
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, 1 ページ

• デフォルト設定, 4 ページ

• VTPの設定, 4 ページ

• VTPプルーニングの設定, 7 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.

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.
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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。

•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
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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、「Configuring
VLANs」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

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。
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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 1：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

VTP の設定
Cisco NX-OSデバイスで VTPを設定できます。
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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

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

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   

（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   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

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
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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   

（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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