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Q-in-Q トンネルについて
この章では、Cisco NX-OSデバイス上で IEEE 802.1Q-in-Q VLANトンネルおよびレイヤ 2プロト
コルのトンネリングを設定する方法について説明します（7.0(3)I2(1)以降）。

Q-in-Q VLANトンネルを使用することで、サービスプロバイダーは第 2の 802.1Qタグをすでに
タグ付けされたフレームに追加して、カスタマーに内部使用のVLANをすべて提供しながら、イ
ンフラストラクチャ内で異なるカスタマーのトラフィックを分離することができます。

Q-in-Q トンネリング
サービスプロバイダーのビジネスカスタマーには、多くの場合、サポートする VLAN IDおよび
VLANの数に固有の要件があります。同一サービスプロバイダーネットワークのさまざまなカス
タマーが必要とするVLAN範囲は重複し、インフラストラクチャを通るカスタマーのトラフィッ
クは混合してしまうことがあります。カスタマーごとに一意のVLANID範囲を割り当てると、カ
スタマーの設定が制限され、802.1Q仕様の 4096の VLANに関する上限を容易に超えてしまいま
す。
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Q-in-Qは、ポートチャネルでサポートされます。非対称リンクとしてポートチャネルを設定
するには、ポートチャネル内のすべてのポートが同じトンネリング設定でなければなりませ

ん。

（注）

サービスプロバイダーは、802.1Qトンネリング機能を使用すると、単一の VLANを使用して、
複数のVLANを含むカスタマーをサポートできます。同一のVLAN上にあるように見えるときで
も、サービスプロバイダーインフラストラクチャ内のカスタマーの VLAN IDを保護したり、異
なるカスタマーの VLANトラフィックを分離しておくことができます。IEEE 802.1Qトンネリン
グは、VLAN-in-VLAN階層構造およびタグ付きパケットへのタギングによって、VLANスペース
を拡張します。802.1Qトンネリングをサポートするように設定されたポートは、トンネルポート
といいます。トンネリングを設定する場合、トンネリング専用のVLANにトンネルポートを割り
当てます。カスタマーごとに個別の VLANが必要ですが、その VLANはカスタマーの VLANを
すべてサポートします。

カスタマーデバイスの IEEE 802.1Qトランクポートから、通常どおりに適切な VLAN IDでタグ
付けされたカスタマートラフィックが、サービスプロバイダーエッジスイッチのトンネルポー

トに着信します。カスタマーデバイスとエッジスイッチの間のリンクは、一方の端が 802.1Qト
ランクポート、反対側がトンネルポートとして設定されているので、非対称リンクです。それぞ

れのカスタマーに固有のアクセス VLAN IDには、トンネルポートインターフェイスを割り当て
ます。以下の図を参照してください。
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選択的 Q-in-Qトンネリングはサポートされません。トンネルポートに着信すべてのフレーム
は、Q-in-Qタギングの対象となります。

（注）

図 1：802.1Q-in-Q トンネルポート

サービスプロバイダーエッジスイッチのトンネルポートに着信するパケット（適切な VLAN ID
ですでに 802.1Qタグ付けされている）は、カスタマーに一意であるVLAN IDを含む 802.1Qタグ
の別のレイヤでカプセル化されます。元々のカスタマーの 802.1Qタグは、カプセル化されたパ
ケットの中に維持されます。したがって、サービスプロバイダーインフラストラクチャに着信す

るパケットは二重にタグ付けされます。

外部タグには、カスタマーの（サービスプロバイダーによって割り当てられた）アクセスVLAN
IDが含まれます。（カスタマーによって割り当てられた）内部タグの VLAN IDは、受信トラ
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フィックのVLANです。この二重タギングは、以下の図に示すようにタグスタック構成Double-Q
または Q-in-Qと呼ばれます。

図 2：タグなし、802.1Q タグ付き、および二重タグ付きイーサネットフレーム

この方法で、外部タグの VLAN IDスペースは内部タグの VLAN IDスペースに依存しません。単
一の外部 VLAN IDは、個々のカスタマーの全体の VLAN IDスペースを表すことができます。こ
の方法により、カスタマーのレイヤ 2ネットワークをサービスプロバイダーネットワーク全体に
拡張して、複数のサイトに仮想 LANインフラストラクチャを作成することも可能になります。

階層型タギング、すなわちマルチレベルのdot1qタギングQ-in-Qはサポートされていません。（注）

ネイティブ VLAN のリスク
エッジスイッチで 802.1Qトンネリングを設定する場合は、サービスプロバイダーネットワーク
にパケットを送信するために、802.1Qトランクポートを使用する必要があります。ただし、サー
ビスプロバイダーネットワークのコアを通過するパケットは、IEEE802.1Qトランク、ISLトラン
ク、または非トランキングリンクで伝送される場合があります。802.1Qトランクをこれらのコア
スイッチで使用する場合には、802.1Qトランクのネイティブ VLANを、同じスイッチ上の dot1q
トンネルポートのどのネイティブ VLANにも一致させないでください。ネイティブ VLAN上の
トラフィックが 802.1Q送信トランクポートでタグ付けされなくなるためです。

以下の図では、VLAN40は、サービスプロバイダーネットワークの入力エッジスイッチ（スイッ
チ B）において、カスタマー Xからの 802.1Qトランクポートのネイティブ VLANとして設定さ
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れています。カスタマー Xのスイッチ Aは、VLAN 30のタグ付きパケットを、アクセス VLAN
40に属する、サービスプロバイダーネットワークのスイッチ Bの入力トンネルポートに送信し
ます。トンネルポートのアクセス VLAN（VLAN 40）は、エッジスイッチのトランクポートの
ネイティブVLAN（VLAN 40）と同じなので、トンネルポートから受信したタグ付きパケットに
802.1Qタグは追加されません。パケットにはVLAN30タグだけが付いて、サービスプロバイダー
ネットワークで出力エッジスイッチ（スイッチC）のトランクポートに送信され、出力スイッチ
トンネルによってカスタマー Yに間違えて送信されます。

図 3：ネイティブ VLAN のリスク

ネイティブ VLANの問題を解決する方法は 2つあります。

• 802.1Qトランクから出るすべてのパケット（ネイティブ VLANを含む）が、vlan dot1q tag
nativeコマンドを使用してタグ付けされるように、エッジスイッチを設定します。すべての
802.1Qトランクでネイティブ VLANパケットにタグを付けるようにスイッチを設定した場
合、スイッチはタグなしパケットを受信しますが、タグ付きパケットだけを送信します。

vlan dot1q tag native コマンドは、すべてのトランクポート上のタギング動作
に影響を与えるグローバルコマンドです。

（注）

•エッジスイッチのトランクポートのネイティブVLAN IDが、カスタマーVLAN範囲に属さ
ないようにします。たとえばトランクポートが VLAN100～ 200のトラフィックを運ぶ場合
は、この範囲以外の番号をネイティブ VLANに割り当てます。
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レイヤ 2 プロトコルのトンネリングについて
サービスプロバイダーネットワーク経由で接続される複数のサイトのカスタマーは、さまざまな

レイヤ 2プロトコルを実行して、すべてのリモートサイトおよびローカルサイトを含むようにト
ポロジを拡大する必要があります。スパニングツリープロトコル（STP）が適切に稼働している
必要があり、すべての VLANで、ローカルサイトおよびサービスプロバイダーインフラストラ
クチャ経由のすべてのリモートサイトを含む、適切なスパニングツリーを構築する必要がありま

す。Cisco Discovery Protocol（CDP）は、ローカルおよびリモートサイトから隣接するシスコデ
バイスを検出することができる必要があり、VLANトランキングプロトコル（VTP）は、カスタ
マーネットワークのすべてのサイトを通して一貫した VLAN設定を提供する必要があります。

プロトコルトンネリングがイネーブルになると、サービスプロバイダーインフラストラクチャ

の受信側にあるエッジスイッチが、レイヤ2プロトコルを特別のMACアドレスでカプセル化し、
サービスプロバイダーネットワークの端まで送信します。ネットワークのコアスイッチでは、

このパケットが処理されずに通常のパケットとして転送されます。CDP、STP、または VTPのブ
リッジプロトコルデータユニット（BPDU）は、サービスプロバイダーインフラストラクチャを
通過し、サービスプロバイダーネットワークの発信側にあるカスタマースイッチまで配信されま

す。同一パケットは同じ VLANのすべてのカスタマーポートで受信されます。

802.1Qトンネリングポートでプロトコルのトンネリングをイネーブルにしていない場合、サービ
スプロバイダーネットワークの受信側のリモートスイッチでは BPDUを受信せず、STP、CDP、
802.1X、およびVTPを適切に実行できません。プロトコルのトンネリングがイネーブルである場
合、それぞれのカスタマーネットワークのレイヤ 2プロトコルは、サービスプロバイダーネット
ワーク内で動作しているものから完全に区別されます。802.1Qトンネリングでサービスプロバイ
ダーネットワークを通してトラフィックを送信する、さまざまなサイトのカスタマースイッチで

は、カスタマー VLANが完全に認識されます。

レイヤ2プロトコルのトンネリングは、ソフトウェアでBPDUをトンネリングすることで動作
します。スーパーバイザが受信する多数の BPDUにより CPUの負荷が大きくなります。スー
パーバイザCPUの負荷を軽減するために、ソフトウェアレートリミッタを使用する必要があ
る場合があります。レイヤ 2プロトコルトンネルポートのしきい値の設定, （15ページ）を
参照してください。

（注）

たとえば、以下の図で、カスタマー Xには、サービスプロバイダーネットワークを介して接続
された同じ VLANに 4台のスイッチがあります。ネットワークが BPDUをトンネリングしない
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と、ネットワークの遠端のスイッチは STP、CDP、802.1X、および VTPプロトコルを正しく実行
できません。

図 4：レイヤ 2 プロトコルトンネリング

前の例では、カスタマー X、サイト 1のスイッチ上の VLANで動作する STPは、カスタマー X、
サイト 2のスイッチに基づくコンバージェンスパラメータを考慮せずに、このサイトのスイッチ
のスパニングツリーを構築します。
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以下の図は、BPDUトンネリングがイネーブルになっていない場合の、カスタマーのネットワー
クでの結果トポロジを示します。

図 5：BPDU トンネリングを使用しない仮想ネットワークトポロジ

インターフェイスのライセンス要件
IPトンネルおよび vPCには Enterprise Servicesライセンスが必要です。このライセンスは IPトン
ネルをイネーブルにするシステムごとにインストールする必要があります。

他のインターフェイスにはライセンスが必要ありません。

注意事項と制約事項
Q-in-Qトンネリングおよびレイヤ 2トンネリングには、次の設定に関する注意事項と制約事項が
あります。

• showコマンドで internalキーワードを指定することは、サポートされていません。

•サービスプロバイダーネットワーク内のスイッチは、Q-in-QタギングによるMTUサイズの
増加に対応するように設定する必要があります。

• Q-in-Qタグ付きパケットのMACアドレスラーニングは、外部 VLAN（サービスプロバイ
ダー VLAN）タグに基づいています。単一のMACアドレスが複数の内部（カスタマー）
VLANで使用される配置においては、パケット転送の問題が発生する場合があります。

•レイヤ 3以上のパラメータは、トンネルトラフィックでは識別できません（レイヤ 3宛先や
送信元アドレスなど）。トンネル型トラフィックはルーティングできません。

• CiscoNexus9000シリーズのデバイスは、トンネルトラフィックに対するMACレイヤACL/QoS
（VLAN IDおよび送信元/宛先MACアドレス）のみを提供できます。

• MACアドレスに基づくフレーム配布を使用する必要があります。

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイドリリース 7.x
8

Q-in-Q VLAN トンネルの設定
インターフェイスのライセンス要件



•非対称リンクでは 1つのポートだけがトラッキングするため、Dynamic Trunking Protocol
（DTP）をサポートしません。無条件でトランクになるように、非対称リンクの802.1Qトラ
ンクポートを設定する必要があります。

•プライベート VLANをサポートするように設定されたポートに 802.1Qトンネリング機能を
設定することはできません。プライベート VLANは、これらの導入には必要ではありませ
ん。

•トンネル VLANの IGMPスヌーピングをディセーブルにする必要があります。

•コントロールプレーンポリシング（CoPP）はサポートされません。

•ネイティブVLANでのタギングを維持し、タグなしトラフィックを廃棄するには、vlandot1Q
tagnativeコマンドを入力する必要があります。このコマンドにより、ネイティブVLANの設
定ミスを防止できます。

• 802.1Qインターフェイスをエッジポートにするように手動で設定する必要があります。

• IGMPスヌーピングは内部 VLANではサポートされません。

• Q-in-Qは、Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TXスイッチ、および N9K-M6PQ
または N9K-M12PQ汎用拡張モジュール（GEM）搭載の Cisco Nexus 9396PX、9396TX、
93128TXスイッチのアップリンクポートではサポートされません。

• Q-in-Qトンネルは、CiscoNexus 9300および 9500シリーズデバイスのアプリケーションリー
フエンジン（ALE）アップリンクポートに関する制約事項の影響を受ける可能性があります
（ALEアップリンクポートに関する制約事項 [英語]）。

Q-in-Q トンネルおよびレイヤ 2 プロトコルのトンネリン
グの設定

802.1Q トンネルポートの作成
switchport modeコマンドを使用して dot1q-tunnelポートを作成します。

spanning-tree port type edgeコマンドを使用して、エッジポートに 802.1Qトンネルポートを
設定する必要があります。ポートのVLANメンバーシップは、switchport access vlanvlan-id コ
マンドを使用して変更されます。

dot1q-tunnelポートに割り当てられたアクセス VLANの IGMPスヌーピングをディセーブルに
して、マルチキャストパケットが Q-in-Qトンネルを通過できるようにする必要があります。

（注）

はじめる前に

はじめに、スイッチポートとしてインターフェイスを設定する必要があります。
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手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface ethernetslot/port
3. switch(config-if)# switchport
4. switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
5. （任意） switch(config-if)# no switchport mode dot1q-tunnel
6. switch(config-if)# exit
7. （任意） switch(config)# show dot1q-tunnel [interfaceif-range]
8. （任意） switch(config)# no shutdown
9. （任意） switch(config)# copy running-config startup-config

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。switch# configure terminal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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポートとして設定し
ます。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポートに802.1Qトンネルを作成します。インターフェイスモー
ドを変更すると、ポートはダウンし、再初期化（ポートフラッ

switch(config-if)# switchport mode
dot1q-tunnel

ステップ 4   

プ）されます。トンネルインターフェイスではBPDUフィルタ
リングがイネーブルになり、CDPがディセーブルになります。

（任意）

ポートで 802.1Qトンネルをディセーブルにします。
switch(config-if)# no switchport
mode dot1q-tunnel

ステップ 5   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 6   

（任意）

dot1q-tunnelモードにあるすべてのポートを表示します。必要に
応じて、表示するインターフェイスまたはインターフェイスの

範囲を指定できます。

switch(config)# show dot1q-tunnel
[interfaceif-range]

ステップ 7   

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインターフェイス

およびVLANのエラーをクリアします。このコマンドにより、

switch(config)# no shutdownステップ 8   

ポリシープログラミングが続行でき、ポートがアップできま

す。ポリシーが対応していない場合は、エラーは error-disabled
ポリシー状態になります。
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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。

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

ステップ 9   

次に、802.1Qトンネルポートを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# show dot1q-tunnel

Q-in-Q 用の EtherType の変更
Q-in-Qカプセル化に使用するように 802.1Q EtherType値を変更できます。

二重タグフレームを伝送する出力トランクインターフェイス（サービスプロバイダーに接続

するトランクインターフェイス）だけに EtherTypeを設定する必要があります。トランクの一
方で EtherTypeを変更した場合、トランクのもう一方でも同じ値を設定する必要があります
（対称構成）。

（注）

設定した EtherType値は、（Q-in-Qパケットだけではなく）インターフェイスから出るすべて
のタグ付きパケットに影響します。

注意

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface ethernetslot/port
3. switch(config-if)# switchport
4. switch(config-if)# switchport dot1q ethertypevalue
5. （任意） switch(config-if)# no switchport dot1q ethertype
6. switch(config-if)# exit
7. （任意） switch(config)# no shutdown
8. （任意） switch(config)# 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

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   

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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポートとして設
定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポート上の Q-in-Qトンネル用に EtherTypeを設定します。switch(config-if)# switchport dot1q
ethertypevalue

ステップ 4   

（任意）

ポートの EtherTypeを 0x8100のデフォルト値にリセットし
ます。

switch(config-if)# no switchport dot1q
ethertype

ステップ 5   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 6   

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインターフェ

イスおよび VLANのエラーをクリアします。このコマンド

switch(config)# no shutdownステップ 7   

により、ポリシープログラミングが続行でき、ポートがアッ

プできます。ポリシーが対応していない場合は、エラーは

error-disabledポリシー状態になります。

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

ステップ 8   

次に、802.1Qトンネルポートを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport dot1q ethertype 0x9100
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# show dot1q-tunnel

レイヤ 2 プロトコルトンネルのイネーブル化
802.1Qトンネルポートでプロトコルのトンネリングをイネーブルにできます。
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手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface ethernetslot/port
3. switch(config-if)# switchport
4. switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
5. switch(config-if)# l2protocol tunnel [cdp | stp | vtp]
6. （任意） switch(config-if)# no l2protocol tunnel [cdp | stp | vtp]
7. switch(config-if)# exit
8. （任意） switch(config)# no shutdown
9. （任意） switch(config)# copy running-config startup-config

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。switch# configure terminal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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポートとして設定し
ます。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポートに802.1Qトンネルを作成します。インターフェイスモー
ドを変更すると、ポートはダウンし、再初期化（ポートフラッ

switch(config-if)# switchport mode
dot1q-tunnel

ステップ 4   

プ）されます。トンネルインターフェイスではBPDUフィルタ
リングがイネーブルになり、CDPがディセーブルになります。

レイヤ 2プロトコルのトンネリングをイネーブルにします。必
要に応じて、CDP、STP、または VTPトンネリングをイネーブ
ルにできます。

switch(config-if)# l2protocol tunnel
[cdp | stp | vtp]

ステップ 5   

（任意）

プロトコルのトンネリングをディセーブルにします。

switch(config-if)# no l2protocol
tunnel [cdp | stp | vtp]

ステップ 6   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 7   

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインターフェイス

およびVLANのエラーをクリアします。このコマンドにより、

switch(config)# no shutdownステップ 8   

ポリシープログラミングが続行でき、ポートがアップできま

す。ポリシーが対応していない場合は、エラーは error-disabled
ポリシー状態になります。
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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。

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

ステップ 9   

次に、802.1Qトンネルポートでプロトコルのトンネリングをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# l2protocol tunnel stp
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit

L2 プロトコルトンネルポートに対するグローバル CoS の設定
トンネルポートの入力 BPDUが指定されたクラスでカプセル化されるように、サービスクラス
（CoS）の値をグローバルに指定できます。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# l2protocol tunnel cosvalue
3. （任意） switch(config)# no l2protocol tunnel cos
4. switch(config)# exit
5. （任意） switch# no shutdown
6. （任意） switch# copy running-config startup-config

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。switch# configure terminalステップ 1   

すべてのレイヤ2プロトコルのトンネリングポートでグローバ
ル CoS値を指定します。デフォルト CoS値は 5です。

switch(config)# l2protocol tunnel
cosvalue

ステップ 2   

（任意）

グローバル CoS値をデフォルト値に設定します。
switch(config)# no l2protocol tunnel
cos

ステップ 3   

設定モードを終了します。switch(config)# exit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）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインターフェイス

およびVLANのエラーをクリアします。このコマンドにより、

switch# no shutdownステップ 5   

ポリシープログラミングが続行でき、ポートがアップできま

す。ポリシーが対応していない場合は、エラーは error-disabled
ポリシー状態になります。

（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 6   

次に、レイヤ 2プロトコルのトンネリングのためのグローバル CoS値を指定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# l2protocol tunnel cos 6
switch(config)# exit

レイヤ 2 プロトコルトンネルポートのしきい値の設定
レイヤ 2プロトコルのトンネリングポートに対するポートドロップおよびシャットダウン値を指
定できます。

手順の概要

1. switch# configure terminal
2. switch(config)# interface ethernetslot/port
3. switch(config-if)# switchport
4. switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
5. switch(config-if)# l2protocol tunnel drop-threshold [cdp | stp | vtp] packets-per-sec
6. （任意） switch(config-if)# no l2protocol tunnel drop-threshold [cdp | stp | vtp]
7. switch(config-if)# l2protocol tunnel shutdown-threshold [cdp | stp | vtp] packets-per-sec
8. （任意） switch(config-if)# l2protocol tunnel shutdown-threshold [cdp | stp | vtp]
9. switch(config-if)# exit
10. （任意） switch(config)# no shutdown
11. （任意） switch(config)# 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

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   

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。

switch(config)# interface
ethernetslot/port

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2スイッチングポートとして設
定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

ポートに 802.1Qトンネルを作成します。switch(config-if)# switchport mode
dot1q-tunnel

ステップ 4   

廃棄される前にインターフェイスで処理できる最大パケット

数を指定します。必要に応じて、CDP、STP、またはVTPを
指定できます。パケットの有効な値は 1～ 4096です。

switch(config-if)# l2protocol tunnel
drop-threshold [cdp | stp | vtp]
packets-per-sec

ステップ 5   

（任意）

しきい値を0にリセットし、ドロップしきい値をディセーブ
ルにします。

switch(config-if)# no l2protocol tunnel
drop-threshold [cdp | stp | vtp]

ステップ 6   

インターフェイスで処理できる最大パケット数を指定しま

す。パケット数が超過すると、ポートは error-disabledステー
switch(config-if)# l2protocol tunnel
shutdown-threshold [cdp | stp | vtp]
packets-per-sec

ステップ 7   

トになります。必要に応じて、CDP、STP、またはVTPを指
定できます。パケットの有効な値は 1～ 4096です。

（任意）

しきい値を0にリセットし、シャットダウンしきい値をディ
セーブルにします。

switch(config-if)# l2protocol tunnel
shutdown-threshold [cdp | stp | vtp]

ステップ 8   

設定モードを終了します。switch(config-if)# exitステップ 9   

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインターフェ

イスおよび VLANのエラーをクリアします。このコマンド

switch(config)# no shutdownステップ 10   

により、ポリシープログラミングが続行でき、ポートがアッ

プできます。ポリシーが対応していない場合は、エラーは

error-disabledポリシー状態になります。

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

ステップ 11   
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Q-in-Q 設定の確認
目的コマンド

すべての統計情報カウンタをクリアします。イ

ンターフェイスが指定されていない場合、すべ

てのインターフェイスのレイヤ2プロトコルト
ンネル統計情報がクリアされます。

clear l2protocol tunnel counters [interfaceif-range]

dot1qトンネルモードのインターフェイス範囲
またはすべてのインターフェイスが表示されま

す。

show dot1q-tunnel [interfaceif-range]

一定範囲のインターフェイス（特定のVLANの
一部であるすべての dot1q-tunnelインターフェ
イスまたはすべてのインターフェイス）のレイ

ヤ 2プロトコルトンネル情報を表示します。

show l2protocol tunnel [interfaceif-range |
vlanvlan-id]

レイヤ2プロトコルトンネルが設定されている
すべてのポートのサマリーを表示します。

show l2protocol tunnel summary

現在のレイヤ2プロトコルトンネルの実行コン
フィギュレーションを表示します。

show running-config l2pt

Q-in-Q およびレイヤ 2 プロトコルのトンネリングの設定
例

次に、イーサネット 7/1に着信するトラフィックに対し Q-in-Qを処理するよう設定されたサービ
スプロバイダーのスイッチを示します。レイヤ 2プロトコルトンネルが STP BPDUに対してイ
ネーブルにされます。このカスタマーは VLAN 10（外部 VLANタグ）に割り当てられます。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# no shutdown
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# l2protocol tunnel stp
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch#
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