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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 1： 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 1：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 2：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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   OL-25755-01-J 15

VLAN の設定
VLAN 作成前の VLAN 設定



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   

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「ConfiguringVTP」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 3：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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