
BPDUの機能

この章の内容は、次のとおりです。

•ブリッジプロトコルデータユニット機能の概要（1ページ）
• GUIを使用した BPDU機能の設定（2ページ）
• NX-OSスタイル CLIを使用した BPDU機能の設定（3ページ）
• REST APIを使用した BPDU機能の設定（4ページ）

ブリッジプロトコルデータユニット機能の概要
この項では、Cisco APICを備えた Cisco ACI Virtual Edge上でサポートされるブリッジプロト
コルデータユニット（BPDU）機能について説明します。BPDUガードおよびBPDUフィルタ
リングはスイッチ全体の機能であり、VM仮想イーサネット (vEth)ポートにのみ適用されま
す。

BPDUガード

BPDUガードは、非トランキングポートで BPDUが受信されたときにそのポートをエラー無
効状態に移行させることにより、ループを防止します。スイッチでBPDUガードを有効にする
と、インターフェイスが、BPDUの受信に関してブロッキング状態に移動されます。

BPDUガードにより、管理者は手動でインターフェイスを再び動作させなければならないの
で、無効な設定に対する確実な対処が可能になります。インターフェイスをサービス状態に戻

すには、VMポートを切断し Cisco ACI Virtual Edgeに再度接続するか、vCenterを介して EPG
ポートグループに再接続します。

BPDUフィルタリング

BPDUフィルタリングは、ポート上での BPDUの送受信を防止します。受信した BPDUは、
フィルタリングが有効になっているときに廃棄されます。BPDUフィルタリングは、デフォル
トですべてのポート上で有効になっています。この機能を有効にすると Cisco ACI Virtual Edge
アップリンクポートで受信したすべての Bpduをドロップします。
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単一ポリシーインターフェイスグループで BPDUポリシーを設定することをお勧めします。
複数のポリシーインターフェイスグループで BPDUを設定すると、整合性のない動作につな
がります。

（注）

L2スイッチ拡張トポロジでは、添付されているエンティティプロファイル vSwitchポリシー
オーバーライドを介して BPDUポリシーを設定することをお勧めします。インターフェイス
ポリシーグループの設定を使用すると、BPDUGuardまたはフィルタが有効でリーフポート。
これにより、これらのポートを error-disable L2スイッチからBPDUパケットを受信するとしま
す。

オーバーライドポリシー経由で BPDUポリシーの設定については、」の変更、インターフェ
イスポリシーグループ vSwitch側ポリシーをオーバーライドする」セクションを参照してく
ださい、 Ciscoアプリケーション仮想エッジ Installation guide』 。

（注）

GUIを使用した BPDU機能の設定

手順

ステップ 1 Cisco APICにログインします。

ステップ 2 メニューバーで、[Fabric] > [Access Policies]を選択します。

ステップ 3 Policiesナビゲーションウィンドウで、 Policiesおよび Interfaceフォルダを展開します。

ステップ 4 [Spanning Tree Interface]フォルダを右クリックして、[Create Spanning Tree Interface Policy]を選
択します。

ステップ 5 Create Spanning Tree Interface Policyダイアログで、次の手順に従います:

a) [Name]フィールドにポリシーの名前を入力します。
b) （任意）[Description]フィールドに、ポリシーの説明を入力します。
c) Interface controlsエリアで、BPDU Guard enabledチェックボックスまたは BPDU filter

enabledチェックボックスをオンにします。
d) Submitをクリックしてポリシーを保存します。

ステップ 6 ステップ5で次の手順で作成したスパニングツリーインターフェイスポリシーを接続します。

a) 移動 仮想ネットワーク > インベントリ し、展開、 VMMドメイン および VMware
フォルダ。

b) ポリシーを接続する VMMドメインをクリックします。
c) をクリックします VSwitchポリシー 作業ウィンドウの右側にあるタブ。
d) STP Policyドロップダウンリストから、ステップ 5で作成したポリシーを選択します。
e) [Submit]をクリックします。
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ステップ 7 ESXiハイパーバイザへの ESXi CLIセッションを開き、vemcmd show cardコマンドを入力し
て、設定を確認します。

例：

cisco-ave# vemcmd show card
Global BPDU Guard: Enabled && Global BPDU Filter: Enabled

この出力は、BPDUフィルタリングおよびBPDUガードが有効になっているかどうかを示しま
す。

NX-OSスタイル CLIを使用した BPDU機能の設定

手順

ステップ 1 vmware-domainモードに入ります。

例：

apic1# configure
apic1(config)# vmware-domain domain name
AVE-Vlan AVE2-VXLAN Test Test2

ステップ 2 スパニングツリーインターフェイスポリシーを作成します。

例：

apic1(config-vmware)# configure-ave
apic1(config-vmware-ave)# spanning-tree

bpdu-filter bpdu-guard
apic1(config-vmware-ave)# spanning-tree

bpdu-filter Configure BPDU filter override on AVE uplink ports
bpdu-guard Configure BPDU guard override on AVE uplink ports

ステップ 3 BPDUフィルタを有効または無効にします。

例：

apic1(config-vmware-ave)# spanning-tree bpdu-filter
default disable enable

apic1(config-vmware-ave)# spanning-tree bpdu-filter
default Remove BPDU filter/guard override policy
disable Disable BPDU filter
enable Enable BPDU filter

ステップ 4 BPDUガードを有効または無効にします。
apic1(config-vmware-ave)# spanning-tree bpdu-guard

default disable enable
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REST APIを使用した BPDU機能の設定

手順

ステップ 1 BPDUガードを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<stpIfPol name="testStp5" ctrl="bpdu-guard"/>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="test51">
<infraRsStpIfPol tnStpIfPolName="testStp5"/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-test-bpdu"/>
</infraAccBndlGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>

</polUni>

<vmmProvP vendor="VMware">
<vmmDomP name="mininet">

<vmmVSwitchPolicyCont>
<vmmRsVswitchOverrideStpPol tDn="uni/infra/ifPol-testStp5"/>

</vmmVSwitchPolicyCont>
</vmmDomP>

</vmmProvP

ステップ 2 BPDUフィルタリングを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<stpIfPol name="testStp5" ctrl="bpdu-filter"/>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="test51">
<infraRsStpIfPol tnStpIfPolName="testStp5"/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-test-bpdu"/>
</infraAccBndlGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>
</polUni>

<vmmProvP vendor="VMware">
<vmmDomP name="mininet">

<vmmVSwitchPolicyCont>
<vmmRsVswitchOverrideStpPol tDn="uni/infra/ifPol-testStp5"/>

</vmmVSwitchPolicyCont>
</vmmDomP>

</vmmProvP>
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