE 802.1D
Spanning Tree Protocol, 802.1D is stated specifically.

（注）

STP Port Types
You can configure a spanning tree port as an edge port, a network port, or a normal port. A port can be in
only one of these states at a given time. The default spanning tree port type is normal.

Edge ports, which are connected to Layer 2 hosts, can be either an access port or a trunk port.

If you configure a port connected to a Layer 2 switch or bridge as an edge port, you might create a bridging
loop.

（注）

Network ports are connected only to Layer 2 switches or bridges.

If you mistakenly configure ports that are connected to Layer 2 hosts, or edge devices, as spanning tree
network ports, those ports will automatically move into the blocking state.

（注）

STP Edge Ports
You connect STP edge ports only to Layer 2 hosts. The edge port interface immediately transitions to the
forwarding state, without moving through the blocking or learning states. (This immediate transition was
previously configured as the Cisco-proprietary feature PortFast.)

Interfaces that are connected to Layer 2 hosts should not receive STP bridge protocol data units (BPDUs).

Bridge Assurance
You can use Bridge Assurance to protect against certain problems that can cause bridging loops in the network.
Specifically, you use Bridge Assurance to protect against a unidirectional link failure or other software failure
and a device that continues to forward data traffic when it is no longer running the spanning tree algorithm.

Bridge Assurance is supported only by Rapid PVST+ and MST.（注）

Bridge Assurance is enabled by default and can only be disabled globally. Also, Bridge Assurance can be
enabled only on spanning tree network ports that are point-to-point links. Finally, both ends of the link must
have Bridge Assurance enabled. If the device on one side of the link has Bridge Assurance enabled and the
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device on the other side either does not support Bridge Assurance or does not have this feature enabled, the
connecting port is blocked.

With Bridge Assurance enabled, BPDUs are sent out on all operational network ports, including alternate and
backup ports, for each hello time period. If the port does not receive a BPDU for a specified period, the port
moves into the blocking state and is not used in the root port calculation. Once that port receives a BPDU, it
resumes the normal spanning tree transitions.

This figure shows a normal STP topology.

図 17： Network with Normal STP Topology

This figure demonstrates a potential network problem when the device fails and you are not running Bridge
Assurance.

図 18： Network Problem without Running Bridge Assurance
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This figure shows the network with Bridge Assurance enabled, and the STP topology progressing normally
with bidirectional BPDUs issuing from every STP network port.

図 19： Network STP Topology Running Bridge Assurance

This figure shows how the potential network problem does not happen when you have Bridge Assurance
enabled on your network.

図 20： Network Problem Averted with Bridge Assurance Enabled

BPDU ガード
BPDUガードをイネーブルにすると、BPDUを受信したときにそのインターフェイスがシャット
ダウンされます。
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BPDUガードはインターフェイスレベルで設定できます。BPDUガードをインターフェイスレベ
ルで設定すると、そのポートはポートタイプ設定にかかわらずBPDUを受信するとすぐにシャッ
トダウンされます。

BPDUガードをグローバル単位で設定すると、動作中のスパニングツリーエッジポート上だけで
有効となります。有効な設定では、レイヤ 2 LANエッジインターフェイスは BPDUを受信しま
せん。レイヤ 2 LANエッジインターフェイスが BPDUを受信した場合、許可されていないデバ
イスの接続と同様に、無効な設定として通知されます。 BPDUガードをグローバル単位でイネー
ブルにすると、BPDUを受信したすべてのスパニングツリーエッジポートがシャットダウンされ
ます。

BPDUガードでは、無効な設定が通知された場合、レイヤ 2 LANインターフェイスを手動で再起
動させる必要があるので、無効な設定に対して安全に対応できます。

BPDUガードをグローバル単位でイネーブルにすると、動作中のすべてのスパニングツリー
エッジインターフェイスに適用されます。

（注）

BPDU フィルタリング
BPDUフィルタリングを使用すると、デバイスの特定のポート上でBPDUが送信されないように、
または BPDUを受信しないように設定できます。

グローバルに設定された BPDUフィルタリングは、動作中のすべてのスパニングツリーエッジ
ポートに適用されます。エッジポートはホストだけに接続してください。ホストでは通常、BPDU
は破棄されます。動作中のスパニングツリーエッジポートが BPDUを受信すると、ただちに標
準のスパニングツリーポートタイプに戻り、通常のポート状態遷移が行われます。その場合、

当該ポートでBPDUフィルタリングはディセーブルとなり、スパニングツリーによって、同ポー
トでの BPDUの送信が再開されます。

BPDUフィルタリングは、インターフェイスごとに設定することもできます。 BPDUフィルタリ
ングを特定のポートに明示的に設定すると、そのポートは BPDUを送出しなくなり、受信した
BPDUをすべてドロップします。特定のインターフェイスを設定することによって、個々のポー
ト上のグローバルな BPDUフィルタリングの設定を実質的に上書きできます。このようにイン
ターフェイスに対して実行された BPDUフィルタリングは、そのインターフェイスがトランキン
グであるか否かに関係なく、インターフェイス全体に適用されます。

BPDUフィルタリングをインターフェイスごとに設定するときは注意が必要です。ホストに接
続されていないポートに BPDUフィルタリングを明示的に設定すると、ブリッジングループ
に陥る可能性があります。このようなポートは受信した BPDUをすべて無視して、フォワー
ディングステートに移行するからです。

注意

次の表に、すべての BPDUフィルタリングの組み合わせを示します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
   OL-25755-01-J 193

Cisco NX-OS を使用した STP 拡張の設定
BPDU フィルタリング



表 19：BPDU フィルタリングの設定

BPDU フィルタリング
の状態

STP エッジポート設定グローバルな BPDU
フィルタリングの設定

ポート単位の BPDU
フィルタリングの設定

イネーブル 2イネーブルイネーブルデフォルト 1

ディセーブルディセーブルイネーブルデフォルト

ディセーブルN/Aディセーブルデフォルト

ディセーブルN/AN/Aディセーブル

イネーブルN/AN/Aイネーブル

1
明示的なポート設定はありません。

2
ポートは 10以上の BPDUを送信します。このポートは、BPDUを受信すると、スパニングツリー標準ポート状態に戻り、BPDUフィルタリ
ングはディセーブルになります。

Loop Guard
Loop Guard helps prevent bridging loops that could occur because of a unidirectional link failure on a
point-to-point link.

An STP loop occurs when a blocking port in a redundant topology erroneously transitions to the forwarding
state. Transitions are usually caused by a port in a physically redundant topology (not necessarily the blocking
port) that stops receiving BPDUs.

When you enable Loop Guard globally, it is useful only in switched networks where devices are connected
by point-to-point links. On a point-to-point link, a designated bridge cannot disappear unless it sends an
inferior BPDU or brings the link down. However, you can enable Loop Guard on shared links per interface,

You can use Loop Guard to determine if a root port or an alternate/backup root port receives BPDUs. If the
port that was previously receiving BPDUs is no longer receiving BPDUs, Loop Guard puts the port into an
inconsistent state (blocking) until the port starts to receive BPDUs again. If such a port receives BPDUs again,
the port—and link—is deemed viable again. The protocol removes the loop-inconsistent condition from the
port, and the STP determines the port state because the recovery is automatic.

Loop Guard isolates the failure and allows STP to converge to a stable topology without the failed link or
bridge. Disabling Loop Guard moves all loop-inconsistent ports to the listening state.

You can enable Loop Guard on a per-port basis. When you enable Loop Guard on a port, it is automatically
applied to all of the active instances or VLANs to which that port belongs. When you disable Loop Guard, it
is disabled for the specified ports.

Enabling Loop Guard on a root device has no effect but provides protection when a root device becomes a
nonroot device.
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Root Guard
When you enable Root Guard on a port, Root Guard does not allow that port to become a root port. If a
received BPDU triggers an STP convergence that makes that designated port become a root port, that port is
put into a root-inconsistent (blocked) state. After the port stops sending superior BPDUs, the port is unblocked
again. Through STP, the port moves to the forwarding state. Recovery is automatic.

When you enable Root Guard on an interface, this functionality applies to all VLANs to which that interface
belongs.

You can use Root Guard to enforce the root bridge placement in the network. Root Guard ensures that the
port on which Root Guard is enabled is the designated port. Normally, root bridge ports are all designated
ports, unless two or more of the ports of the root bridge are connected. If the bridge receives superior BPDUs
on a Root Guard-enabled port, the bridge moves this port to a root-inconsistent STP state. In this way, Root
Guard enforces the position of the root bridge.

You cannot configure Root Guard globally.

STP 拡張機能の適用

この図に示すように、ネットワーク上に各種のSTP拡張機能を設定することを推奨します。Bridge
Assuranceは、ネットワーク全体でイネーブルになります。ホストインターフェイス上で、BPDU
ガードと BPDUフィルタリングのいずれかをイネーブルにすることをお勧めします。

図 21： STP 拡張機能を適正に展開したネットワーク

PVST Simulation
MST interoperates with Rapid PVST+ with no need for user configuration. The PVST simulation feature
enables this interoperability.
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PVST simulation is enabled by default when you enable MST. By default, all interfaces on the device
interoperate between MST and Rapid PVST+.

（注）

However, you may want to control the connection between MST and Rapid PVST+ to protect against
accidentally connecting an MST-enabled port to a port enabled to run Rapid PVST+. Because Rapid PVST+
is the default STP mode, you may encounter many Rapid PVST+ connections.

Disabling Rapid PVST+ simulation, which can be done per port or globally for the entire device, moves the
MST-enabled port to the blocking state once it detects it is connected to a Rapid PVST+-enabled port. This
port remains in the inconsistent state until the port stops receiving Rapid PVST+/SSTP BPDUs, and then the
port resumes the normal STP transition process.

The root bridge for all STP instances must all be in either the MST region or the Rapid PVST+ side. If the
root bridge for all STP instances are not on one side or the other, the software moves the port into a PVST
simulation-inconsistent state.

We recommend that you put the root bridge for all STP instances in the MST region.（注）

High Availability for STP
The software supports high availability for STP. However, the statistics and timers are not restored when STP
restarts. The timers start again and the statistics begin from 0.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for complete
information on high-availability features.

（注）

Virtualization Support for STP Extensions
The system provides support for virtual device contexts (VDCs), and each VDC runs a separate STP. You
can run Rapid PVST+ in one VDC and MST in another VDC.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』, for complete
information on VDCs and assigning resources.

（注）

Licensing Requirements for STP Extensions
The following table shows the licensing requirements for this feature:
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License RequirementProduct

STP extensions require no license. Any feature not
included in a license package is bundled with the
Cisco NX-OS system images and is provided at no
extra charge to you. For a complete explanation of
the Cisco NX-OS licensing scheme, see『Cisco
NX-OS Licensing Guide』.

Cisco NX-OS

However, using VDCs requires an Advanced Services license.

Prerequisites for STP Extensions
STP has the following prerequisites:

• You must be logged onto the device.

• You must have STP configured already.

• If necessary, install the Advanced Services license and enter the desired VDC.

Guidelines and Limitations for Configuring STP Extensions
STP extensions have the following configuration guidelines and limitations:

• Connect STP network ports only to switches.

• You should configure host ports as STP edge ports and not as network ports.

• If you enable STP network port types globally, ensure that you manually configure all ports connected
to hosts as STP edge ports.

• You should configure all access and trunk ports connected to Layer 2 hosts as edge ports.

• Bridge Assurance runs only on point-to-point spanning tree network ports. You must configure each
side of the link for this feature.

• We recommend that you enable Bridge Assurance throughout your network.

• We recommend that you enable BPDU Guard on all edge ports.

• Enabling Loop Guard globally works only on point-to-point links.

• Enabling Loop Guard per interface works on both shared and point-to-point links.

• Root Guard forces a port to always be a designated port; it does not allow a port to become a root port.
Loop Guard is effective only if the port is a root port or an alternate port. You cannot enable Loop Guard
and Root Guard on a port at the same time.

• Loop Guard has no effect on a disabled spanning tree instance or a VLAN.
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• Spanning tree always chooses the first operational port in the channel to send the BPDUs. If that link
becomes unidirectional, Loop Guard blocks the channel, even if other links in the channel are functioning
properly.

• If you group together a set of ports that are already blocked by Loop Guard to form a channel, spanning
tree loses all the state information for those ports and the new channel port may obtain the forwarding
state with a designated role.

• If a channel is blocked by Loop Guard and the channel members go back to an individual link status,
spanning tree loses all the state information. The individual physical ports may obtain the forwarding
state with the designated role, even if one or more of the links that formed the channel are unidirectional.

You can enable UniDirectional Link Detection (UDLD) aggressive mode to isolate the
link failure. A loop may occur until UDLD detects the failure, but Loop Guard will not
be able to detect it. See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration
Guide, Release 6.x』, for information on UDLD.

（注）

• You should enable Loop Guard globally on a switch network with physical loops.

• You should enable Root Guard on ports that connect to network devices that are not under direct
administrative control.

STP 拡張機能のデフォルト設定
次の表に、STP拡張機能のデフォルト設定を示します。

表 20：STP 拡張機能パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

標準ポートタイプ

イネーブル（STPネットワークポートのみ）Bridge Assurance

ディセーブルグローバル BPDUガード

ディセーブルインターフェイス単位の BPDUガード

ディセーブルグローバル BPDUフィルタリング

ディセーブルインターフェイス単位のBPDUフィルタリング

ディセーブルグローバルループガード

ディセーブルインターフェイス単位のループガード

ディセーブルインターフェイス単位のルートガード
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デフォルトパラメータ

イネーブルPVSTシミュレーション

Configuring STP Extensions Steps

If you are familiar with the Cisco IOS CLI, be aware that the Cisco NX-OS commands for this feature
might differ from the Cisco IOS commands that you would use.

（注）

You can enable Loop Guard per interface on either shared or point-to-point links.

スパニングツリーポートタイプのグローバルな設定

スパニングツリーポートタイプの指定は、次のように、ポートの接続先デバイスによって異なり

ます。

•エッジ：エッジポートは、レイヤ 2ホストに接続するアクセスポートです。

•ネットワーク：ネットワークポートは、レイヤ 2スイッチまたはブリッジだけに接続し、ア
クセスポートまたはトランクポートのいずれかになります。

•標準：標準ポートはエッジポートでもネットワークポートでもない、標準のスパニングツ
リーポートです。これらのポートは、どのデバイスにも接続できます。

ポートタイプは、グローバル単位でもインターフェイス単位でも設定できます。デフォルトのス

パニングツリーポートタイプは「標準」です。

はじめる前に

スパニングツリーポートタイプを設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

•ポートの接続先デバイスに応じて、ポートを正しく設定していること。
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手順の概要

1. config t
2. 次の 2つのコマンドのいずれかを入力します。
3. exit
4. （任意） show spanning-tree
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

コンフィギュレーションモードを

開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次の 2つのコマンドのいずれかを入力します。ステップ 2   

説明オプション

レイヤ 2ホストに接続しているすべてのアクセス
ポートをエッジポートとして設定します。エッジ

ポートは、リンクアップすると、ブロッキングス

テートやラーニングステートを経由することな

く、フォワーディングステートに直接移行しま

す。デフォルトのスパニングツリーポートタイ

プは「標準」です。

spanning-tree
port type edge
default

レイヤ 2スイッチおよびブリッジに接続している
すべてのインターフェイスを、スパニングツリー

ネットワークポートとして設定します。 Bridge
Assuranceをイネーブルにすると、各ネットワーク
ポート上で Bridge Assuranceが自動的に実行され
ます。デフォルトのスパニングツリーポートタ

イプは「標準」です。

レイヤ2ホストに接続しているインター
フェイスをネットワークポートとして

設定すると、これらのポートは自動的に

ブロッキングステートに移行します。

（注）

spanning-tree
port type
network default

例：
switch(config)# spanning-tree port type edge default
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを

終了します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

設定した STPポートタイプを含
むSTPコンフィギュレーションを
表示します。

show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

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   

次に、レイヤ 2ホストに接続しているすべてのアクセスポートをスパニングツリーエッジポー
トとして設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree port type edge default
switch(config)# exit
switch#

次に、レイヤ 2スイッチまたはブリッジに接続しているすべてのポートを、スパニングツリー
ネットワークポートとして設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree port type network default
switch(config)#

指定インターフェイスでのスパニングツリーエッジポートの設定

指定インターフェイスにスパニングツリーエッジポートを設定できます。スパニングツリーエッ

ジポートとして設定されたインターフェイスは、リンクアップ時に、ブロッキングステートや

ラーニングステートを経由することなく、フォワーディングステートに直接移行します。

このコマンドには次の 4つの状態があります。

• spanning-tree port type edge：このコマンドはアクセスポートのエッジ動作を明示的にイネー
ブルにします。

• spanning-tree port type edge trunk：このコマンドはトランクポートのエッジ動作を明示的に
イネーブルにします。
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spanning-tree port type edge trunkコマンドを入力すると、そのポートは、アクセスモードで
あってもエッジポートとして設定されます。

（注）

• spanning-tree port type normal：このコマンドは、ポートを標準スパニングツリーポートと
して明示的に設定しますが、フォワーディングステートへの直接移行はイネーブルにしませ

ん。

• no spanning-tree port type：このコマンドは、spanning-tree port type edge defaultコマンドを
グローバルコンフィギュレーションモードで定義した場合に、エッジ動作を暗黙的にイネー

ブルにします。エッジポートをグローバルに設定していない場合、no spanning-treeport type
コマンドは、spanning-tree port type normalコマンドと同じです。

はじめる前に

スパニングツリーポートタイプを設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

•ポートの接続先デバイスに応じて、ポートを正しく設定していること。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree port type edge
4. exit
5. （任意） show spanning-tree
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

設定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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定したアクセスインターフェイスをスパニングエッジ

ポートに設定します。エッジポートは、リンクアップす

spanning-tree port type edge

例：
switch(config-if)# spanning-tree port
type edge

ステップ 3   

ると、ブロッキングステートやラーニングステートを経

由することなく、フォワーディングステートに直接移行

します。デフォルトのスパニングツリーポートタイプは

「標準」です。

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

します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

設定した STPポートタイプを含む STPコンフィギュレー
ションを表示します。

show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

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   

次に、アクセスインターフェイス Ethernet 1/4をスパニングツリーエッジポートとして設定する
例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit
switch(config)#

指定インターフェイスでのスパニングツリーネットワークポートの

設定

指定インターフェイスにスパニングツリーネットワークポートを設定できます。

Bridge Assuranceは、スパニングツリーネットワークポート上だけで実行されます。

このコマンドには次の 3つの状態があります。
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• spanning-tree port type network：このコマンドは指定したポートを明示的にネットワーク
ポートとして設定します。 Bridge Assuranceをグローバルにイネーブルにすると、スパニン
グツリーネットワークポート上で Bridge Assuranceが自動的に実行されます。

• spanning-tree port type normal：このコマンドは、ポートを明示的に標準スパニングツリー
ポートとして設定します。このインターフェイス上では Bridge Assuranceは動作しません。

• no spanning-tree port type：このコマンドは、spanning-tree port type network defaultコマン
ドをグローバルコンフィギュレーションモードで定義した場合に、ポートを暗黙的にスパ

ニングツリーネットワークポートとしてイネーブルにします。 Bridge Assuranceをイネーブ
ルにすると、このポート上で Bridge Assuranceが自動的に実行されます。

レイヤ 2ホストに接続しているポートをネットワークポートとして設定すると、自動的にブ
ロッキングステートに移行します。

（注）

はじめる前に

スパニングツリーポートタイプを設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

•ポートの接続先デバイスに応じて、ポートを正しく設定していること。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree port type network
4. exit
5. （任意） show spanning-tree
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

設定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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定したインターフェイスをスパニングネットワーク

ポートに設定します。 Bridge Assuranceをイネーブルに
spanning-tree port type network

例：
switch(config-if)# spanning-tree port
type network

ステップ 3   

すると、各ネットワークポート上で Bridge Assuranceが
自動的に実行されます。デフォルトのスパニングツリー

ポートタイプは「標準」です。

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

します。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

設定したSTPポートタイプを含むSTPコンフィギュレー
ションを表示します。

show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

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   

次に、Ethernetインターフェイス 1/4をスパニングツリーネットワークポートとして設定する例
を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port type network
switch(config-if)# exit
switch(config)#

BPDU ガードのグローバルなイネーブル化
BPDUガードをデフォルトでグローバルにイネーブルにできます。 BPDUガードがグローバルに
イネーブルにされると、システムは、BPDUを受信したエッジポートをシャットダウンします。

すべてのエッジポートで BPDUガードをイネーブルにすることを推奨します。（注）
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はじめる前に

スパニングツリーポートタイプを設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

•ポートの接続先デバイスに応じて、ポートを正しく設定していること。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree port type edge bpduguard default
3. exit
4. （任意） show spanning-tree summary
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのスパニングツリーエッジポートで、BPDU
ガードを、デフォルトでイネーブルにします。デ

spanning-tree port type edge bpduguard default

例：
switch(config)# spanning-tree port type edge
bpduguard default

ステップ 2   

フォルトでは、グローバルな BPDUガードはディ
セーブルです。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPの概要を表示します。
show spanning-tree summary

例：
switch# show spanning-tree summary

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   
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次に、すべてのスパニングツリーエッジポートで BPDUガードをイネーブルにする例を示しま
す。

switch# config t
switch(confiig)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# exit
switch#

指定インターフェイスでの BPDU ガードのイネーブル化
指定インターフェイスで、BPDUガードをイネーブルにできます。 BPDUガードがイネーブルに
されたポートは、BPDUを受信すると、シャットダウンされます。

BPDUガードは、指定インターフェイスで次のように設定にできます。

• spanning-tree bpduguard enable：指定インターフェイスで BPDUガードを無条件にイネーブ
ルにします。

• spanning-tree bpduguard disable：指定インターフェイスでBPDUガードを無条件にディセー
ブルにします。

• no spanning-tree bpduguard：動作中のエッジポートインターフェイスに spanning-tree port
type edge bpduguard defaultコマンドが設定されている場合、そのインターフェイスで BPDU
ガードをイネーブルにします。

はじめる前に

この機能を設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. exit
5. （任意） show spanning-tree summary
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

コンフィギュレーションモードを開始

します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

指定したスパニングツリーエッジイン

ターフェイスの BPDUガードをイネー
ブルまたはディセーブルにします。デ

フォルトでは、インターフェイス上の

BPDUガードはディセーブルです。

spanning-tree
bpduguard
{enable | disable}

spanning-tree port type edge bpduguard
defaultコマンドの入力により、イン
ターフェイスに設定されたデフォルト

のグローバル BPDUガード設定に戻し
ます。

no spanning-tree
bpduguard

例：
switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

インターフェイスモードを終了しま

す。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

STPの概要を表示します。
show spanning-tree summary

例：
switch# show spanning-tree summary

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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   
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次に、エッジポート Ethernet 1/4で BPDUガードを明示的にイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
switch(config-if)# exit
switch(config)#

BPDU フィルタリングのグローバルなイネーブル化
スパニングツリーエッジポートで、BPDUフィルタリングをデフォルトでグローバルにイネーブ
ルにできます。

BPDUフィルタリングがイネーブルであるエッジポートは、BPDUを受信するとエッジポートと
しての稼働ステータスが失われ、通常の STPステート移行を再開します。ただし、このポート
は、エッジポートとしての設定は保持したままです。

このコマンドは、慎重に使用してください。このコマンドを誤って使用すると、ブリッジン

グループに陥る可能性があります。

注意

はじめる前に

この機能を設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

•少なくとも一部のスパニングツリーエッジポートが設定済みであること。

グローバルにイネーブルにされた BPDUフィルタリングは、動作中のエッジポートだけに適
用されます。ポートは数個の BPDUをリンクアップ時に送出してから、実際に、発信 BPDU
のフィルタリングを開始します。エッジポートは、BPDUを受信すると、動作中のエッジポー
トステータスを失い、BPDUフィルタリングはディセーブルになります。

（注）

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree port type edge bpdufilter default
3. exit
4. （任意） show spanning-tree summary
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのスパニングツリーエッジポートで、BPDU
フィルタリングを、デフォルトでイネーブルにしま

spanning-tree port type edge bpdufilter default

例：
switch(config)# spanning-tree port type
edge bpdufilter default

ステップ 2   

す。デフォルトでは、グローバルな BPDUフィル
タリングはディセーブルです。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPの概要を表示します。
show spanning-tree summary

例：
switch# show spanning-tree summary

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   

次に、すべての動作中のスパニングツリーエッジポートでBPDUフィルタリングをイネーブルに
する例を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(config)# exit
switch#

指定インターフェイスでの BPDU フィルタリングのイネーブル化
指定インターフェイスに BPDUフィルタリングを適用できます。 BPDUフィルタリングを特定の
インターフェイス上でイネーブルにすると、そのインターフェイスは BPDUを送信しなくなり、
受信したBPDUをすべてドロップするようになります。このBPDUフィルタリング機能は、トラ
ンキングインターフェイスであるかどうかに関係なく、すべてのインターフェイスに適用されま

す。
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指定インターフェイスで spanning-tree bpdufilter enableコマンドを入力するときは注意してく
ださい。ホストに接続していないポートに BPDUフィルタリングを設定すると、そのポート
は受信した BPDUをすべて無視してフォワーディングに移行するので、ブリッジングループ
が発生することがあります。

注意

このコマンドを入力すると、指定インターフェイスのポート設定が上書きされます。

このコマンドには次の 3つの状態があります。

• spanning-tree bpdufilter enable：インターフェイス上で BPDUフィルタリングが無条件にイ
ネーブルになります。

• spanning-tree bpdufilter disable：インターフェイス上でBPDUフィルタリングが無条件にディ
セーブルになります。

• no spanning-tree bpdufilter：動作中のエッジポートインターフェイスに spanning-tree port
type edge bpdufilter defaultコマンドが設定されている場合、そのインターフェイスで BPDU
フィルタリングをイネーブルにします。

はじめる前に

この機能を設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

特定のポートだけで BPDUフィルタリングをイネーブルにすると、そのポートでの BPDUの
送受信が禁止されます。

（注）

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. exit
5. （任意） show spanning-tree summary
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

コンフィギュレーションモードを開始

します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

指定したスパニングツリーエッジイン

ターフェイスのBPDUフィルタリングを
イネーブルまたはディセーブルにしま

す。デフォルトでは、BPDUフィルタリ
ングはディセーブルです。

spanning-tree
bpdufilter
{enable | disable}

動作中のスパニングツリーエッジポー

トインターフェイスに spanning-tree port
type edge bpdufilter defaultコマンドが設
定されている場合、そのインターフェイ

スでBPDUフィルタリングをイネーブル
にします。

no spanning-tree
bpdufilter

例：
switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable

インターフェイスモードを終了しま

す。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

STPの概要を表示します。
show spanning-tree summary

例：
switch# show spanning-tree summary

ステップ 5   
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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)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次に、スパニングツリーエッジポート Ethernet 1/4で BPDUフィルタリングを明示的にイネーブ
ルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ループガードのグローバルなイネーブル化

ループガードは、デフォルトの設定により、すべてのポイントツーポイントスパニングツリーの

標準およびネットワークポートで、グローバルにイネーブルにできます。ループガードは、エッ

ジポートでは動作しません。

ループガードを使用すると、ブリッジネットワークのセキュリティを高めることができます。

ループガードは、単方向リンクを引き起こす可能性のある障害が原因で、代替ポートまたはルー

トポートが指定ポートになるのを防ぎます。

指定インターフェイスでループガードコマンドを入力すると、グローバルなループガードコ

マンドが上書きされます。

（注）

はじめる前に

この機能を設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

•スパニングツリー標準ポートが存在し、少なくとも一部のネットワークポートが設定済みで
あること。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree loopguard default
3. exit
4. （任意） show spanning-tree summary
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

スパニングツリーのすべての標準およびネットワー

クポートで、ループガードを、デフォルトでイネー

spanning-tree loopguard default

例：
switch(config)# spanning-tree loopguard
default

ステップ 2   

ブルにします。デフォルトでは、グローバルなルー

プガードはディセーブルです。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPの概要を表示します。
show spanning-tree summary

例：
switch# show spanning-tree summary

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   

次に、スパニングツリーのすべての標準およびネットワークポートでループガードをイネーブル

にする例を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree loopguard default
switch(config)# exit
switch#

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
214 OL-25755-01-J  

Cisco NX-OS を使用した STP 拡張の設定
ループガードのグローバルなイネーブル化



指定インターフェイスでのループガードまたはルートガードのイネー

ブル化

ループガードは、スパニングツリーの標準またはネットワークポート上で実行できます。

ルートガードは、すべてのスパニングツリーポート（標準、エッジ、ネットワーク）上で実

行できます。

（注）

ループガードまたはルートガードは、指定インターフェイスでイネーブルにできます。

ポート上でルートガードをイネーブルにすることは、そのポートをルートポートにできないこと

を意味します。ループガードは、単方向リンクの障害発生時に、代替ポートまたはルートポート

が指定ポートになるのを防止します。

特定のインターフェイスでループガードおよびルートガードの両機能をイネーブルにすると、そ

のインターフェイスが属するすべての VLANに両機能が適用されます。

指定インターフェイスでループガードコマンドを入力すると、グローバルなループガードコ

マンドが上書きされます。

（注）

はじめる前に

この機能を設定する前に、次の点を確認してください。

•正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確
認してください。

• STPが設定されていること。

•ループガードが、スパニングツリーの標準またはネットワークポート上で設定されている
こと。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree guard {loop | root | none}
4. exit
5. interface type slot/port
6. spanning-tree guard {loop | root | none}
7. exit
8. （任意） show spanning-tree summary
9. （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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

ループガードまたはルートガードを、指定インターフェイ

スでイネーブルまたはディセーブルにします。ルートガー

spanning-tree guard {loop | root | none}

例：
switch(config-if)# spanning-tree guard
loop

ステップ 3   

ドはデフォルトでディセーブル、ループガードも指定ポー

トでディセーブルになります。

ループガードは、スパニングツリーの標準およ

びネットワークインターフェイスだけで動作し

ます。この例では、指定したインターフェイス

上でループガードをイネーブルにしています。

（注）

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

設定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 type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet
1/10
switch(config-if)#

ステップ 5   

ループガードまたはルートガードを、指定インターフェイ

スでイネーブルまたはディセーブルにします。ルートガー

spanning-tree guard {loop | root | none}

例：
switch(config-if)# spanning-tree guard
root

ステップ 6   

ドはデフォルトでディセーブル、ループガードも指定ポー

トでディセーブルになります。

この例では、別のインターフェイス上でルートガードをイ

ネーブルにしています。

インターフェイスモードを終了します。exit

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

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

STPの概要を表示します。
show spanning-tree summary

例：
switch# show spanning-tree summary

ステップ 8   

（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)# copy running-config
startup-config

ステップ 9   

次に、Ethernetポート 1/4で、ルートガードをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface etherent 1/4
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#

PVST シミュレーションのグローバル設定（CLI バージョン）

PVSTシミュレーションは、デフォルトでイネーブルになっています。デフォルトでは、デバ
イス上のすべてのインターフェイスでMSTと Rapid PVST+が相互運用されます。

（注）

MSTは、Rapid PVST+と相互運用します。ただし、デフォルトの STPモードで、MSTを実行し
ていないデバイスに接続する可能性を防ぐには、この自動機能をディセーブルに設定できます。

Rapid PVST+シミュレーションをディセーブルにした場合、MSTがイネーブルなポートが Rapid
PVST+がイネーブルなポートに接続されていることが検出されると、MSTがイネーブルなポート
は、ブロッキングステートに移行します。このポートは、BPDUの受信が停止されるまで、一貫
性のないステートのままになり、それから、ポートは、通常の STP送信プロセスに戻ります。

この自動機能は、グローバルまたはポートごとにブロックできます。グローバルコマンドを入力

し、インターフェイスコマンドモードでデバイス全体の PVSTシミュレーション設定を変更でき
ます。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. no spanning-tree mst simulate pvst global
3. exit
4. （任意） show spanning-tree detail
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

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

スイッチ上のすべてのインターフェイスで、RapidPVST+
モードを実行している接続先デバイスとの自動的な相互

no spanning-tree mst simulate pvst global

例：
switch(config)# no spanning-tree mst
simulate pvst global

ステップ 2   

運用をディセーブルにします。この機能はデフォルトで

はイネーブルです。デフォルトでは、デバイス上のすべ

てのインターフェイスが、RapidPVST+とMSTの間で運
用されます。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

STPの詳細を表示します。
show spanning-tree detail

例：
switch# show spanning-tree detail

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   

次に、Rapid PVST+を実行している接続先デバイスとの自動的な相互運用を回避する例を示しま
す。

switch# config t
switch(config)# no spanning-tree mst simulate pvst global
switch(config)#
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ポートごとの PVST シミュレーションの設定

PVSTシミュレーションは、デフォルトでイネーブルになっています。デフォルトでは、デバ
イス上のすべてのインターフェイスでMSTと Rapid PVST+が相互運用されます。

（注）

PVSTシミュレーションを設定できるのは、デバイス上でMSTを実行している場合だけです（Rapid
PVST+がデフォルトの STPモードです）。MSTは、Rapid PVST+と相互運用します。ただし、
デフォルトのSTPモードで、MSTを実行していないデバイスに接続する可能性を防ぐには、この
自動機能をディセーブルに設定できます。PVSTシミュレーションをディセーブルにすると、Rapid
PVST+イネーブルポートに接続したことが検出された時点で、MSTイネーブルポートはブロッ
キングステートに移行します。このポートは、Rapid PVST+ BPDUを受信しなくなるまで不整合
ステートのままですが、そのあとは標準 STPのステート移行を再開します。

この自動機能は、グローバルまたはポートごとにブロックできます。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface {{type slot/port} |{port-channel number}}
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. exit
5. （任意） show spanning-tree detail
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

コンフィギュレーションモードを開

始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定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 {{type slot/port} |{port-channel number}}

例：
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

指定したインターフェイスで、Rapid
PVST+モードを実行している接続先デバ
イスとの自動的な相互運用をディセーブ

ルにします。

デフォルトでは、デバイス上のすべての

インターフェイスで Rapid PVST+とMST
が相互運用されます。

spanning-tree mst
simulate pvst
disable

指定したインターフェイスで、MSTと
Rapid PVST+のシームレスな相互運用を
再びイネーブルにします。

spanning-tree mst
simulate pvst

インターフェイスを、spanning-tree mst
simulate pvst globalコマンドを使用して設
定したデバイス全体でMSTと Rapid
PVST+との間で相互動作するよう設定し
ます。

no spanning-tree
mst simulate pvst

例：
switch(config-if)# spanning-tree mst simulate pvst

インターフェイスモードを終了しま

す。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

STPの詳細を表示します。
show spanning-tree detail

例：
switch# show spanning-tree 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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

次に、指定したインターフェイスで、MSTを実行していない接続先デバイスとの自動的な相互運
用を回避する例を示します。

switch(config-if)# spanning-tree mst simulate pvst
switch(config-if)#
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STP 拡張機能の設定の確認
STP拡張機能の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

STPに関する情報を表示します。show running-config spanning-tree [all]

STP情報の要約を表示します。show spanning-tree summary

指定したインターフェイスおよびインスタンス

のMST情報を表示します。
show spanning-tree mst instance-id interface
{ethernet slot/port | port-channel channel-number}
[detail]

これらのコマンド出力の詳細については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OSLayer 2 SwitchingCommand
Reference』を参照してください。

STP 拡張機能の設定例
次に、STP拡張機能を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default

switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit
switch(config)#

STP 拡張機能の追加情報（CLI バージョン）

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』

レイヤ 2インターフェイス
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参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide, Release 6.x』

NX-OSの基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide, Release 6.x』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

仮想デバイスコンテキスト（VDC）

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes,
Release 6.x』

リリースノート

標準

タイトル標準

—IEEE 802.1Q-2006（旧称 IEEE 802.1s）、IEEE
802.1D-2004（旧称 IEEE 802.1w）、IEEE
802.1D、IEEE 802.1t

MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

• CISCO-STP-EXTENSION-MIB

• BRIDGE-MIB

STP 拡張機能の設定の機能履歴（CLI バージョン）
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
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表 21：STP 拡張機能設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

--4.2(1)変更なし

--4.1(2)変更なし
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付録 A
レイヤ 2 スイッチングの設定の制限

• レイヤ 2スイッチングの設定の制限, 225 ページ

レイヤ 2 スイッチングの設定の制限
設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。
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