
VTP V3 の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• VTP V3の設定, 1 ページ

VTP V3 の設定
Cisco NX-OSリリース 7.2(0)N1(1)以降、VLAN Trunk Protocol（VTP）V3は、PVLANの統合、4K
VLANの統合、汎用データベーストランスポートメカニズム、VTP認証メカニズムをサポートし
ます。

VTP V3 の概要
VTP V3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、CiscoNX-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。
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VTP V3 モード
Cisco NX-OSリリース 7.2(0)N1(1)以降、VTP V3では次のモードをサポートします。

•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
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。Release5.1(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：ローカルデバイスの VLANを作成、変更、削除できます。VTPクライアン
トモードでは、スイッチはコンフィギュレーションリビジョン番号を含む最新の既知のVTP
情報をブートフラッシュに保存します。VTPクライアントは、新しい設定で稼動すると起動
しない場合があります。

•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。

サーバから受信した VLANデータベースの更新中に何らかの障害が発生する
と、VTPクライアントはトランスペアレントモードに移行します。次の syslog
メッセージがコンソールに表示されます。
“VTP-2-VTP_MODE_TRANSPARENT_CREATE_SEQ_FAILED: VTP Mode changed to

transparent since VTP vlan create/update failed”.ユーザはサーバから最新

のデータベースを取得するために VTPモードをクライアントに変更して戻す
必要があります。

（注）
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VTP V3 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。

VTPV3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。

Joinメッセージは、すでに VTP V3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 V3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 V3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 V3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。

インターフェイス単位の VTP V3
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 V3 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、VTPV3に通知します。VTPV3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。

VTP V3 の設定

VTPV3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）
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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

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。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイスの VTPをイネーブルにします。デフォ
ルトではディセーブルになっています。

switch(config)# feature vtpステップ 2   

このデバイスを追加する VTPドメインの名前を
指定します。デフォルトは空白です。

switch(config)# vtp
domaindomain-name

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。

switch(config)# vtp version {1 | 2 | 3}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。デフォ

switch(config)# vtp mode {client |
server | transparent | off} [vlan |mst
| unknown]

ステップ 5   

ルトのサーバモードは VLANインスタンス用、
トランスペアレントはmstインスタンス用です。

このデバイスの VTPアップデータが使用するイ
ンターフェイス名を設定します。

switch(config)# vtp
interfaceinterface-name [only]

ステップ 6   

VTP設定を保存する IFSファイルシステムファ
イルの ASCIIファイル名を指定します。

switch(config)# vtp filefile-nameステップ 7   

VTP管理ドメイン用のパスワードを指定します。
デフォルト値は vlan.datから取得されます。

switch(config)# vtp
passwordpassword-value [ hidden |
secret]

ステップ 8   

次のオプションはVTPV3でのみ適用されます。

例： • Hidden：パスワードは、vlan.dataファイル
のクリアテキストとして保存されません。Hiddenの場合：

Device(config)# vtp password
helping hidden 代わりに、パスワードから生成される16進

数の秘密キーが保存されます。これはshow
vtp passwordの出力として表示されます。

Generating the secret associated
to the password.
Device# exit

• Secret：このキーワードを使用して 32文字
の16進数秘密キーを直接設定します。シス

Device# show vtp password
VTP Password:
89914640C8D90868B6A0D8103847A733

例：

テム管理者は、クリアテキストのパスワー

ドの代わりにこの秘密キーを配布できます。
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドはVTPバージョン 3のみ
に適用されます。

（注）Secretの場合：
Device(config)# vtp password
89914640C8D90868B6A0D8103847A733
secret
Device# exit
Device# show vtp password
VTP Password:
89914640C8D90868B6A0D8103847A733

コンフィギュレーションサブモードを終了しま

す。

switch(config)# exitステップ 9   

このコマンドは、セカンダリサーバの動作ステー

トをプライマリに変更して、VTPドメイン全体
switch# vtp primary [feature] [force]

例：
Device# vtp primary vlan

ステップ 10   

に情報をアドバタイズします。パスワードを隠

す設定にすると、このコマンドの後にもう一度

パスワードを入力するように求められます。Enter VTP password:
This switch is becoming Primary

デバイスは、プライマリの役割を引き継ぐ前に、

この情報に競合するサーバを検出し、別のプラ

server for vlan feature in the
VTP domain

VTP Database Conf Switch ID
イマリサーバに従うことを試みます。競合するPrimary Server Revision System
サーバが検出された場合、動作ステートのテイName

------------ ---- --------------
クオーバーと後続の設定の上書きを再確認する

必要があります。
-------------- --------
--------------------
VLANDB Yes
00d0.00b8.1400=00d0.00b8.1400 1 • feature：特定の機能データベースのプライマ

リサーバとしてデバイスを設定します。た

stp7

Do you want to continue (y/n)
[n]? y とえば、MSTデータベースです。有効値は

MSTと VLANです。デフォルトでは、
VLANデータベースが選択されます。

このコマンドはVTPv3だけに適用され
ます。

（注）

（任意）

バージョン、モード、リビジョン番号など、デ

バイス上のVTP設定に関する情報を表示します。

switch# show vtp statusステップ 11   

（任意）

デバイス上の VTPアドバタイズメントに関する
統計情報を表示します。

switch# show vtp countersステップ 12   

（任意）

VTP-enabledインターフェイスのリストを表示し
ます。

switch# show vtp interfaceステップ 13   

（任意）

管理VTPドメイン用のパスワードを表示します。
switch# show vtp passwordステップ 14   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

これはネイバースイッチに関する情報を表示す

る VTPバージョン 3のコマンドです。情報は、

switch# show vtp devices [conflict]

例：
Device# show vtp devices

ステップ 15   

定期的なVTPパケット用に使用されるサマリパ
ケットからは学習されません。このコマンドは、Gathering information from the

domain, please wait.
VTPバージョン 3を実行するネイバースイッチVTP Database Conf switch ID

に関する情報を集めるために別のパケットを送

信します。

Primary Server Revision
System Name

lict
------------ ---- --------------
-------------- ----------
----------------------
VLAN Yes 00b0.8e50.d000
000c.0412.6300 12354
main.cisco.com
MST No 00b0.8e50.d000
0004.AB45.6000 24
main.cisco.com
VLAN Yes
000c.0412.6300=000c.0412.6300 67

qwerty.cisco.com

（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。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 16   

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# configure terminal
switch(config)# feature vtp
switch(config)# vtp domain accounting
switch(config)# vtp version 2
switch(config)# vtp mode transparent
switch(config)# exit
switch#

VTP V3 プルーニングの設定
VTP V3プルーニングを設定するには、以下のステップに従います。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

   Cisco Nexus 5500 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リリース
7.x

6 OL-30892-01-J  

VTP V3 の設定
VTP V3 プルーニングの設定



目的コマンドまたはアクション

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

になっています。

switch(config)# vtp pruning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。デフォルトではディセーブ

ルになっています。

switch(config)# no vtp pruning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。

switch(config)# show
interfaceinterface-identifierswitchport

ステップ 4   

ポートチャネルインターフェイスを作成

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。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

特定のVLANをVTPプルーニング適格に設
定します。

switch(config-if)# switchport trunk
pruning vlan [add | remove | except |
none | all] VLAN-IDs

ステップ 6   

特権 EXECモードに戻ります。switch(config-if)# endステップ 7   

（任意）

VTPプルーニング情報およびカウンタを表
示します。

switch# show vtp countersステップ 8   

（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。

switch# clear vtp countersステップ 9   
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