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はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, xiii ページ
• 表記法, xiii ページ
• Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, xv ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xvii ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xvii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus デバイスのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当す
るネットワーク管理者を対象としています。

表記法
（注）

お客様のニーズを満たすためにドキュメントを更新するという継続的な取り組みの一環とし
て、シスコでは設定タスクの文書化方法を変更しました。そのため、本ドキュメントには、従
来とは異なるスタイルでの設定タスクが説明されている部分もあります。ドキュメントに新た
に組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
表記法

説明

bold

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび
キーワードです。
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表記法

表記法

説明

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで
示しています。

[x | y]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また
は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま
す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択す
べき必須の要素を示しています。

variable

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体
が使用できない場合に使用されます。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見な
されます。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォン
トで示しています。

イタリック体の screen フォン ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォント
ト
で示しています。
<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで
囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。
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このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS 全体のマニュアル セットは、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html
リリース ノート
リリース ノートは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_release_notes_list.html
コンフィギュレーション ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/products_installation_and_configuration_guides_list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Configuration Examples』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
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• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Quick Start Guide』
• 『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』
• 『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide』
コマンド リファレンス
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_command_reference_list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference』
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• 『Cisco NX-OS FCoE Command Reference for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』
その他のソフトウェアのマニュアル
これらのマニュアルは、以下のランディング ページから検索できます。
http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』
• 『Cisco NX-OS Licensing Guide』
• 『Cisco NX-OS System Messages Reference』
• 『Cisco NX-OS XML Interface User Guide』

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、次のアドレスまでご連絡ください。ciscodfa-docfeedback@cisco.com。
ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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章

新機能および変更された機能に関する情報
• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい
るリリースを示します。ご使用のソフトウェア リリースで、本書で説明されるすべての機能がサ
ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/ の Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照して
ください。
表 1：『Cisco Nexus 7000 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』における新
機能と変更された機能

機能

説明

変更されたリリース

VTP バージョン 3

7.3(0)D1(1)
ユーザは、FEX
ポート上で
PVLAN 独立ホス
トおよびセカンダ
リ トランク ポー
トを設定できま
す。

VTP バージョン 3

VTP バージョン 3 7.2(0)D1(1)
（VTPv3）が導入
されました。

BPDU ガード

BPDU ガード エ 6.2(10)
ラーディセーブル
のサポートが追加
されました。
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機能

説明

変更されたリリース

VLAN 変換

VLAN のペア間の 6.2(6)
トラフィックを
マッピングするよ
うに VLAN 変換を
設定できます。

MVRP

6.2(6)
VLAN ID のフ
ラッディングトラ
フィックを制限す
るように MVRP
および MRP を設
定できます。

VLAN ロング ネーム

VLAN ロング ネー 6.1(1)
ムを設定できま
す。

VLAN の学習モード

VLAN の学習モー 6.0(1)
ドを設定できま
す。

ダイナミック システムに予約されて
いる VLAN 範囲

システムによって 5.2(1)
予約されている
VLAN の範囲を変
更できます。

VLAN Trunking Protocol; VLANトラン サーバモード、ク 5.1(1)
キング プロトコル
ライアント モー
ド、トランスペア
レントモード、お
よびオフモードで
VTP バージョン 1
および 2 を実行で
きます。VTP プ
ルーニングもサ
ポートされます。
プライベート VLAN の独立トランク
ポートおよび無差別トランク ポート

5.0(2)
プライベート
VLAN の独立トラ
ンクポートおよび
無差別トランク
ポートを設定でき
ます。
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機能

説明

変更されたリリース

レイヤ 3 インターフェイスのスタ
ティック MAC アドレス

レイヤ 3 インター 4.2(1)
フェイスのスタ
ティック MAC ア
ドレスを設定でき
ます。

4.1(3)
vPC がイネーブルな場合に拡張される show mac
address-table コマ
MAC テーブルの表示
ンドを実行する
と、vPC 機能をイ
ネーブルにして設
定した追加情報を
表示します。
イネーブルになっている機能の表示

4.1(2)
デバイス上でイ
ネーブルになって
いる機能を表示で
きます。

VLAN Trunking Protocol; VLANトラン トランスペアレン 4.1(2)
キング プロトコル
ト モードで VTP
を実行できます。
レイヤ 2 の整合性

show forwarding 4.1(2)
consistency l2 コマ
ンドは、モジュー
ル間で不整合な
MAC アドレス
テーブルのエント
リを表示します。
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章

概要
この章では、レイヤ 2 機能をサポートする Cisco NX-OS デバイスの概要について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要, 5 ページ
• VLANs, 6 ページ
• プライベート VLAN, 6 ページ
• スパニングツリー , 6 ページ
• 仮想化, 8 ページ
• 関連項目, 10 ページ

レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要
このデバイスは、レイヤ 2 イーサネット セグメント間の同時パラレル接続をサポートします。
イーサネットセグメント間のスイッチドコネクションは、パケットが伝送されている間だけ維持
されます。次のパケットには、別のセグメント間に新しい接続が確立されます。
デバイスは、高帯域のデバイスおよび多数のユーザに起因する輻輳問題を解決するために、デバ
イス（サーバなど）ごとに専用のドメインを割り当てます。各 LAN ポートが個別のイーサネット
コリジョン ドメインに接続されるので、スイッチド環境のサーバは全帯域幅にアクセスできま
す。
イーサネット ネットワークではコリジョンによって深刻な輻輳が発生するため、全二重通信を使
用することが有効な対処法の 1 つとなります。一般的に、10/100 Mbps イーサネットは半二重モー
ドで動作するので、各ステーションは送信または受信のどちらかしか実行できません。これらの
インターフェイスを全二重モードに設定すると、2 つのステーション間で同時に送受信を実行で
きます。パケットを双方向へ同時に送ることができるので、有効なイーサネット帯域幅は 2 倍に
なります。1/10 ギガビット イーサネットは、全二重モードだけで動作します。
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VLANs
VLAN は、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、プロジェクト チーム、またはアプリケー
ションなどで論理的に分割されたスイッチド ネットワークです。VLAN は、物理 LAN と同じ属
性をすべて備えていますが、同じ LAN セグメントに物理的に配置されていないエンド ステーショ
ンもグループ化できます。
どのようなスイッチ ポートでも VLAN に属すことができ、ユニキャスト、ブロードキャスト、マ
ルチキャストのパケットは、その VLAN に属する端末だけに転送またはフラッディングされま
す。各 VLAN は 1 つの論理ネットワークであると見なされます。VLAN に属していないステー
ション宛てのパケットは、ブリッジまたはルータを経由して転送する必要があります。
デバイスの初回の起動時にすべてのポートがデフォルトの VLAN（VLAN1）に割り当てられま
す。VLAN インターフェイスまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、VLAN 間の通信用
として作成されるレイヤ 3 インターフェイスです。
このデバイスは、IEEE 802.1Q 規格に基づき、4094 の VLAN をサポートします。これらの VLAN
はいくつかの範囲に分かれています。各範囲の使用法は少しずつ異なります。一部の VLAN はデ
バイスの内部使用のために予約されているため、設定には使用できません。

（注）

Cisco NX-OS では、スイッチ間リンク（ISL）はサポートされません。

プライベート VLAN
プライベート VLAN は、レイヤ 2 レベルでのトラフィック分離とセキュリティを提供します。
プライベート VLAN は、同じプライマリ VLAN を使用する、プライマリ VLAN とセカンダリ
VLAN の 1 つまたは複数のペアで構成されます。セカンダリ VLAN には、独立 VLAN とコミュニ
ティ VLAN の 2 種類があります。独立 VLAN 内のホストは、プライマリ VLAN 内のホストだけ
と通信します。コミュニティ VLAN 内のホストは、そのコミュニティ VLAN 内のホスト間および
プライマリ VLAN 内のホストとだけ通信でき、独立 VLAN または他のコミュニティ VLAN 内の
ホストとは通信できません。
セカンダリ VLAN が独立 VLAN であるかコミュニティ VLAN であるかに関係なく、プライマリ
VLAN 内のインターフェイスはすべて、1 つのレイヤ 2 ドメインを構成します。つまり、必要な
IP サブネットは 1 つだけです。

スパニングツリー
ここでは、ソフトウェア上でのスパニングツリー プロトコル（STP）の実装について説明します。
このマニュアルでは、IEEE 802.1w および IEEE 802.1s を指す用語として、「スパニングツリー」
を使用します。このマニュアルで IEEE 802.1D 規格のスパニングツリー プロトコルについて記す
場合は、802.1D であることを明記します。
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STP の概要
STP は、レイヤ 2 レベルで、ループのないネットワークを実現します。レイヤ 2 LAN ポートは
STP フレーム（ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU））を一定の時間間隔で送受信しま
す。ネットワーク デバイスは、これらのフレームを転送せずに、フレームを使用してループフ
リー パスを構築します。
802.1D は、オリジナルの STP 規格です。基本的なループフリー STP から、多数の改善を経て拡張
されました。Per VLAN Spanning Tree（PVST+）では、各 VLAN に個別にループフリー パスを作
成できます。また、機器の高速化に対応して、ループフリー コンバージェンス処理も高速化する
ために、規格全体が再構築されました。802.1w 規格は、高速コンバージェンスが統合された STP
で、Rapid Spanning Tree（RSTP）と呼ばれています。現在では、各 VLAN 用の STP に高速コン
バージェンス タイムを実装できます。これが、Per VLAN Rapid Spanning Tree（Rapid PVST+）で
す。
さらに、802.1s 規格の Multiple Spanning Tree（MST）では、複数の VLAN を単一のスパニングツ
リーインスタンスにマッピングできます。各インスタンスは、独立したスパニングツリートポロ
ジで実行されます。
ソフトウェアは、従来の 802.1D システムで相互運用できますが、システムでは Rapid PVST+ およ
び MST が実行されます。特定の VDC に、Rapid PVST+ または MST のどちらかを使用できます。
1 つの VDC では両方は使用できません。Rapid PVST+ は Cisco NX-OS デバイスのデフォルト STP
プロトコルです。

（注）

Cisco NX-OS では、拡張システム ID と MAC アドレス リダクションが使用されます。これら
の機能はディセーブルにできません。
また、シスコはスパニングツリーの動作を拡張するための独自の機能をいくつか作成しました。

Rapid PVST+
Rapid PVST+ は、ソフトウェアのデフォルトのスパニングツリー モードで、デフォルト VLAN お
よび新規作成のすべての VLAN 上で、デフォルトでイネーブルになります。
設定された各 VLAN 上で RSTP の単一インスタンスまたはトポロジが実行され、VLAN 上の各
Rapid PVST+ インスタンスに 1 つのルート デバイスが設定されます。Rapid PVST+ の実行中には、
VLAN ベースで STP をイネーブルまたはディセーブルにできます。

MST
このソフトウェアは、MST もサポートしています。MST を使用した複数の独立したスパニングツ
リー トポロジにより、データ トラフィック用に複数の転送パスを提供し、ロード バランシング
を有効にして、多数の VLAN をサポートするために必要な STP インスタンスの数を削減できま
す。
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MST には RSTP が統合されているので、高速コンバージェンスもサポートされます。MST では、
1 つのインスタンス（転送パス）で障害が発生しても他のインスタンス（転送パス）に影響しな
いため、ネットワークのフォールトトレランスが向上します。

（注）

スパニングツリー モードを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスが前のモー
ドで停止して新規モードで開始されるため、トラフィックが中断されます。
コマンドライン インターフェイスを使用すると、先行標準（標準ではない）の MST メッセージ
を指定インターフェイスで強制的に送信できます。

STP 拡張機能
このソフトウェアは、次に示すシスコ独自の機能をサポートしています。
• スパニングツリー ポート タイプ：デフォルトのスパニングツリー ポート タイプは、標準
（normal）です。レイヤ 2 ホストに接続するインターフェイスをエッジ ポートとして、ま
た、レイヤ 2 スイッチまたはブリッジに接続するインターフェイスをネットワーク ポートと
して設定できます。
• ブリッジ保証：ポートをネットワーク ポートとして設定すると、ブリッジ保証によりすべて
のポート上に BPDU が送信され、BPDU を受信しないポートはブロッキング ステートに移行
します。この拡張機能を使用できるのは、Rapid PVST+ または MST を実行する場合だけで
す。
• BPDU ガード：BPDU ガードは、BPDU を受信したポートをシャットダウンします。
• BPDU フィルタ：BPDU フィルタは、ポート上での BPDU の送受信を抑制します。
• ループ ガード：ループ ガードを使用すると、ポイントツーポイント リンク上の単方向リン
ク障害によって発生するブリッジング ループを防止できます。
• ルート ガード：ルート ガード機能を使用すると、ポートがルート ポートやブロックされた
ポートにならなくなります。ルート ガードに設定されたポートが上位 BPDU を受信すると、
このポートはただちにルートとして一貫性のない（ブロックされた）ステートになります。

仮想化
Cisco NX-OS デバイスは、単一のスイッチング デバイス上での、複数の仮想デバイス コンテキス
ト（VDC）のサポートを可能にします。各 VDC はスタンドアロン デバイスとして処理され、物
理インターフェイスなどの特定のリソースがネットワーク管理ロールによって各 VDC に割り当て
られます。各 VDC には管理者が割り当てられます。この管理者は、特定の VDC 内で、限定され
たシステム情報を表示できます。障害もまた、特定の VDC 内で分離されます。
この VDC コンセプトは、すべてのレイヤ 2 スイッチング機能を含む、Cisco NX-OS 上のすべての
機能に適用されます。
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各 VDC では、すべてのプロセスが個別に実行されます。同じプロセス ID 番号を、別の VDC で
再使用できます。次の図は、各 VDC での VLAN 100 ID の再使用方法を示しています。
図 1： VDC でのレイヤ 2 サービスの使用

各 VDC は、レイヤ 2 サービスを使用できるスタンドアロン デバイスとして動作します。VDC に
より、複数の論理機能で物理デバイスを共有できます。完全に分離されたレイヤ 2 リソースをプ
ロビジョニングして、個々の VDC に割り当てることができます。
複数の VDC を設定すると、各 VDC が物理デバイス リソースのグループになります。各 VDC に、
リソースおよびユーザ ロールを割り当てます。VDC では、柔軟なリソースと拡張された障害分離
が使用できます。
VDC では、プロセスおよび管理環境を分離することにより、論理デバイス間に障害および管理上
の境界を確実に定義できます。各 VDC を、独自の設定、リソース、ユーザ、および管理インター
フェイスを備えた個別のデバイスとして捉えることができます。
VDC ごとに異なる管理者レベルまたはロールで、各 VDC にアクセスして管理できます。特定の
ユーザ ロールの範囲外であるコマンドは、そのユーザに対して非表示になるか、コマンドを入力
するとエラーが返されます。この機能により、物理デバイス全体にアクセスできるユーザ数を制
限し、トラフィック中断の原因となる設定ミスを軽減できます。

（注）

仮想デバイス コンテキスト（VDC）およびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。
再起動可能性とシームレスな移行の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High
Availability and Redundancy Guide』を参照してください。
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関連項目

関連項目
レイヤ 2 スイッチング機能に関連するマニュアルは、次のとおりです。
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』
• 『Cisco DCNM Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』
• 『Cisco NX-OS Licensing Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』
• 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』

Cisco Nexus 7000 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
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3

章

レイヤ 2 スイッチングの設定
この章では、Cisco NX-OS を使用してレイヤ 2 スイッチングを設定する方法について説明しま
す。
この章は、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 11 ページ
• レイヤ 2 スイッチングについて, 12 ページ
• レイヤ 2 スイッチングのライセンス要件, 15 ページ
• MAC アドレス設定の前提条件, 15 ページ
• MAC アドレスの設定に関する注意事項および制約事項, 15 ページ
• レイヤ 2 スイッチングのデフォルト設定, 16 ページ
• レイヤ 2 スイッチングの設定, 17 ページ
• レイヤ 2 スイッチング設定の確認, 23 ページ
• レイヤ 2 スイッチングの設定例, 23 ページ
• レイヤ 2 スイッチングに関する追加情報, 24 ページ
• レイヤ 2 スイッチングの設定の機能履歴, 24 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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レイヤ 2 スイッチングの設定
レイヤ 2 スイッチングについて

レイヤ 2 スイッチングについて
（注）

インターフェイスの作成の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。
レイヤ 2 スイッチング ポートは、アクセス ポートまたはトランク ポートとして設定できます。
トランクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを伝送するので、VLAN をネット
ワーク全体に拡張することができます。レイヤ 2 スイッチング ポートはすべて、MAC アドレス
テーブルを維持します。

（注）

ハイ アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。

レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要
このデバイスは、レイヤ 2 イーサネット セグメント間の同時パラレル接続をサポートします。
イーサネットセグメント間のスイッチドコネクションは、パケットが伝送されている間だけ維持
されます。次のパケットには、別のセグメント間に新しい接続が確立されます。
デバイスは、高帯域のデバイスおよび多数のユーザに起因する輻輳問題を解決するために、デバ
イス（サーバなど）ごとに専用のドメインを割り当てます。各 LAN ポートが個別のイーサネット
コリジョン ドメインに接続されるので、スイッチド環境のサーバは全帯域幅にアクセスできま
す。
イーサネット ネットワークではコリジョンによって深刻な輻輳が発生するため、全二重通信を使
用することが有効な対処法の 1 つとなります。一般的に、10/100 Mbps イーサネットは半二重モー
ドで動作するので、各ステーションは送信または受信のどちらかしか実行できません。これらの
インターフェイスを全二重モードに設定すると、2 つのステーション間で同時に送受信を実行で
きます。パケットを双方向へ同時に送ることができるので、有効なイーサネット帯域幅は 2 倍に
なります。1/10 ギガビット イーサネットは、全二重モードだけで動作します。

セグメント間のフレーム スイッチング
デバイス上の各 LAN ポートは、単一のワークステーション、サーバ、またはワークステーション
やサーバがネットワークへの接続時に経由する他のデバイスに接続できます。
信号の劣化を防ぐために、デバイスは各 LAN ポートを個々のセグメントとして処理します。異な
る LAN ポートに接続しているステーションが相互に通信する必要がある場合、デバイスは、一方
の LAN ポートから他方の LAN ポートにワイヤ速度でフレームを転送し、各セッションが全帯域
幅を利用できるようにします。
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レイヤ 2 スイッチングの設定
レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要

デバイスは、LAN ポート間で効率的にフレームをスイッチングするために、アドレス テーブルを
管理しています。デバイスは、フレームを受信すると、受信した LAN ポートに、送信側ネット
ワーク デバイスのメディア アクセス コントロール（MAC）アドレスを関連付けます。

アドレス テーブルの構築およびアドレス テーブルの変更
デバイスは、受信したフレームの送信元 MAC アドレスを使用して、アドレス テーブルをダイナ
ミックに構築します。自分のアドレス テーブルに登録されていない宛先 MAC アドレスを持つフ
レームを受信すると、デバイスは、そのフレームを同じ VLAN のすべての LAN ポート（受信し
たポートは除く）に送出します。宛先端末が応答を返してきたら、デバイスは、その応答パケッ
トの送信元 MAC アドレスとポート ID をアドレス テーブルに追加します。以降、その宛先へのフ
レームを、すべての LAN ポートに送出せず、単一の LAN ポートだけに転送します。
スタティック MAC アドレスと呼ばれる、デバイス上の特定のインターフェイスだけをスタティッ
クに示す MAC アドレスを設定できます。スタティック MAC アドレスは、インターフェイス上で
ダイナミックに学習された MAC アドレスをすべて書き換えます。ブロードキャストのアドレス
は、スタティック MAC アドレスとして設定できません。Cisco NX-OS Release 5.2(1) 以降では、マ
ルチキャスト MAC アドレスをスタティック MAC アドレスとして設定できます。詳細は、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』の「Configuring IGMP Snooping」を
参照してください。スタティック MAC エントリは、デバイスのリブート後も保持されます。
Cisco NX-OS Release 4.1(5) 以降では、仮想ポート チャネル（vPC）ピア リンクで接続された両方
のデバイスに同じスタティック MAC アドレスを手動で設定する必要があります。MAC アドレス
テーブルの表示が拡張されて、vPC を使用している MAC アドレスに関する情報が表示されるよ
うになりました。
vPC の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照し
てください。
アドレス テーブルは、ハードウェアの I/O モジュールに応じて多数の MAC アドレス エントリを
格納できます。デバイスは、設定可能なエージングタイマーによって定義されるエージングメカ
ニズムを使用しているため、アドレスが非アクティブな状態のまま指定時間（秒）が経過すると、
そのアドレスはアドレス テーブルから削除されます。
MAC ポート セキュリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』を参照してください。

スーバーバイザおよびモジュール上で一貫した MAC アドレス テーブル
各モジュールのすべての MAC アドレス テーブルが、スーパーバイザ上の MAC アドレスと正確
に一致するのが理想的です。Cisco NX-OS 4.1(2) 以降では、show forwarding consistency l2 コマン
ドを入力すると、デバイスが不一致、欠落、および余分な MAC アドレス エントリを表示します。
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スイッチングのハイ アベイラビリティ

レイヤ 3 スタティック MAC アドレス
Release 4.2 以降では、すべてのレイヤ 3 インターフェイスに対してスタティック MAC アドレスを
設定できます。レイヤ 3 インターフェイスのデフォルトの MAC アドレスは、VDC MAC アドレス
です。
スタティック MAC アドレスは、次のレイヤ 3 インターフェイスに設定できます。
• レイヤ 3 インターフェイス
• レイヤ 3 サブインターフェイス
• レイヤ 3 ポート チャネル
• VLAN ネットワーク インターフェイス

（注）

トンネル インターフェイスにはスタティック MAC アドレスを設定できません。
レイヤ 3 インターフェイスの設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。

スイッチングのハイ アベイラビリティ
従来のイーサネット スイッチングごとに、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード
をシームレスに実行できます。Release 4.2(1) 以降では、レイヤ 3 インターフェイス上にスタティッ
ク MAC アドレスを設定している場合、ソフトウェアをダウングレードするために、これらのポー
トの設定を解除する必要があります。

（注）

ハイ アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。

レイヤ 2 スイッチングのバーチャライゼーションのサポート
デバイスは仮想デバイス コンテキスト（VDC）をサポートしており、MAC アドレス テーブルの
設定と操作は VDC にローカルです。

（注）

VDC およびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』を参照してください。
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レイヤ 2 スイッチングのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

レイヤ 2 スイッチングにライセンスは必要あり
ません。ライセンス パッケージに含まれていな
い機能はすべて Cisco NX-OS システム イメージ
にバンドルされており、追加費用は一切発生し
ません。NX-OS ライセンス方式の詳細について
は、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照して
ください。

ただし、VDC を使用するには、Advanced Services ライセンスが必要です。

MAC アドレス設定の前提条件
MAC アドレスには次の前提条件があります。
• デバイスにログインしている必要があります。
• 必要に応じて、Advanced Services ライセンスをインストールし、特定の VDC を開始します。

MAC アドレスの設定に関する注意事項および制約事項
MAC アドレスの設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
MAC アドレス テーブル

時間別グループ

M1 ラインカード

128,000 エントリ

F1 ラインカード

16,000 ～ 256,000 エントリ

F2 および F2e ライン カード

16,000 ～ 192,000 エントリ
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レイヤ 2 スイッチングのデフォルト設定

（注）

VLAN のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）が設定されると、F2 および F2e モジュールに
より、仮想デバイス コンテキスト（VDC）に存在するチップ（SoCs）上のすべてのスイッチ
で VLAN の MAC アドレス テーブルが同期されます。MAC アドレス テーブルが同期される
と、VDC でサポートされる MAC アドレスの数を 16,000 まで減らすことができます。
NX-OS Release 6.0.1 以降、学習モード機能がサポートされます。学習モードには次の注意事項と
制限があります。
ラインカード

クラシックイーサ
ネット（CE）で非
会話型の学習をサ
ポート

クラシックイーサ FabricPath の会話
ネット（CE）で会 型学習
話型学習をサポー
ト

FabricPath の非会
話型の学習

M1

Yes

該当なし

該当なし

該当なし

F1

Yes

Yes

Yes

No

F2 および F2e

Yes

Yes

Yes

Yes（スイッチ仮
想インターフェイ
ス（SVI）が設定
されている場
合）。

レイヤ 2 スイッチングのデフォルト設定
次の表に、レイヤ 2 スイッチングのパラメータのデフォルト設定を示します。
表 2：レイヤ 2 スイッチング パラメータのデフォルト値

パラメータ

デフォルト

エージング タイム

1800 秒

NX-OS Release 6.0.1 以降、学習モード機能がサポートされます。次の表に、デフォルトの学習モー
ド パラメータを示します。
表 3：デフォルトの学習モード パラメータ

パラメータ

デフォルト

クラシック イーサネット（CE）VLAN

非会話型
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パラメータ

デフォルト

FabricPath VLAN

会話型

レイヤ 2 スイッチングの設定
（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OS コマンドは通常使用す
る Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

スタティック MAC アドレスの設定
スタティック MAC アドレスと呼ばれる、デバイス上の特定のインターフェイスだけをスタティッ
クに示す MAC アドレスを設定できます。スタティック MAC アドレスは、インターフェイス上で
ダイナミックに学習された MAC アドレスをすべて書き換えます。ブロードキャストのアドレス
は、スタティック MAC アドレスとして設定できません。Cisco NX-OS Release 5.2(1) 以降では、マ
ルチキャスト MAC アドレスをスタティック MAC アドレスとして設定できます。詳細は、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』の「Configuring IGMP Snooping」を
参照してください。

はじめる前に
スタティック MAC アドレスを設定する前に、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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

mac address-table
staticmac-addressvlanvlan-id
{[drop|interface{type slot/port}
|port-channelnumber]}

レイヤ 2 MAC アドレス テーブルに追加
するスタティック MAC アドレスを指定
します。

例：
switch(config)# mac address-table
static 1.1.1 vlan 2 interface
ethernet 1/2
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバルコンフィギュレーションモー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show mac address-table static
例：

（任意）
スタティック MAC アドレスを表示しま
す。

switch# show mac address-table static

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：
switch# copy running-config
startup-config

（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。

次に、レイヤ 2 MAC アドレス テーブルにスタティック エントリを入力する例を示します。
switch# config t
switch(config)# mac address-table static 1.1.1 vlan 2 interface ethernet 1/2
switch(config)#

レイヤ 3 インターフェイス上のスタティック MAC アドレスの設定
Release 4.2(1) から、レイヤ 3 インターフェイス上にスタティック MAC アドレスを設定できるよ
うになりました。ブロードキャストのアドレスは、スタティック MAC アドレスとして設定でき
ません。Cisco NX-OS Release 5.2(1) 以降では、マルチキャスト MAC アドレスをスタティック MAC
アドレスとして設定できます。詳細は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration
Guide』の「Configuring IGMP Snooping」を参照してください。

（注）

トンネル インターフェイス上には、スタティック MAC アドレスを設定できません。
レイヤ 3 インターフェイスの設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。

はじめる前に
スタティック MAC アドレスを設定する前に、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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface [ethernetslot/port |
ethernetslot/port.number |
port-channelnumber | vlanvlan-id]
例：
switch(config)# interface ethernet
7/3

ステップ 3

mac-addressmac-address

レイヤ 3 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。
（注）

スタティック MAC アドレスを割
り当てる前に、レイヤ 3 インター
フェイスを作成する必要がありま
す。

レイヤ 3 インターフェイスに追加するスタ
ティック MAC アドレスを指定します。

例：
switch(config-if)# mac-address
22ab.47dd.ff89
switch(config-if)#

ステップ 4

exit

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show interface [ethernetslot/port |
ethernetslot/port.number |
port-channelnumber | vlanvlan-id]

（任意）
レイヤ 3 インターフェイスに関する情報を
表示します。

例：
switch# show interface ethernet 7/3

ステップ 6

copy running-config startup-config
例：
switch# copy running-config
startup-config

（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。

次に、スロット 7、ポート 3 上のレイヤ 3 インターフェイスにスタティック MAC アドレスを設定
する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 7/3
switch(config-if)# mac-address 22ab.47dd.ff89
switch(config-if)#
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MAC アドレス テーブルのエージング タイムの設定
MAC アドレス エントリ（パケットの送信元 MAC アドレスおよびパケットを学習したポート）
を、レイヤ 2 情報を含む MAC アドレス テーブルに格納しておく時間を設定できます。

（注）

インターフェイス コンフィギュレーション モードまたは VLAN コンフィギュレーション モー
ドで MAC エージング タイムを設定することもできます。

はじめる前に
MAC アドレス テーブルにエージング タイムを設定する前に、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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

mac address-table aging-time
seconds [vlan vlan_id]
例：
switch(config)# mac
address-table aging-time 600

ステップ 3

exit

エントリが期限切れになり、レイヤ 2 MAC ア
ドレス テーブルから廃棄される前にエージン
グ タイムを指定します。指定できる範囲は 120
～ 918000 秒です。デフォルトは 1800 秒です。
0 を入力すると、MAC エージングがディセー
ブルになります。
グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show mac address-table aging-time （任意）
MAC アドレスを保持するエージング タイム設
例：
定を表示します。
switch# show mac address-table
aging-time

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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
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次に、レイヤ 2 MAC アドレス テーブルのエントリのエージング タイムを 600 秒（10 分）に設定
する例を示します。
switch# config t
switch(config)# mac address-table aging-time 600
switch(config)#

VLAN の学習モードの設定
NX-OS Release 6.0.1 以降、VLAN の学習モードの設定がサポートされます。設定された学習モー
ドに基づいて、Cisco NX-OS ソフトウェアは、会話型または非会話型のいずれでも MAC アドレス
をハードウェアにインストールできます。

はじめる前に
VLAN の学習モードを設定する前に、正しい VDC を開始していることを確認します（または
switchto vdc コマンドを入力します）。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

mac address-table learning-mode
conversationalvlan-range of CE-vlans

レイヤ 2 MAC アドレス テーブルに学習
モードを指定します。会話型学習と非会
話型学習が選択できます。

例：
switch(config)# mac address-table
learning-mode conversational vlan1

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

次の例では、VLAN の学習モードを会話型に設定する方法を示します。
switch# config t
switch(config)# mac address-table learning-mode conversational vlan1
switch(config)# end
switch(config)# show mac address-table learning-mode
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MAC アドレス テーブルの整合性検査
Release 4.1(2) 以降では、スーパーバイザ上の MAC アドレス テーブルとすべてのモジュールの一
致を確認できるようになりました。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show forwarding consistency l2
{module_number}

スーパーバイザと指定のモジュールの間
の、矛盾、不足、余分な MAC アドレス
を表示します。

例：
switch# show forwarding consistency l2
7
switch#

次に、スーパーバイザと指定のモジュールの間の、MAC アドレス テーブル内の矛盾、不足、余
分なエントリを表示する例を示します。
switch# show forwarding consistency l2 7
switch#

MAC アドレス テーブルからのダイナミック アドレスのクリア
MAC アドレス テーブルにある、すべてのダイナミック レイヤ 2 エントリをクリアできます。

はじめる前に
ダイナミック MAC アドレス テーブルをクリアする前に、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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear mac address-table dynamic {address
mac_addr} {interface [ethernetslot/port |
loopback number | port-channel
channel-number]} {vlan vlan_id}

レイヤ 2 の MAC アドレス テーブル
から、ダイナミック アドレス エン
トリをクリアします。

例：
switch# clear mac address-table dynamic
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

show mac address-table

（任意）
MAC アドレス テーブルを表示しま
す。

例：
switch# show mac address-table

次に、レイヤ 2 MAC アドレス テーブルからダイナミック エントリをクリアする例を示します。
switch# clear mac address-table dynamic
switch#

レイヤ 2 スイッチング設定の確認
レイヤ 2 スイッチング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。
コマンド

目的

show mac address-table

MAC アドレス テーブルに関する情報を表示し
ます。

show mac address-table aging-time

MAC アドレス テーブルに設定されているエー
ジング タイムの情報を表示します。

show mac address-table static

MAC アドレス テーブルのスタティック エント
リの情報を表示します。

show interface [interface] mac-address

インターフェイスの MAC アドレスとバーンド
イン MAC アドレスを表示します。

show forwarding consistency l2 {module}

モジュールとスーパーバイザのテーブル間の不
一致、不明、および追加の MAC アドレスを表
示します。

これらのコマンドの出力の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』を参照してください。

レイヤ 2 スイッチングの設定例
次に、スタティック MAC アドレスを追加し、MAC アドレスのデフォルトのグローバル エージン
グ タイムを変更する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# mac address-table static 0000.0000.1234 vlan 10 interface ethernet 2/15
switch(config)# mac address-table aging-time 120
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レイヤ 2 スイッチングに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ポート セキュリティ、スタティック MAC アド 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』
レス
インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

コマンド リファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

VDC

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes』

標準
標準

タイトル

この機能でサポートされる新規の標準または変 —
更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

レイヤ 2 スイッチングの設定の機能履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
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表 4：レイヤ 2 スイッチングの設定の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

VLAN の学習モード

6.0(1)

VLAN に、会話型または非
会話型の学習モードを設定
できます。

レイヤ 3 インターフェイス 4.2(1)
スタティック MAC アドレ
ス

レイヤ 3 インターフェイス
にスタティック MAC アド
レスを設定できます。

show mac address-table

4.1(2)

vPC がイネーブルおよび実
行中であるときの、追加情
報を表示します。

レイヤ 2 の整合性

4.1(2)

show forwarding
consistency l2 コマンドは、
モジュール間で不整合な
MAC アドレス テーブルの
エントリを表示します。
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第

4

章

VLAN の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上で仮想 LAN（VLAN）を設定する方法について説明しま
す。
この章は、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 27 ページ
• VLAN について, 28 ページ
• VLAN のライセンス要件, 34 ページ
• VLAN 設定の前提条件, 34 ページ
• VLAN の設定に関する注意事項および制約事項, 35 ページ
• VLAN のデフォルト設定, 36 ページ
• VLAN の設定, 37 ページ
• VLAN の設定の確認, 48 ページ
• VLAN 統計情報の表示とクリア, 48 ページ
• VLAN の設定例, 48 ページ
• VLAN に関する追加情報, 49 ページ
• VLAN 設定の機能履歴, 50 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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VLAN について
（注）

Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイスの Cisco Release 5.2(1) から、Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）VLAN を作成できるようになりました。詳細については、『Cisco NX-OS FCoE
Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』を参照してください。
VLAN を使用すると、ネットワークを、レイヤ 2 レベルの個別の論理領域として分割できます。
VLAN はブロードキャスト ドメインと見なすこともできます。
どのようなスイッチ ポートでも VLAN に属すことができ、ユニキャスト、ブロードキャスト、マ
ルチキャストのパケットは、その VLAN に属する端末だけに転送またはフラッディングされま
す。各 VLAN は論理ネットワークと見なされ、VLAN に属さないステーション宛てのパケットは
ルータで転送する必要があります。

VLAN の概要
VLAN は、ユーザの物理的な場所に関係なく、機能またはアプリケーションによって論理的にセ
グメント化されるスイッチド ネットワーク内の端末のグループです。VLAN は、物理 LAN と同
じ属性をすべて備えていますが、同じ LAN セグメントに物理的に配置されていないエンド ステー
ションもグループ化できます。
どのようなスイッチ ポートでも VLAN に属すことができ、ユニキャスト、ブロードキャスト、マ
ルチキャストのパケットは、その VLAN に属する端末だけに転送またはフラッディングされま
す。各 VLAN は 1 つの論理ネットワークであると見なされます。VLAN に属していないステー
ション宛てのパケットは、ルータを経由して転送する必要があります。次の図は、論理ネットワー
クとしての VLAN を図示したものです。エンジニアリング部門のステーション、マーケティング
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部門のステーション、および会計部門のステーションはそれぞれ別の VLAN に割り当てられてい
ます。
図 2： 論理的に定義されたネットワークとしての VLAN

VLAN は通常、IP サブネットワークに関連付けられますたとえば、特定の IP サブネットに含まれ
るエンド ステーションはすべて同じ VLAN に属します。VLAN 間で通信するには、トラフィック
をルーティングする必要があります。
デフォルトでは、新規に作成された VLAN は動作可能です。つまり、新規に作成された VLAN
は、非シャットダウンの状態になります。また、トラフィックを通過させるアクティブ ステー
ト、またはパケットを通過させない一時停止ステートに、VLAN を設定することもできます。デ
フォルトでは、VLAN はアクティブ ステートでトラフィックを通過させます。
VLAN インターフェイスまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、VLAN 間の通信用とし
て作成されるレイヤ 3 インターフェイスです。VLAN 間でトラフィックをルーティングするには、
各 VLAN に VLAN インターフェイスを作成して、設定する必要があります。各 VLAN に必要な
VLAN インターフェイスは、1 つだけです。

（注）

VLAN インターフェイス、サブインターフェイスの設定、および IP アドレスの割り当ての詳
細については、を参照してください。この機能は、VLAN インターフェイスを設定する前にイ
ネーブルにする必要があります。
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VLAN の範囲
（注）

Cisco NX-OS デバイスでは、拡張システム ID が常に自動的にイネーブルになります。
このデバイスは、IEEE 802.1Q 規格に従って、各 VDC で最大 4094 の VLAN をサポートします。
これらの VLAN は、ソフトウェアによっていくつかの範囲に分割され、範囲によって用途が少し
ずつ異なります。
設定の制限については、スイッチの検証済みの拡張性の制限のマニュアルを参照してください。
この表では、VLAN 範囲について説明します。
表 5：VLAN の範囲

VLAN 番号

範囲

使用法

1

標準

シスコのデフォルトです。この
VLAN は使用できますが、変更
や削除はできません。

2 ～ 1005

標準

これらの VLAN は、作成、使
用、変更、削除できます。

1006 ～ 3967 と 4048 ～ 4093

拡張

これらの VLAN は、作成、命
名、使用できます。次のパラ
メータは変更できません。
• ステートは必ず、アクティ
ブです。
• VLAN は常にイネーブル
です。これらの VLAN は
シャットダウンできませ
ん。

3968 ～ 4047 と 4094

内部割り当て

これらの 80 の VLAN と VLAN
4094 は、内部デバイス用に割
り当てられています。内部使用
に予約されたブロック内の
VLAN の作成、削除、変更はで
きません。
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VLAN 番号

範囲

使用法

3968 ～ 4095

内部割り当て

Cisco Nexus 7000 シリーズ デバ
イスの Cisco Release 5.2(1) 以降
は、VLAN 3968 ～ 4095 は、各
VDC の内部使用のためにデ
フォルトで予約されています。

（注）

4095 は、802.1Q 規格
に従って予約され、
使用されません。

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、デフォルトで内部使
用のために予約されていた
VLAN の範囲が解放され、この
範囲のうち、VLAN 4095 を除
くすべての VLAN が、ユーザ
の設定対象として使用可能にな
ります。すべての VDC は予約
された新しい VLAN の範囲を
継承します。
（注）

VLAN 0 は 802.1p ト
ラフィック用に予約
されています。

ソフトウェアにより、動作するために内部 VLAN を使用する必要があるマルチキャストや診断な
どの機能に VLAN 番号のグループが割り当てられます。予約グループの VLAN の使用、変更、削
除はできません。内部的に割り当てられている VLAN、およびそれに関連した用途は表示できま
す。
Cisco NX-OS Release 5.2(1) 以降では、これらの内部使用のために 128 個の予約済み VLAN（3968
～ 4094）のブロックが割り当てられます。この 128 個の予約済み VLAN のブロックは、別の隣り
合う 128 個の VLAN の範囲に変更できます。たとえば、予約済みの VLAN ブロックを 400 ～ 528
に変更できます。この 128 個の予約済み VLAN のブロックの一部として、以前に作成した VLAN
を割り当てることはできません。デバイスの予約済み VLAN ブロックを変更する場合は、必ず以
下の操作を行ってください。
• copy running-configuration startup-configuration コマンドを入力します。
• デバイスをリロードします。
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（注）

予約済み VLAN の範囲を変更すると、新しい VLAN の範囲に対する既存の設定が削除されま
す。次の例にあるように、警告が表示されます。
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)#

予約された VLAN（3968 ～ 4094）のデフォルトのブロックに戻すには、no system reserve vlan コ
マンドを入力する必要があります。write-erase の手順では、デフォルトで予約された VLAN 範囲
を 3968 ～ 4094 に復元しません。

VLAN の作成、削除、変更
Cisco NX-OS Release 5.1(1) 以降では、VLAN を実際に作成していなくても 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。

（注）

デフォルトで、すべての Cisco NX-OS ポートはレイヤ 3 ポートです。
VLAN は、各 VDC で 1 ～ 4094 の番号が割り当てられます。スイッチ ポートとして設定したポー
トはすべて、レイヤ 2 デバイスとしてのスイッチの初回起動時に、デフォルト VLAN に割り当て
られます。デフォルト VLAN（VLAN1）はデフォルト値だけを使用し、デフォルト VLAN でアク
ティビティの作成、削除、一時停止を行うことはできません。
VLAN は、番号を割り当てることによって作成します。作成した VLAN は削除したり、アクティ
ブ ステートから一時停止ステートに移行したりできます。既存の VLAN ID を使用して VLAN を
作成しようとすると、デバイスで VLAN サブモードが開始されますが、同じ VLAN は再作成され
ません。
新規に作成した VLAN は、その VLAN にレイヤ 2 ポートが割り当てられるまでは未使用の状態に
なります。すべてのポートはデフォルトで VLAN1 に割り当てられます。
VLAN の範囲により、次のパラメータを VLAN 用に設定できます（デフォルト VLAN を除く）。
• VLAN 名
• VLAN ステート
• シャットダウンまたは非シャットダウン
Cisco NX-OS Release 6.1（1）以降では、最大 128 文字の VLAN ロング ネームを設定できます。
VLAN ロング ネームを設定するには、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 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 ネーム機能を
イネーブルにできません。VTP の詳細については「VTP の設定」の章を参照してください。
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（注）

VLAN アクセス ポートまたはトランク ポートとしてのポートの設定と、VLAN へのポートの
割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を
参照してください。
特定の 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、トラフィック
は流れなくなります。トランク ポートから特定の VLAN を削除すると、その VLAN だけがシャッ
トダウンし、トラフィックは引き続き、トランク ポート経由で他のすべての VLAN 上で転送され
ます。
ただし、削除した VLAN の VLAN とポートのマッピングはシステム上にすべて存続しているた
め、その VLAN を再イネーブル化または再作成すると、元のポート設定が自動的にその VLAN に
戻されます。VLAN のスタティック MAC アドレスとエージング タイムは、VLAN を再イネーブ
ル化しても復元されません。

（注）

Cisco NX-OS Release 5.1,以前では、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 デバイス用の Cisco NX-OS Release 5.1 以降
では、設定の変更を有効にするために、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。

VLAN のハイ アベイラビリティ
このソフトウェアでは、コールド リブート時に、VLAN のステートフルおよびステートレスの両
方の再起動で、ハイ アベイラビリティがサポートされます。ステートフルな再起動では、最大 3
回の再試行がサポートされます。再起動から 10 秒以内に 4 回以上の再試行を行うと、スーパーバ
イザ モジュールがリロードされます。
VLAN を使用しているときに、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードをシームレ
スに実行できます。

（注）

ハイ アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。

VLAN のバーチャライゼーション サポート
このソフトウェアは、仮想デバイス コンテキスト（VDC）をサポートしているので、VLAN の設
定および運用は各 VDC にローカルになります。
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（注）

VDC およびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』を参照してください。
各 VLAN では、すべてのポートが同じ VDC に存在している必要があります。VDC に十分なリ
ソースが割り当てられていない場合、ソフトウェアによりエラー メッセージが戻されます。
新規の VDC を作成すると、デバイスは自動的に新しいデフォルト VLAN、VLAN1 を作成し、デ
バイスが使用する VLAN を内部的に予約します。
別の VDC で使用している VLAN 番号 と同じ番号を再使用できます。
1 つ以上の VLAN を、ユーザによる設定を許可または拒否するロールに関連付けることができま
す。VLAN をロールに関連付けると、対応するインターフェイスも同じチェックの対象になりま
す。たとえば、ロールに VLAN1 へのアクセスが許可されている場合、VLAN1 を使用するイン
ターフェイスへのアクセスも許可されます。インターフェイスに、ロールに関連付けられたVLAN
が設定されていない場合、そのインターフェイスはそのロールにアクセスできません。

VLAN のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

VLAN にライセンスは必要ありません。ライセ
ンス パッケージに含まれていない機能はすべて
Cisco NX-OS システム イメージにバンドルされ
ており、追加費用は一切発生しません。NX-OS
ライセンス方式の詳細については、『Cisco
NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

ただし、VDC を使用するには、Advanced Services ライセンスが必要です。

VLAN 設定の前提条件
VLAN には次の前提条件があります。
• デバイスにログインしている必要があります。
• 必要に応じて、Advanced Services ライセンスをインストールし、特定の VDC を開始します。
その VDC に十分なリソースが割り当てられていることを確認してください。VDC の作成お
よびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context
Configuration Guide』を参照してください。
• VLAN を変更するには、その VLAN が作成されている必要があります。
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VLAN の設定に関する注意事項および制約事項
VLAN 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
• 各 VDC の VLAN の最大数は、4094 です。
• 1 つの VLAN または VLAN 範囲を設定できます。
多数の VLAN を設定する場合は、最初に vlan コマンドを使用して VLAN を作成します（た
とえば、vlan200 to 300, 303 to 500）。VLAN が正常に作成された後、これらの VLAN に順番
に名前を付けるか設定します。
• VLAN 4094 は予約済みの VLAN です。
• 内部使用のために予約された VLAN グループ内の VLAN は、作成、変更、または削除する
ことはできません。
• VLAN1 は、デフォルト VLAN です。この VLAN の作成、変更、または削除はできません。
• VLAN 1006 ～ 4094 は常にアクティブ ステートなので、常にイネーブルです。これらの VLAN
のステートを一時停止またはシャットダウンすることはできません。
VLAN 変換には次の注意事項と制限があります。
• VLAN 変換の設定は、レイヤ 2 トランクにのみ適用できます。レイヤ 2 トランク以外のポー
トに適用すると非アクティブになります。
• 802.1Q トランク上で、ネイティブ VLAN 入力トラフィックの変換を設定しないでください。
802.1Q ネイティブ VLAN トラフィックはタグなしのため、変換の際に認識されません。た
だし、他の VLAN から 802.1Q トランクのネイティブ VLAN に、トラフィックを変換するこ
とはできます。
• 変換先の VLAN は、トランクの許可される VLAN リストに含まれている必要があります。
さらに、VLAN 変換に関与しない、トランク ポートに転送する必要がある VLAN も、その
トランク ポートで許可される VLAN リストに含まれている必要があります。ポートごとに
VLAN 変換をイネーブルにすると、ハードウェアでは、トランク ポートで許可される VLAN
リスト内のすべての VLAN に対して VLAN 変換エントリが消費されます。
• VLAN 変換では、元の VLAN と変換先 VLAN が同じ MST インスタンス内にあるようにする
必要があります。
• VLAN 変換の設定は、ポート グループ内のすべてのポートに適用されます。VLAN 変換はデ
フォルトですべてのポートでイネーブルです。
• サポートされる VLAN 変換マップの数は 4000 です。複数のレイヤ 2 ポートでは、VLAN マッ
プ、およびトランクで許可される VLAN リストが同じであれば、ハードウェアの変換エント
リを共有できます。
• モジュールの種類に基づき、ポートごとの変換エントリ数に次の制限が適用されます。
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◦ F1 シリーズ モジュール：変換エントリは 2 つのポート上の 512 のエントリに制限され、
それらは入力と出力の両方向で共有されます。1 ポートあたり 256 エントリで、2 つの
ポートで変換エントリを共有できます。
◦ F2 シリーズ モジュール：1 ポートあたり各方向（入力および出力）に最大 4000 の変換
を設定できます。
◦ F3 シリーズ モジュール：1 ポートあたり各方向（入力および出力）に最大 4000 の変換
を設定できます。
◦ M1 シリーズ モジュール：変換エントリは 1 ポートあたり 8 に制限されます。
◦ M1 シリーズ モジュール：ASIC が共有モードで設定されている場合、VLAN 変換は出
力方向でのみサポートされます。ASIC が専用モードで設定されている場合、VLAN 変
換は入力と出力の両方向でサポートされます。
◦ M2 シリーズ モジュール：1 ポートあたり最大 4000 の変換を設定できます。

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 6：VLAN パラメータのデフォルト値

パラメータ

デフォルト

VLANs

イネーブル

VLAN

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 ID

1

VLAN 名

• デフォルト VLAN
（VLAN1） - default
• 他のすべての VLAN：
VLAN vlan-id

VLAN ステート

アクティブ

STP

イネーブル：Rapid PVST+ がイ
ネーブル

VTP

ディセーブル
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パラメータ

デフォルト

VTP バージョン

1

VLAN の設定
（注）

VLAN へのレイヤ 2 インターフェイスの割り当て（アクセスまたはトランク ポート）の詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してくださ
い。デフォルトでは、すべてのインターフェイスが VLAN1 に割り当てられます。

（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OS コマンドは通常使用す
る Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

VLAN の作成および削除
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。

（注）

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。
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。

（注）

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。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

vlan {vlan-id | vlan-range}
例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 3

exit

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。

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

ステップ 4

show vlan

（任意）
VLAN に関する情報を表示します。

例：
switch# show vlan

ステップ 5

copy running-config
startup-config

（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。

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

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)# exit
switch(config)#
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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。
• 名前
• ステート
• シャットダウン

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

vlan {vlan-id | vlan-range}
例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

VLAN コンフィギュレーション 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。

ステップ 3

exit

VLAN コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

ステップ 4

show vlan

（任意）
VLAN の情報およびステータスを表示します。

例：
switch# show vlan
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（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。

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

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。
• 名前
• ステート
• シャットダウン

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

vlan {vlan-id | vlan-range}
例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 3

namevlan-name
例：
switch(config-vlan)# name
accounting

VLAN コンフィギュレーション 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 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。
system vlan name コマンドにより、最大 128 文字の
VLAN 名をイネーブルにすることができます。

ステップ 4

state {active | suspend}
例：
switch(config-vlan)#
state active

ステップ 5

no shutdown
例：
switch(config-vlan)# no
shutdown

ステップ 6

exit

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
ステートはアクティブです。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。
VLAN コンフィギュレーション サブモードを終了しま
す。

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

ステップ 7

show vlan

（任意）
VLAN に関する情報を表示します。

例：
switch# show vlan

ステップ 8

show vtp status
例：

（任意）
VLAN トランキング プロトコル（VTP）に関する情報
を表示します。

switch# show vtp status
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 9

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

（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。
（注）

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。
Cisco Nexus 7000 シリーズの Cisco Release 5.1
以降のデバイスでは、設定の変更を有効にす
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。

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
switch(config-vlan)#
switch(config-vlan)#
switch(config-vlan)#
switch(config-vlan)#
switch(config)#

5
name accounting
state active
no shutdown
exit

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、グローバル 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 コマンドを入力します。
• デバイスをリロードします。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

system vlanstart-vlanreserve 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。
例：
switch(config)# system
vlan 3968 reserve

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、デフォ
ルトで内部使用のために予約されていた VLAN の範囲
が解放され、この範囲のうち、VLAN 4094 を除くすべ
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コマンドまたはアクション 目的
ての VLAN が、ユーザの設定対象として使用可能にな
ります。すべての VDC は予約された新しい VLAN の範
囲を継承します。
（注）

ステップ 3

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

ステップ 4

reload
例：
switch(config)# reload

ステップ 5

show system vlan reserved

予約済み VLAN（3968 ～ 4049 および 4094）
のデフォルトの範囲に戻すには、no system
vlanstart-vlanreserve コマンドを入力する必要
があります。

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。
（注）

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。

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。
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。

例：
switch(config)# show
system vlan reserved

次に、予約済みの VLAN 範囲を変更する例を示します。
switch# configuration terminal
switch(config)# system vlan 2000 reserve
This will delete all configs on vlans 2000-2081. Continue anyway? (y/n) [no] y
Note: After switch reload, VLANs 2000-2081 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）

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。

VLAN 作成前の VLAN 設定
Cisco NX-OS Release 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。
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（注）

show vlan コマンドでは、vlan コマンドを使用して VLAN を作成しない限り、これらの VLAN
は表示されません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

vlan configuration {vlan-id}

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。

例：
switch(config)# vlan configuration 20
switch(config-vlan-config)#

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 ネームの設定
（注）

VTP は、イネーブルの場合、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
「VTP の設定」の章を参照してください。

手順
ステップ 1

configure terminal
例：
switch# configure terminal

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。
ステップ 2

system vlan long-name
例：
switch(config)# system vlan long-name

最大 128 文字の長さの VLAN 名を設定可能にします。
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system vlan long-name コマンドをイネーブルまたはディセーブルにすると、VLAN ロン
グ ネームがイネーブルまたはディセーブルであることを知らせるシステム ログ メッ
セージがトリガーされます。
system vlan long-name コマンドがすでにイネーブルまたはディセーブルのときに、これをイネー
ブルまたはディセーブルにしようとすると、システムはエラー メッセージを表示します。このコ
マンドをイネーブルまたはディセーブルにする前に、VLAN ロング ネームのノブのステータスを
表示することを推奨します。
（注）

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。
ステップ 3

（任意） copy running-config startup-config
例：
switch(config)# copy running-config startup-config

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。
ステップ 4

show running-config | sec long-name
例：
switch(config)# show running-config | sec long-name

VLAN ロング ネームのステータス情報を表示します。
（注）
32 文字を超える VLAN 名を設定する場合は、show vlan コマンドを使用すると、1 行最
大 32 文字で複数行の出力が表示されます。

次の例では、最大 128 文字の VLAN ロング ネームを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# system vlan long-name
!2001 Sep 29 02:24:11 N72-3 %$ VDC-1 %$ %VLAN_MGR-2-CRITICAL_MSG: VLAN long name is Enabled!
switch(config)# copy running config startup config
switch(config)# show running-config | sec long-name
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# name
VLAN128Char000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
switch(config-vlan)# exit
switch# show vlan id 2
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- ------------------------------2 VLAN128Char000000000000000040000 active
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002
.
.
.

次の例では、128 文字を超える VLAN ロング ネームを設定しようとした場合のエラー出力を示し
ます。
switch# system vlan long-name
switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# name
129Char123456789000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000987654321CiscoBangalore
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!% String exceeded max length of (128) at '^' marker.!
Switch(config-vlan)# exit

次の例では、system vlan long- name コマンドをイネーブルにせずに 32 文字 を超える VLAN 名を
設定しようとした場合のエラー出力を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# name 33Char1234567890987CiscoBangalore
!ERROR: Long VLAN name is not enabled: Vlan name greater than 32 is not allowed!
Switch(config-vlan)# exit

トランク ポート上の VLAN 変換の設定
入力 VLAN とポート上のローカル VLAN 間の VLAN 変換を設定できます。入力 VLAN に到着す
るトラフィックは、トランク ポートの入力時にローカル VLAN にマッピングされ、変換先 VLAN
ID で内部的にタグ付けされたトラフィックは、スイッチ ポートを離れる前に元の VLAN ID にマッ
ピングされます。

はじめる前に
• VLAN 変換を実行する物理チャネルまたはポート チャネルが、レイヤ 2 トランク ポートと
して設定されていることを確認します。
• 変換先 VLAN が、スイッチ上に作成されていること、およびレイヤ 2 トランク ポートのト
ランクで許可される VLAN の vlan-list に追加されていることを確認します。
• FEX ポート チャネル トランク インターフェイスの場合、許可される VLAN リスト中の最後
の VLAN は、FEX ファブリック インターフェイスで設定されている VLAN マップのいずれ
かにある変換先 VLAN に関連付けられている必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interfacetypeport 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。

ステップ 3

switch(config-if)# [no] switchport （任意）
vlan mapping enable
VLAN 変換が明示的にディセーブルになった後に、
スイッチ ポートでの VLAN 変換をイネーブルにしま
す。VLAN 変換は、デフォルトでイネーブルになっ
ています。
（注）

VLAN 変換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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

switch(config-if)# [no] switchport VLAN を他の VLAN に変換します。
vlan
• vlan-id および translated-vlan-id 引数の範囲はと
mappingvlan-idtranslated-vlan-id
もに 1 ～ 4094 です。
• ポート上で VLAN と（ローカル）VLAN 間の
マッピングを設定すると、VLAN に到着するト
ラフィックは、スイッチ ポートの入力時にロー
カル VLAN にマッピングまたは変換されます。
変換先 VLAN ID で内部的にタグ付けされたト
ラフィックは、スイッチ ポートを離れる前に元
の VLAN ID にマッピングされます。この方式
の VLAN マッピングが、双方向マッピングで
す。
VLAN ペア間のマッピングをクリアするに
は、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
switch(config-if)# [no] switchport インターフェイスで設定されたすべての VLAN 変換
vlan translation all
を削除します。
（注）

ステップ 5
ステップ 6

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

（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。
（注）

ステップ 7

VLAN 変換の設定は、スイッチ ポートが
動作中のトランク ポートになるまで有効
になりません。

switch(config-if)# show interface （任意）
[if-identifier] vlan mapping
すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスの VLAN マッピング情報を表示します。

次の例では、（入力）VLAN 10 と（ローカル）VLAN 100 間の VLAN 変換を設定する方法を示し
ます。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet1/1
switch(config-if)# switchport vlan mapping 10 100
switch(config-if)# show interface ethernet1/1 vlan mapping

Interface eth1/1:
Original VLAN
-----------------10

Translated VLAN
--------------100
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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。
コマンド

目的

show running-config vlanvlan-id

VLAN 情報を表示します。

show vlan [all-ports | brief | idvlan-id | namename VLAN 情報を表示します。
| dot1q tag native]
show vlan summary

VLAN 情報の要約を表示します。

show vtp status

VTP 情報を表示します。

show system vlan reserved

システムに予約されている VLAN 範囲を表示し
ます。

これらのコマンドの出力の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』を参照してください。

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。
コマンド

目的

clear vlan [idvlan-id] counters

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。

show vlan counters

各 VLAN のレイヤ 2 パケット情報を表示しま
す。

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)#
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VLAN に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

コマンド リファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Command
Reference』

NX-OS レイヤ 2 スイッチングの設定

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

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

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Configuration Guide』

マルチキャスト ルーティング

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Multicast Routing Configuration
Guide』

NX-OS の基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Fundamentals Configuration
Guide』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
High Availability and Redundancy
Guide』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
System Management Configuration
Guide』

VDC

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context
Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes』
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標準
標準

タイトル

この機能でサポートされる新規の標準または変 —
更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

MIB
MIB

MIB のリンク

CISCO-VLAN-MEMBERSHIP MIB には、次のも MIB を検索およびダウンロードするには、次の
のが含まれます。
URL にアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
• vmMembership Table
mibs.shtml
• MIBvmMembershipSummaryTable
• MIBvmMembershipSummaryTable

VLAN 設定の機能履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。
表 7：VLAN 設定の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

VLAN 変換

6.2(6)

VLAN のペア間のマッピングを設定で
きます。

VLAN ロング ネーム設定します。

6.1(1)

VLANロングネームを設定できます。

ダイナミック システムに予約されて
いる VLAN 範囲

5.2(1)

システムが予約する VLAN の範囲を
変更できます。

VLAN を作成する前に、VLAN を設
定します。

5.1(1)

VLAN を作成する前に、VLAN を設
定できます。

変更なし

4.2(1)

--

VLAN Trunking Protocol; VLANトラン 4.1(2)
キング プロトコル

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。
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MVRP の設定
この章では、IEEE 802.1ak Multiple VLAN Registration Protocol（MVRP）を使用してレイヤ 2 ス
イッチングを設定する方法を説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 53 ページ
• MVRP について, 54 ページ
• MVRP の設定に関する注意事項および制約事項, 54 ページ
• MVRP のデフォルト設定, 55 ページ
• MVRP の設定, 55 ページ
• MVRP 設定の確認, 57 ページ
• MVRP 統計情報のクリア, 58 ページ
• MVRP 設定の機能履歴, 58 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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MVRP について
Multiple VLAN Registration Protocol（MVRP）は、VLAN ブリッジ型ネットワーク内のポート上の
VLAN のダイナミック登録および登録解除をサポートする、IEEE 802.1ak Multiple Registration
Protocol（MRP）アプリケーションです。
MRP により、MRP アプリケーションの参加者は、ブリッジ型ローカル エリア ネットワーク
（LAN）内の他の参加者による属性を登録することができます。
MVRP は、VLAN を登録し、VLAN ブリッジをイネーブルにして、適切なネットワーク デバイス
にアクセスするためにトラフィックが使用するリンクに未知のユニキャスト、マルチキャスト、
およびブロードキャスト トラフィックを制限します。
IEEE 802.1ak MRP により、リソース使用率と帯域幅を大幅に節約できます。802.1ak MRP 属性符
号化方法では、MVRP はポート上のすべての 4094 VLAN のステートを含む、1 プロトコル データ
ユニット（PDU）のみを送信します。

MVRP の設定に関する注意事項および制約事項
• MVRP は、レイヤ 2 ポートでのみサポートされます。MVRP はサブインターフェイスではサ
ポートされません。
• MVRP は、IEEE.802.1Q（dot1q）ポート チャネル レイヤ 2 ポートでのみサポートされます。
• MVRP は、トランクの両側でイネーブルにする必要があります。vPC トポロジでは、vPC
レッグに関する MRVP 設定は両方のピアで同じである必要があります。
• Cisco Nexus デバイスで MVRP がディセーブルの場合、すべての入力 MVRP PDU は処理され
ず、マルチキャスト データ フレームなどの他のポートへフラッディングされます。
• MVRP と VLAN Trunk Protocol（VTP）は、同じインターフェイス上に共存できます。MVRP
を使用して VLAN プルーニングや VTP を実行して、VLAN の追加や削除など、VLAN の管
理を行うことができます。
• MVRP プルーニングと VTP プルーニングは、相互に排他的です。VTP プルーニングは、
MVRP がディセーブルのポートでのみ実行できます。インターフェイスで MVRP プルーニン
グと VTP プルーニングの両方をイネーブルにすると、MVRP プルーニングが優先されます。
• MVRP とプライベート VLAN（PVLAN）は相互に排他的です。
• MAC アドレスの自動検出はサポートされません。
• MVRP のダイナミック VLAN 作成はサポートされません。
• FabricPath はサポートされません。
• Management Information Base（MIB）はサポートされません。
• MVRP と次の機能のインタラクションはサポートされません。
◦ ファブリック エクステンダ（FEX）
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◦ Overlay Transport Virtualization（OTV）
◦ VLAN 変換

MVRP のデフォルト設定
次の表に、Cisco NX-OS デバイスの MVRP のデフォルト設定を示します。
パラメータ

デフォルト

MVRP

ディセーブル

MVRP の設定
MVRP のイネーブル化
インターフェイスで、すべてのトランク ポート上の MVRP をイネーブルにすることができます。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

switch# configure
terminal

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。

ステップ 2

switch(config)#
interfacetype number

インターフェイスを設定し、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。
number 引数の範囲は 1 ～ 253 です。

ステップ 3

switch(config-if)# feature すべてのトランク ポート上の MVRP をイネーブルにしま
mvrp
す。
MVRP がポートで正常にイネーブルにならない場合、ポー
トは errdisabled ステートになります。errdisabled ステート
をクリアするには、shutdown および no shutdown コマン
ドを入力します。
（注）

MVRP をサポートしないデバイスに接続されて
いるトランク ポート上の MVRP を明示的にディ
セーブルにするには、no mrvp コマンドを使用
します。
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インターフェイスの MVRP 設定の変更
このタスクを実行して、MVRP レジストラの状態を設定して、MVRP タイマー値を設定すること
ができます。

はじめる前に
• MVRP が、設定するインターフェイスでイネーブルになっていることを確認します。

手順
コマンドまたはアク 目的
ション
ステッ
プ1

switch# configure
terminal

ステッ
プ2

switch(config)# [no] インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュレー
interfacetype number ション モードを開始します。

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。

number 引数の範囲は 1 ～ 253 です。
ステッ
プ3

switch(config-if)#
mvrp registration
{normal | fixed |
forbidden}

（任意）
インターフェイスを設定し、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。
インターフェイスに関連付けられた Multiple Registration Protocol
（MRP）Attribute Declaration（MAD）インスタンスでレジストラ
を設定します。
• レジストラが着信 MVRP メッセージに通常通りに応答する
ように指定する場合は、normal キーワードを使用します。
normal がデフォルトのレジストラ状態です。
• レジストラがすべての着信MVRPメッセージを無視する（IN
状態であり続ける）ように指定する場合は、fixed キーワー
ドを使用します。VLAN はプルーニングされません。
• レジストラがすべての着信MVRPメッセージを無視（EMPTY
（MT）状態であり続ける）し、VLAN をプルーニングする
ように指定する場合は、forbidden キーワードを使用しま
す。
（注）

no mvrp registration コマンドを使用すると、レジスト
ラをデフォルト値（normal）に戻すことができます。
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コマンドまたはアク 目的
ション
ステッ
プ4

switch(config-if)#
（任意）
mvrp timer {{join | 一定のインターフェイス上の MVRP で使用される期間タイマー
leave | join-leave}
を設定します。
timer-value | periodic}
• Applicant State Machine（ASM）に適用する 2 回の送信機会
間の間隔を指定するには、join キーワードを使用します。
有効値の範囲は 20 ～ 1,000,000 センチ秒です。デフォルト
値は 20 です。
• レジストラが EMPTY（MT）状態から leave-all（LV）状態
に変わるまでの期間を指定するには、leave キーワードを使
用します。有効値の範囲は 60 ～ 1,000,000 センチ秒です。
デフォルトは 60 です。
• LeaveAll タイマーの期限が切れるまでの期間を指定するに
は、join-leave キーワードを使用します。有効値の範囲は
10,000 ～ 1,000,000 センチ秒です。デフォルトは 10,000 で
す。
• タイマー値を 100 センチ秒の固定値に設定するには、periodic
キーワードを使用します。
（注）

no mvrp timer コマンドを使用すると、設定済みのタイ
マー値を削除できます。

MVRP 設定の確認
MVRP 情報を表示するには、次のいずれかの作業を実行します。
コマンド

目的

show mvrp interface

デバイス内のすべてのトランク
ポートの管理および運用ステー
タスの MVRP インターフェイ
ス詳細を表示します。

show mvrp interfacetypenumber

デバイス内の指定されたイン
ターフェイスの管理および運用
ステータスの MVRP インター
フェイス詳細を表示します。
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コマンド

目的

show mvrp interfacetypenumberstatistic

デバイス内の指定されたイン
ターフェイスに関する MVRP
統計情報を表示します。

show mvrp pruning interfacetype number

指定されたインターフェイスの
プルーニングされた VLAN を
表示します。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Command Reference』を参照してください。

MVRP 統計情報のクリア
1 つまたはすべての MVRP がイネーブルのポートについて収集された統計情報をクリアできます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

switch# clear mvrp statistics
[interfacetype number]

MVRP がイネーブルのデバイスまたはインターフェ
イスの収集された統計情報をクリアします。interface
キーワードを指定せずに使用すると、そのデバイスに
関するすべての MVRP 統計情報がクリアされます。

MVRP 設定の機能履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。
表 8：MVRP 設定の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

MVRP

6.2(6)

この機能が導入されました。
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VTP の設定
この章では、Cisco NX-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、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 59 ページ
• VTP の概要, 59 ページ
• VLAN トランキング プロトコルの設定に関する制限, 63 ページ
• デフォルト設定, 63 ページ
• VTP の設定, 64 ページ
• VTP プルーニングの設定, 67 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。

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。
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（注）

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, （43 ページ）を参照してください。

VTP
VTP は、VTP ドメイン内の VLAN の追加、削除、名前変更を管理することで VLAN の一貫性を
維持する、レイヤ 2 メッセージング プロトコルです。VTP ドメインは、同じ VTP ドメイン名を
共有し、トランク インターフェイスを使用して接続される、1 つ以上のネットワーク装置で構成
されます。各ネットワーク装置は、1 つの VTP ドメインだけに属することができます。
レイヤ 2 トランク インターフェイス、レイヤ 2 ポート チャネル、および仮想ポート チャネル
（vPC）は、VTP 機能をサポートしています。
VTP は、デフォルトではデバイスでディセーブルになっています。VTP をイネーブルにして設定
するには、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用します。VTP をディセーブルにする
と、デバイスで VTP プロトコル パケットが中継されません。

（注）

Release 5.1(1) よりも前のリリースでは、VTP は Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイスでトラン
スペアレント モードだけで動作し、デバイス全体に VTP ドメインを拡張できます。
デバイスが VTP トランスペアレント モードの場合、デバイスはトランク ポート上で受信したす
べての VTP プロトコル パケットを他のすべてのトランク ポートに中継します。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。

（注）

ネットワークで VTP がサポートされている場合、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。7.2(0)D1(1) 以前では、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 は正常に機能しなくなります。
VTP をイネーブルにした場合、バージョン 1 またはバージョン 2 のいずれかを設定する必要があ
ります。VTP をトークン リング環境で使用している場合は、バージョン 2 を使用する必要があり
ます。

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
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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
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-OSRelease 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、最大 128
文字の 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
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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、「VLAN の設定」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。
Join メッセージは、すでに VTP 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。

VTPv3
VTP バージョン 3（VTPv3）は、Cisco NX-OS release 7.2(0) で導入されました。次の機能がありま
す。
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• VTP バージョン 1 または 2 で設定されたスイッチとの相互運用性を提供します。
• VTP コンフィギュレーションの変更は、プライマリ サーバでのみ可能です。
• 4K の VLAN をサポートします。
• 機能固有のプライマリ サーバを許可します。スイッチは、MST などの固有機能データベー
ス用、または VLAN 全体のデータベース用のプライマリ サーバにすることができます。
• 非表示の秘密のパスワードによりセキュリティが強化されます。
• プライベート VLAN（PVLAN）との相互運用性を提供します。PVLAN と VTP とは、互いに
排他的でなくなりました。
• VTP 障害の問題を解決します。VTP 障害は、リビジョン番号が上位のサーバ、不正な VTP
データベースが VTP ドメインに入ってくると発生します。これは、新しいスイッチが安定し
た VTP ドメインに接続されたときに発生する可能性があります。不正な データベースは、
ドメインに伝搬され、以前の安定したデータベースは上書きされます。

VLAN トランキング プロトコルの設定に関する制限
• VTP クライアントとして設定されたデバイスで VLAN を手動で設定することはできません。
• vtp では PVLAN 前方参照はサポートされません。

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 9：VTP パラメータのデフォルト値

パラメータ

デフォルト

VTP

ディセーブル

VTP モード

トランスペアレント

VTP ドメイン

blank

VTP バージョン

1

VTP プルーニング

ディセーブル

インターフェイス単位の VTP

イネーブル
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VTP の設定
Cisco NX-OS デバイスで VTP を設定できます。

（注）

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）

Cisco NX-OS Release 5.1(1) 以前は、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。Cisco NX-OS Release 7.2(0) で、VTP バージョン 3 が導入されました。

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 switchto vdc
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# feature vtp

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。

ステップ 3

switch(config)# vtp
domaindomain-name

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。

ステップ 4

switch(config)# vtp version {1 | 2 | 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。
（注）

ステップ 5

バージョン 3 は VTPv3 にのみ適用さ
れ、VTP ドメインの設定を必要としま
す。

switch(config)# vtp mode {client | VTP モードを、クライアント、サーバ、トランス
server | transparent | off} [vlan | mst ペアレント、またはオフに設定します。デフォル
| unknown]
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。

Cisco Nexus 7000 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
64

OL-25755-04-J

VTP の設定
VTP の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

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

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

ステップ 7

switch(config)# vtp filefile-name

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。

ステップ 8

switch(config)# vtp
VTP 管理ドメイン用のパスワードを指定します。
passwordpassword-value [ hidden | デフォルト値は vlan.dat から取得されます。
secret]
次のオプションは、VTP バージョン 3 をサポート
するイメージにのみ適用されます。
例：
hidden の場合：
Device(config)# vtp password
helping hidden
Generating the secret associated
to the password.
Device# exit
Device# show vtp password
VTP Password:
89914640C8D90868B6A0D8103847A733

例：

secret の場合：

• hidden：パスワードは、vlan.data ファイルで
クリア テキストとして保存されません。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。
• secret：32 文字の 16 進数秘密キーを直接設
定する場合、このキーワードを使用します。
システム管理者は、クリア テキスト パス
ワードの代わりにこの秘密キーを配布でき
ます。

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

ステップ 9

switch(config)# exit

このコマンドは、VTP バージョン 3 に
のみ適用されます。

コンフィギュレーション サブモードを終了しま
す。

ステップ 10 switch# vtp primary [feature] [force] このコマンドは、セカンダリ サーバの動作状態
をプライマリに変更し、VTP ドメインに情報をア
例：
ドバタイズします。パスワードが hidden に設定
Device# vtp primary vlan
されている場合、このコマンドの後にユーザはパ
Enter VTP password:
スワードを再入力するよう求められます。
This switch is becoming Primary
server for vlan feature in the
VTP domain
VTP Database Conf Switch ID
Primary Server Revision System
Name
------------ ---- --------------------------- --------------------------VLANDB
Yes
00d0.00b8.1400=00d0.00b8.1400 1
stp7
Do you want to continue (y/n)
[n]? y

プライマリのロールをテイクオーバーする前に、
デバイスはこの情報に競合するサーバの検出を試
み、他のプライマリ サーバに従います。競合す
るサーバが検出された場合、ユーザは動作状態の
テイクオーバーと、その後の設定の上書きを再確
認する必要があります。
• feature：デバイスを、固有機能データベース
のプライマリサーバとして設定します。（た
とえば、MST データベース）。可能な値は
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目的
MST と VLAN です。デフォルトで、VLAN
データベースが選択されています。
（注）

このコマンドは、VTPv3 のみに適用さ
れます。

ステップ 11 switch# show vtp status

（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。

ステップ 12 switch# show vtp counters

（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。

ステップ 13 switch# show vtp interface

（任意）
VTP-enabled インターフェイスのリストを表示し
ます。

ステップ 14 switch# show vtp password

（任意）
管理VTPドメイン用のパスワードを表示します。

ステップ 15 switch# show vtp devices [conflict] （任意）
これは、ネイバー スイッチに関する情報を表示
例：
する VTP バージョン 3 のコマンドです。通常の
Device# show vtp devices
VTP パケットに使用されるサマリー パケットか
Gathering information from the らは、情報は学習されません。このコマンドは、
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
Primary Server Revision
に関する情報を収集するための個別のパケットを
System Name
lict
送信します。
------------ ---- --------------------------- ------------------------------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

ステップ 16 switch# copy running-config
startup-config

（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。

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
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switch(config)#
switch(config)#
switch(config)#
switch(config)#
switch#

vtp domain accounting
vtp version 2
vtp mode transparent
exit

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# vtp pruning

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。

ステップ 3

switch(config)# no vtp pruning

（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。

ステップ 4

switch(config)# show
（任意）
interfaceinterface-identifierswitchport 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。

ステップ 5

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 6

switch(config-if)# switchport trunk 特定の VLAN を VTP プルーニング適格に設
pruning vlan [add | remove | except | 定します。
none | all] VLAN-IDs

ステップ 7

switch(config-if)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8

switch# show vtp counters

（任意）
VTP プルーニング情報およびカウンタを表
示します。

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。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

switch# clear vtp counters

（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。

次に、VLAN 9 ～ 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 は、プルーニング
非適格です。
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章

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでプライベート VLAN を設定する手順について説明します。
プライベート VLAN は、レイヤ 2 レベルでさらなる保護機能を提供します。
この章は、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 69 ページ
• プライベート VLAN について, 70 ページ
• プライベート VLAN のライセンス要件, 79 ページ
• プライベート VLAN の前提条件, 79 ページ
• プライベート VLAN の設定に関する注意事項および制約事項, 80 ページ
• プライベート VLAN のデフォルト設定, 84 ページ
• プライベート VLAN の設定, 85 ページ
• FEX HIF ポートでの独立 PVLAN の設定, 112 ページ
• プライベート VLAN 設定の確認, 114 ページ
• プライベート VLAN の統計情報の表示とクリア, 115 ページ
• プライベート VLAN の設定例, 115 ページ
• プライベート VLAN に関する追加情報, 116 ページ
• プライベート VLAN 設定の機能履歴, 117 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
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トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。

プライベート VLAN について
（注）

レイヤ 2 ポートは、トランク ポート、アクセス ポート、またはプライベート VLAN ポートと
して機能します。

（注）

Cisco NX-OS Release 5.0(2) 以降では、プライベート VLAN の無差別トランク ポートおよび独
立トランク ポートがサポートされます。プライベート VLAN コミュニティ ポートはトランク
ポートになることはできません。

（注）

この機能を設定する前に、プライベート VLAN 機能をイネーブルにする必要があります。
同様のシステム間で直接通信する必要がない特定の状況では、プライベート VLAN により、レイ
ヤ 2 レベルの保護を強化できます。プライベート VLAN は、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN
の関連付けです。
プライマリ VLAN は、セカンダリ VLAN を関連付けるブロードキャスト ドメインを定義します。
セカンダリ VLAN は、独立 VLAN またはコミュニティ VLAN のいずれかの場合があります。独
立 VLAN 上のホストは、プライマリ VLAN 内で関連付けられた無差別ポートとだけ通信します。
コミュニティ VLAN 上のホストは、同じコミュニティ VLAN 上のホスト間および関連付けられた
無差別ポートとだけ通信し、独立ポートまたは他のコミュニティ VLAN 内のポートとは通信しま
せん。
統合スイッチングおよびルーティング機能を使用するコンフィギュレーションでは、各プライベー
ト VLAN に単一のレイヤ 3 VLAN ネットワーク インターフェイスを割り当てることにより、ルー
ティングを提供できます。VLAN ネットワーク インターフェイスは、プライマリ VLAN 用に作成
します。このようなコンフィギュレーションでは、セカンダリ VLAN はすべて、プライマリ VLAN
上の VLAN ネットワーク インターフェイスとのマッピングにより、レイヤ 3 でのみ通信します。
セカンダリ VLAN 上の既存の VLAN ネットワーク インターフェイスは、すべてサービス停止状
態になります。

プライベート VLAN の概要
デバイスでプライベート VLAN 機能を適用するには、プライベート VLAN をイネーブルにする必
要があります。
プライベート VLAN モードで動作しているポートがデバイスに設定されている場合は、プライ
ベート VLAN をディセーブルにすることはできません。

Cisco Nexus 7000 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
70

OL-25755-04-J

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN の概要

（注）

特定の VLAN をプライマリまたはセカンダリのどちらかのプライベート VLAN として設定す
るには、事前に VLAN を作成しておく必要があります。

プライベート VLAN のプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN
プライベート VLAN 機能では、VLAN の使用時にユーザが直面する 2 つの問題に対処できます。
• 各 VDC は、最大 4096 の VLAN をサポートします。各カスタマーに 1 つの VLAN を割り当
てると、サービス プロバイダーがサポートできるカスタマー数は制限されます。
• IP ルーティングをイネーブルにするには、各 VLAN にサブネット アドレス空間またはアド
レス ブロックを割り当てます。これにより未使用の IP アドレスが無駄になり、IP アドレス
の管理に問題が生じます。
プライベート VLAN を使用することにより、スケーラビリティの問題が解決され、IP アドレスの
管理が容易になり、カスタマーにレイヤ 2 セキュリティが提供されます。
プライベート VLAN の機能は、VLAN のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインをサブドメインに分
割できます。サブドメインは、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN で構成されるプライベート
VLAN のペアで表されます。プライベート VLAN ドメインには複数のプライベート VLAN のペア
を設定でき、それぞれのペアを各サブドメインに割り当てることができます。プライベートVLAN
ドメイン内のすべての VLAN ペアは、同じプライマリ VLAN を共有します。セカンダリ VLAN
ID は、各サブドメインの区別に使用されます。

（注）

プライベート VLAN ドメインには、プライマリ VLAN が 1 つのみ含まれています。
セカンダリ VLAN は、同じプライベート VLAN 内のポートをレイヤ 2 で分離します。プライマリ
VLAN 内のセカンダリ VLAN には、次の 2 つのタイプがあります。
• 独立 VLAN：独立 VLAN 内のポートは、レイヤ 2 レベルでは相互に通信できません。
• コミュニティ VLAN：コミュニティ VLAN 内のポートは相互に通信できますが、レイヤ 2 レ
ベルの他のコミュニティ VLAN 内または独立 VLAN 内のポートとは通信できません。

プライベート VLAN ポート
（注）

コミュニティ プライベート VLAN および独立プライベート VLAN のポートは、いずれも
PVLAN ホスト ポートというラベルが付けられます。PVLAN ホスト ポートは、関連付けられ
ているセカンダリ VLAN のタイプによって、コミュニティ PVLAN ポートまたは独立 PVLAN
ポートのどちらかになります。
プライベート VLAN ポートのタイプは、次のとおりです。
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• 無差別ポート：無差別ポートは、プライマリ VLAN に属します。無差別ポートは、無差別
ポートとアソシエートされているセカンダリ VLAN に属し、プライマリ VLAN とアソシエー
トされている、すべてのインターフェイスと通信でき、この通信可能なインターフェイスに
は、コミュニティ ポートと独立ホスト ポートも含まれます。プライマリ VLAN には、複数
の無差別ポートを含めることができます。各無差別ポートには、ポートに関連付けられてい
る複数のセカンダリ VLAN を含めることができ、また、セカンダリ VLAN を含めないこと
もできます。無差別ポートとセカンダリ VLAN が同じプライマリ VLAN にある限り、セカ
ンダリ VLAN は、複数の無差別ポートとアソシエートすることができます。このアソシエー
ションは、ロード バランシングまたは冗長性のために使用することもできます。セカンダリ
VLAN を無差別ポートに関連付けないこともできますが、その場合、セカンダリ VLAN はレ
イヤ 3 インターフェイスと通信できません。
Cisco NX-OS Release 5.0(2) 以降、プライマリ VLAN にマッピングされているすべてのセカン
ダリ VLAN を削除すると、そのプライマリ VLAN は非アクティブになります。
• 無差別トランク：Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイス用の Cisco NX-OS Release 5.0(2) と Cisco
DCNM Release 5.1(1) 以降では、複数のプライマリ VLAN のトラフィックを伝送するように
無差別トランク ポートを設定できます。プライベート VLAN のプライマリ VLAN およびす
べてまたは選択した関連付けられた VLAN を無差別トランク ポートにマップします。各プ
ライマリ VLAN と関連付けられた 1 つのセカンダリ VLAN はプライベート VLAN のペアと
なります。また、各無差別トランク ポートに最大 16 のプライベート VLAN のペアを設定で
きます。

（注）

プライマリ プライベート VLAN に加え、標準の VLAN でもプライベート VLAN
無差別トランク ポートでトラフィックが伝送されます。

• 独立ポート：独立ポートは、セカンダリ独立 VLAN に属するホスト ポートです。このポー
トは同一プライベート VLAN ドメイン内のその他のポートからレイヤ 2 で完全に分離されて
いますが、関連付けられた無差別ポートとは通信できます。プライベート VLAN は、無差別
ポートからのトラフィックを除き、独立ポート宛てのトラフィックをすべてブロックしま
す。独立ポートから受信されたトラフィックは、無差別ポートにだけ転送されます。特定の
独立 VLAN に複数の独立ポートを設定し、その独立 VLAN 内で各ポートを他のすべてのポー
トから完全に分離できます。
• 独立トランクまたはセカンダリ トランク：Cisco NX-OS Release 5.0(2) および Cisco DCNM
Release 5.1(1) 以降、Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイスでは、複数の独立 VLAN のトラフィッ
クを伝送するように独立トランク ポートを設定できます。独立トランク ポートの各セカン
ダリ VLAN は、別々のプライマリ VLAN に関連付ける必要があります。同じプライマリ
VLAN に関連付けられた 2 つのセカンダリ VLAN は、1 つの独立トランク ポートにはできま
せん。各プライマリ VLAN と関連付けられた 1 つのセカンダリ VLAN はプライベート VLAN
のペアとなります。また、各独立トランク ポートに最大 16 のプライベート VLAN のペアを
設定できます。
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（注）

セカンダリ プライベート VLAN に加え、標準の VLAN でもプライベート VLAN
独立トランク ポートでトラフィックが伝送されます。

• コミュニティ ポート：コミュニティ ポートは、1 つのコミュニティ セカンダリ VLAN に属
するホスト ポートです。コミュニティ ポートは、同じコミュニティ VLAN にある他のポー
トおよびアソシエートされている無差別ポートと通信します。これらのインターフェイス
は、他のコミュニティにある他のすべてのインターフェイスおよびプライベート VLAN ドメ
イン内のすべての独立ポートから、レイヤ 2 で分離されています。

（注）

トランクは、無差別、独立、およびコミュニティの各ポート間のトラフィックを伝送するVLAN
をサポートできるので、独立ポートとコミュニティ ポートのトラフィックはトランク インター
フェイスを経由してデバイスと送受信されることがあります。

プライマリ、独立、およびコミュニティ プライベート VLAN
プライマリ VLAN にはレイヤ 3 ゲートウェイがあるので、プライベート VLAN の外部と通信する
には、セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けます。プライマリ VLAN および 2 種類
のセカンダリ VLAN（独立 VLAN およびコミュニティ VLAN）には、次の特性があります。
• プライマリ VLAN：プライマリ VLAN は、無差別ポートから（独立およびコミュニティ）ホ
スト ポートおよび他の無差別ポートへのトラフィックを伝送します。
• 独立 VLAN：独立 VLAN は、ホストから無差別ポートおよびレイヤ 3 ゲートウェイへの単方
向アップストリーム トラフィックを伝送するセカンダリ VLAN です。1 つのプライベート
VLAN ドメインには複数の独立 VLAN を設定できます。すべてのトラフィックはそれぞれの
独立 VLAN 内で分離されます。また、各独立 VLAN に複数の独立ポートを設定し、各独立
ポートからのトラフィックを完全に分離することもできます。
• コミュニティ VLAN：コミュニティ VLAN は、アップストリーム トラフィックをコミュニ
ティ ポートから無差別ポート ゲートウェイおよび同じコミュニティ内の他のホスト ポート
に伝送するセカンダリ VLAN です。プライベート VLAN には、複数のコミュニティ VLAN
を設定できます。1 つのコミュニティ内のポートは相互に通信できますが、これらのポート
は、他のコミュニティにあるポートとも、プライベート VLAN にある独立 VLAN とも、通
信できません。
次の図に、プライマリまたはプライベート VLAN 内のレイヤ 2 トラフィック フロー、および VLAN
のタイプとポートのタイプを示します。
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図 3： プライベート VLAN のレイヤ 2 トラフィック フロー

（注）

プライベート VLAN のトラフィック フローは、ホスト ポートから無差別ポートへの単方向で
す。無差別ポートから出力されるトラフィックは、標準 VLAN 内のトラフィックと同様に処
理され、関連付けられたセカンダリ VLAN でトラフィックが分離されることはありません。
無差別ポートは 1 つのプライマリ VLAN の専用ポートになりますが、複数の独立 VLAN および複
数のコミュニティ VLAN で使用できます（レイヤ 3 ゲートウェイは、無差別ポートを介してデバ
イスに接続されます）。無差別ポートでは、広範囲なデバイスをプライベート VLAN のアクセス
ポイントとして接続できます。たとえば、すべてのプライベート VLAN サーバを管理ワークス
テーションから監視したりバックアップしたりするのに、無差別ポートを使用できます。

（注）

Nexus 7000 シリーズ デバイス用の Cisco NX-OS Release 5.0(2) 以降では、プライベート VLAN
の無差別トランク ポートと独立トランク ポートを設定できます。これらの無差別トランク
ポートと独立トランク ポートは、標準の VLAN に加え、複数のプライマリおよびセカンダリ
VLAN のトラフィックを伝送できます。
プライマリ VLAN には複数の無差別ポートを設定できますが、各プライマリ VLAN に設定できる
レイヤ 3 ゲートウェイは 1 つだけです。
スイッチング環境では、個々のエンドステーションに、または共通グループのエンドステーショ
ンに、個別のプライベート VLAN や、関連する IP サブネットを割り当てることができます。エン
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ド ステーションはデフォルト ゲートウェイとの通信を行うだけで、プライベート VLAN の外部
と通信することができます。

（注）

レイヤ 3 ゲートウェイを設定するには、VLAN インターフェイス機能をイネーブルにしておく
必要があります。VLAN ネットワーク インターフェイスと IP アドレス設定の詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の関連付け
セカンダリ VLAN 内のホスト ポートでプライベート VLAN 外と通信するには、セカンダリ VLAN
をプライマリ VLAN に関連付ける必要があります。関連付けが正常に動作していない場合、セカ
ンダリ VLAN のホスト ポート（独立ポートおよびコミュニティ ポート）はダウン ステートにな
ります。

（注）

セカンダリ VLAN は、1 つのプライマリ VLAN のみにアソシエートすることができます。
アソシエーションの操作を可能にするには、次の条件を満たす必要があります。
• プライマリ VLAN が存在する。
• セカンダリ VLAN が存在する。
• プライマリ VLAN がプライマリ VLAN として設定されている。
• セカンダリ VLAN が、独立 VLAN またはコミュニティ VLAN として設定されている。

（注）

関連付けが動作していることを確認するには、show コマンドの出力を調べます。関連付けが
動作していなくても、エラー メッセージは発行されません
プライマリ VLAN またはセカンダリ VLAN を削除すると、その VLAN に関連付けされたポート
は非アクティブになります。指定の VLAN をプライベート VLAN モードに再変換すると、元のア
ソシエーションが復元されます。
関連付けがプライベート VLAN トランク ポートで動作していない場合、ポート全体はダウンせず
に、その VLAN だけがダウンします。
no private-vlan コマンドを入力すると、VLAN は通常の VLAN モードに戻ります。その VLAN 上
の関連付けはすべて一時停止されますが、インターフェイスはプライベート VLAN モードのまま
になります。
プライマリ VLAN に対して no vlan コマンドを入力すると、その VLAN に関連付けされたすべて
のプライベート VLAN は失われます。ただし、セカンダリ VLAN に対して no vlan コマンドを入
力した場合、その VLAN とプライベート VLAN の関連付けは一時停止します。この VLAN を再
作成してセカンダリ VLAN として設定すると元に戻ります。
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（注）

この動作は、Catalyst デバイスの動作と異なります。
セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の関連付けを変更するには、現在の関連付けを削除してか
ら目的の関連付けを追加します。

プライベート VLAN 内のブロードキャスト トラフィック
プライベート VLAN にあるポートからのブロードキャスト トラフィックは、次のように流れま
す。
• ブロードキャスト トラフィックは、すべての無差別ポートからプライマリ VLAN 内のすべ
てのポートに流れます。このブロードキャスト トラフィックは、プライベート VLAN パラ
メータで設定されていないポートを含め、プライマリ VLAN 内のすべてのポートに配信され
ます。
• すべての独立ポートからのブロードキャスト トラフィックは、その独立ポートに関連付けら
れているプライマリ VLAN の無差別ポートにだけ配信されます。
• コミュニティ ポートからのブロードキャスト トラフィックは、そのポートのコミュニティ
内のすべてのポート、およびそのコミュニティ ポートに関連付けられているすべての無差別
ポートに配信されます。このブロードキャスト パケットは、プライマリ VLAN 内の他のコ
ミュニティまたは独立ポートには配信されません。

プライベート VLAN ポートの分離
プライベート VLAN を使用すると、次のように、エンド ステーションへのアクセスを制御できま
す。
• エンド ステーションに接続されているインターフェイスを選択して独立ポートとして設定
し、レイヤ 2 の通信をしないようにします。たとえば、エンド ステーションがサーバの場
合、この設定によりサーバ間のレイヤ 2 通信ができなくなります。
• デフォルト ゲートウェイおよび選択したエンド ステーション（バックアップ サーバなど）
に接続されているインターフェイスを無差別ポートとして設定し、すべてのエンド ステー
ションがデフォルト ゲートウェイにアクセスできるようにします。

プライベート VLAN および VLAN インターフェイス
レイヤ 2 VLAN への VLAN インターフェイスは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）とも呼
ばれます。レイヤ 3 デバイスは、セカンダリ VLAN ではなく、プライマリ VLAN だけを介してプ
ライベート VLAN と通信します。
VLAN ネットワーク インターフェイスは、プライマリ VLAN だけに対して設定します。セカンダ
リ VLAN には VLAN インターフェイスを設定しないでください。VLAN がセカンダリ VLAN と
して設定されている場合、セカンダリ VLAN の VLAN ネットワーク インターフェイスは非アク

Cisco Nexus 7000 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
76

OL-25755-04-J

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN のハイ アベイラビリティ

ティブになります。VLAN インターフェイスの設定が正しくない場合、次のような状況になりま
す。
• アクティブな VLAN ネットワーク インターフェイスが設定された VLAN をセカンダリ VLAN
として設定しようとすると、VLAN インターフェイスをディセーブルにするまでは、設定が
許可されません。
• セカンダリ VLAN として設定されている VLAN 上で VLAN ネットワーク インターフェイス
を作成してイネーブルにしようとすると、その VLAN インターフェイスはディセーブルのま
まで、システムからエラーが返されます。
プライマリ VLAN がセカンダリ VLAN に関連付けられ、マッピングされている場合、プライマリ
VLAN 上のすべての設定がセカンダリ VLAN に伝播されます。たとえば、プライマリ VLAN 上の
VLAN ネットワーク インターフェイスに IP サブネットを割り当てると、このサブネットはプライ
ベート VLAN 全体の IP サブネット アドレスになります。

（注）

VLAN インターフェイスを設定するには、VLAN インターフェイス機能をイネーブルにしてお
く必要があります。VLAN インターフェイスと IP アドレス設定の詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

複数のデバイスにまたがるプライベート VLAN
複数のデバイスにわたるようにプライベート VLAN を拡張するには、プライマリ VLAN、独立
VLAN、およびコミュニティ VLAN を、プライベート VLAN をサポートする他のデバイスにトラ
ンキングします。プライベート VLAN 設定のセキュリティを保持して、プライベート VLAN とし
て設定された VLAN が他の目的に使用されないようにするには、プライベート VLAN ポートが設
定されていないデバイスを含め、すべての中間デバイスにプライベート VLAN を設定します。

プライベート VLAN のハイ アベイラビリティ
このソフトウェアは、コールド リブート時に、プライベート VLAN のステートフルおよびステー
トレスの両方の再起動において、ハイ アベイラビリティをサポートしています。ステートフルな
再起動では、最大 3 回の再試行がサポートされます。再起動から 10 秒以内に 4 回以上の再試行を
行うと、スーパーバイザ モジュールがリロードされます。
プライベート VLAN ごとに、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードをシームレス
に実行できます。
Cisco NX-OS Release 5.0(2) 以降、プライベート VLAN の無差別トランク ポートまたは独立トラン
ク ポートを設定している場合は、ソフトウェアをダウングレードするために、これらのポートの
設定を解除する必要があります。
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（注）

ハイ アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。

プライベート VLAN のバーチャライゼーション サポート
このソフトウェアは、仮想デバイス コンテキスト（VDC）をサポートしています。

（注）

VDC およびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』を参照してください。
各 VLAN は、プライマリ VLAN およびすべてのセカンダリ VLAN のプライベート VLAN ポート
が、すべて同じ VDC に属している必要があります。プライベート VLAN は、複数の VDC に対し
ては設定できません。

FEX HIF（Cisco Nexus 7000 Parent）上の PVLAN（独立）
ファブリック エクステンダ（FEX）ホスト インターフェイス（HIF）での独立プライベート VLAN
（PVLAN）サポート機能により、ユーザは、親スイッチが Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで
ある FEX ポート上で、PVLAN 独立ホストおよびセカンダリ トランク ポートを設定できます。こ
の機能により、ユーザは、トランク ポートからホスト インターフェイス ポートまでのエンドツー
エンドのプライベート VLAN（PVLAN）ドメインを作成できます。
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FEX HIF 上の独立 PVLAN でサポートされるトポロジ
FEX HIF 上の独立 PVLAN は、単一のホームおよびデュアル ホーム vPC トポロジでサポートされ
ます。
図 4：FEX HIF 上の独立 PVLAN でサポートされるトポロジ

プライベート VLAN のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

プライベート VLAN にライセンスは必要ありま
せん。ライセンス パッケージに含まれていない
機能はすべて Cisco NX-OS システム イメージに
バンドルされており、追加費用は一切発生しま
せん。NX-OS ライセンス方式の詳細について
は、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照して
ください。

ただし、VDC を使用するには、Advanced Services ライセンスが必要です。

プライベート VLAN の前提条件
プライベート VLAN には次の前提条件があります。

Cisco Nexus 7000 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
OL-25755-04-J

79

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN の設定に関する注意事項および制約事項

• デバイスにログインしている必要があります。
• 必要に応じて、Advanced Services ライセンスをインストールし、特定の VDC を開始します。
• プライベート VLAN 機能をイネーブルにする必要があります。

プライベート VLAN の設定に関する注意事項および制約
事項
プライベート VLAN 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
• デバイスでプライベート VLAN 機能を適用するには、プライベート VLAN をイネーブルに
する必要があります。
• デバイスでこの機能を適用するには、VLAN インターフェイス機能をイネーブルにする必要
があります。
• セカンダリ VLAN を設定する前に、セカンダリ VLAN として設定するすべての VLAN の
VLAN ネットワーク インターフェイスをシャットダウンします。
• Cisco NX-OS Release 6.0(x) は、F2 シリーズ モジュールの PVLAN 機能をサポートしません。
• 共有インターフェイスがプライベート VLAN の一部となるように設定することはできませ
ん。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照
してください。
• FEX HIF 上の独立 PVLAN には、M2、F2、F2e および F3 ファブリック ポート モジュールの
みサポートされます。
• プライマリ VLAN には 1 つの独立 VLAN のみ関連付けできます。
• FEX HIF ポートでは、独立ホストおよびトランク セカンダリ PVLAN ポート モードのみがサ
ポートされます。
• system private-vlan fex trunk disable コマンドが設定されている場合は、PVLAN を FEX 上の
HIF トランク ポートで実行できません。
• PVLAN 無差別、コミュニティおよびトランク無差別は、FEX HIF ポートではサポートされ
ません。
• M1 および M1-XL ファブリック モジュールは、FEX HIF ポートでサポートされません。
• FEX ポートでの独立トランクの設定は、system private-vlan fex trunk グローバル コンフィ
ギュレーションと互換性がありません。
◦ system private-vlan fex trunk グローバル コンフィギュレーションを適用する前に、FEX
ポートから独立トランクの設定を削除する必要があります。
◦ system private-vlan fex trunk グローバル コンフィギュレーションの適用後は、FEX ポー
トでの独立トランクの設定はサポートされません。
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◦ FEX ポートで独立トランクを使用するには、system private-vlan fex trunk グローバル コ
ンフィギュレーションを削除する必要があります。

セカンダリ VLAN およびプライマリ VLAN の設定
プライベート VLAN でのセカンダリ LAN またはプライマリ LAN の設定時は、次の注意事項に
従ってください。
• デフォルト VLAN（VLAN1）または内部的に割り当てられた VLAN を、プライマリ VLAN
またはセカンダリ VLAN として設定できません。
• プライベート VLAN を設定するには VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）モードを
使用する必要があります。
• 1 つのプライマリ VLAN に、複数の独立 VLAN およびコミュニティ VLAN を関連付けるこ
とができます。独立 VLAN またはコミュニティ VLAN には、1 つのプライマリ VLAN のみ
を関連付けることができます。
• プライベート VLAN がレイヤ 2 でホストを分離していても、ホストはレイヤ 3 で互いに通信
できます。
• セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けられている場合、ブリッジ プライオリティ
などのプライマリ VLAN の STP パラメータは、セカンダリ VLAN に伝播されます。ただし、
STP パラメータが必ずしもその他のデバイスに伝播されるとはかぎりません。プライマリ
VLAN、独立 VLAN、およびコミュニティ VLAN のスパニングツリー トポロジが正確に一致
し、これらの VLAN が同じ転送データベースを適切に共有できるかどうかを確認するには、
STP 設定を手動でチェックする必要があります。
• 標準トランク ポートの場合、次の事項に注意してください。
◦ プライベート VLAN 内の各 VLAN に、個別の STP インスタンスが存在します。
◦ プライマリ VLAN およびすべてのセカンダリ VLAN の STP パラメータが一致している
必要があります。
◦ プライマリ VLAN および関連付けられたすべてのセカンダリ VLAN が、同じ MST イン
スタンス内に存在している必要があります。
• 非トランク ポートの場合、次の事項に注意してください。
◦ STP が認識するのは、プライベート VLAN ホスト ポートのプライマリ VLAN だけで
す。STP は、ホスト ポート上のセカンダリ VLAN では実行されません。

（注）

ホスト ポートとして設定するすべてのポート上で BPDU ガードをイネーブルにすることを推
奨します。この機能は、無差別モード ポート上ではイネーブルにしないでください。
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• プライベート VLAN 無差別トランク ポートの場合は、次の点に注意してください。
• 各無差別トランク ポートに対し、最大 16 個のプライベート VLAN のプライマリ VLAN
とセカンダリ VLAN のペアを設定できます。
• ネイティブ VLAN は、標準 VLAN かプライベート VLAN のプライマリ VLAN にする必
要があります。プライベート VLAN のセカンダリ VLAN を、プライベート VLAN の無
差別トランク ポートのネイティブ VLAN として設定できません。
• プライベート VLAN の無差別トランク ポートが設定されているシステムをダウングレー
ドするには、これらのポートの設定を解除する必要があります。
• プライベート VLAN 独立トランク ポートの場合は、次の点に注意してください。
◦ 各独立トランク ポートに対し、最大 16 個のプライベート VLAN のプライマリ VLAN
とセカンダリ VLAN のペアを設定できます。
◦ ネイティブ VLAN は、標準 VLAN かプライベート VLAN のセカンダリ VLAN にする必
要があります。プライベート VLAN のプライマリ ポートを、プライベート VLAN の独
立トランク ポートのネイティブ VLAN として設定できません。
◦ プライベート VLAN の独立トランク ポートが設定されているシステムをダウングレー
ドするには、これらのポートの設定を解除する必要があります。
• プライマリ VLAN、独立 VLAN、およびコミュニティ VLAN には、別々の Quality of Service
（QoS）を適用できます。
• すべてのプライベート VLAN トラフィックに VACL を適用するには、プライマリ VLAN の
VLAN ネットワーク インターフェイスにセカンダリ VLAN をマッピングしてから、プライ
マリ VLAN の VLAN ネットワーク インターフェイス上に VACL を設定します。
• プライマリ VLAN の VLAN ネットワーク インターフェイスに適用した VACL は、マッピン
グが設定されている場合に限り、関連付けられた独立 VLAN およびコミュニティ VLAN に
自動的に適用されます。
• プライマリ VLAN の VLAN ネットワーク インターフェイスにセカンダリ VLAN をマッピン
グしない場合は、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN に異なる VACL を設定できますが、
問題が発生する可能性があります。
• プライベート VLAN のトラフィックは、異なる VLAN では異なる方向に伝送されるので、
マッピングを設定する前に、入力トラフィック用と出力トラフィック用にそれぞれ異なる
VACL を設定できます。

（注）

プライベート VLAN 内のプライマリ VLAN とすべてのセカンダリ VLAN では、同じ VACL を
保持する必要があります。
• DHCP スヌーピングはプライベート VLAN 上でイネーブルにできます。プライマリ VLAN 上
で DHCP スヌーピングをイネーブルにすると、DHCP 設定がセカンダリ VLAN に伝播されま
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す。セカンダリ VLAN で DHCP を設定しても、プライマリ VLAN をすでに設定している場
合、DHCP 設定は有効になりません。
• VLAN をセカンダリ VLAN として設定する前に、セカンダリ VLAN の VLAN ネットワーク
インターフェイスをシャットダウンする必要があります。
• 無差別ポートが設定された独立プライベート VLAN 内でのホスト間通信を防ぐには、そのサ
ブネット内のホストの相互通信を拒否するロールベース ACL（RBACL）を設定します。

プライベート VLAN ポートの設定
プライベート VLAN ポートの設定時は、次の注意事項に従ってください。
• Release 6.2(10) 以前では、ネイティブ VLAN はプライベート VLAN 設定でサポートされてい
ません。
• プライマリ VLAN、独立 VLAN、またはコミュニティ VLAN にポートを割り当てるには、プ
ライベート VLAN コンフィギュレーション コマンドだけを使用します。
• プライマリ VLAN、独立 VLAN、またはコミュニティ VLAN として設定する VLAN に割り
当てられているレイヤ 2 アクセス ポートは、この VLAN がプライベート VLAN の設定に含
まれている場合、非アクティブになります。プライベート VLAN を伝送するレイヤ 2 トラン
ク インターフェイスはアクティブで、STP データベースの一部として保持されます。
• プライベート VLAN 設定に使用される VLAN を削除すると、その VLAN に関連付けられた
プライベート VLAN ポートは非アクティブになります。

他の機能に関連する制約事項
プライベート VLAN の設定時は、他の機能に関連する設定上の制約事項を考慮してください。

（注）

一部の状況では、エラー メッセージが表示されずに設定が受け入れられますが、コマンドに
は効果がありません。
• IGMP は、プライマリ VLAN 上でのみ実行され、すべてのセカンダリ VLAN にプライマリ
VLAN の設定が使用されます。
• セカンダリ VLAN 内の IGMP 加入要求は、プライマリ VLAN で受信されたものとして処理
されます。
• プライベート VLAN では、次のスイッチド ポート アナライザ（SPAN）機能がサポートされ
ます。
◦ プライベート VLAN ポートを SPAN 送信元ポートとして設定できます。
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◦ プライマリ VLAN、独立 VLAN、およびコミュニティ VLAN 上で VLAN ベースの SPAN
（VSPAN）を使用したり、単一の VLAN 上で SPAN を使用したりして、出力トラフィッ
クまたは入力トラフィックを個別に監視することができます。
• プライベート VLAN ホストまたは無差別ポートは、宛先 SPAN ポートにはできません。
• 宛先 SPAN ポートは、独立ポートにしないでください（ただし、送信元 SPAN ポートは独立
ポートにできます）。
• SPAN は、プライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN の両方に対して設定できます。また、
出力トラフィックまたは入力トラフィックのうち、どちらか一方だけに対して設定すること
もできます。
• プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN 間のアソシエーションを設定すると、セカンダリ
VLAN を学習したダイナミック MAC アドレスがすぐに消去されます。
• プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN 間の関連付けを設定すると、セカンダリ VLAN 上で
作成されたすべてのスタティック MAC アドレスが、プライマリ VLAN に挿入されます。関
連付けを削除すると、スタティック MAC アドレスはセカンダリ VLAN だけの設定に戻りま
す。
• プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN 間の関連付けの設定後に、セカンダリ VLAN 用のス
タティック MAC アドレスは作成できません。
• プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN 間のアソシエーションの設定後、このアソシエーショ
ンを削除すると、プライマリ VLAN 上に作成されたすべてのスタティック MAC アドレス
は、プライマリ VLAN 上に限り存続します。
• プライベート VLAN では、ポート セキュリティ機能はサポートされません。
• プライベート VLAN では、STP はプライマリ VLAN だけを制御します。
• プライベート VLAN、MST、または vPC の設定時に vPC トランクからセカンダリ VLAN の
一部を削除しているか、セカンダリ VLAN の一部を削除している場合、ARP や HSRP hello
のようなマルチキャストまたはブロードキャスト メッセージをプライベート VLAN によっ
てフラッディングすることはできません。この場合、削除したセカンダリ VLAN をトランク
として再設定するか、または削除したセカンダリ VLAN を再設定します。

（注）

スタティック MAC アドレスの設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照してください。

プライベート VLAN のデフォルト設定
次の表に、プライベート VLAN のデフォルト設定を示します。
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表 10：プライベート VLAN のデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

プライベート VLAN

ディセーブル

プライベート VLAN の設定
指定した VLAN をプライベート VLAN として割り当てる前に、VLAN を作成しておく必要があり
ます。
VLAN インターフェイスへの IP アドレスの割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OS コマンドは通常使用す
る Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

プライベート VLAN のイネーブル化
プライベート VLAN 機能を使用するには、デバイス上でプライベート VLAN をイネーブルにする
必要があります。

（注）

プライベート VLAN コマンドは、プライベート VLAN 機能をイネーブルにするまで表示され
ません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

feature private-vlan
例：
switch(config)# feature
private-vlan
switch(config)#

デバイス上でプライベート VLAN 機能をイネー
ブルにします。
（注）

プライベート VLAN モードのデバイ
スに動作可能なポートがある場合、
no feature private-vlan コマンドを適
用できません。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次に、デバイス上でプライベート VLAN 機能をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# feature private-vlan
switch(config)#

プライベート VLAN としての VLAN の設定
（注）

VLAN をセカンダリ VLAN（つまり、コミュニティ VLAN または独立 VLAN のいずれか）と
して設定する前に、まず VLAN ネットワーク インターフェイスをシャットダウンする必要が
あります。
VLAN は、プライベート VLAN として設定できます。
プライベート VLAN を作成するには、最初に VLAN を作成して、その VLAN をプライベート
VLAN として設定します。
プライベート VLAN 内で、プライマリ VLAN、コミュニティ VLAN、または独立 VLAN として使
用するすべての VLAN を作成します。そのあとで、複数の独立 VLAN および複数のコミュニティ
VLAN を 1 つのプライマリ VLAN に関連付けます。複数のプライマリ VLAN と関連付けを設定で
きます。つまり、複数のプライベート VLAN を設定できます。
プライマリ VLAN またはセカンダリ VLAN を削除すると、その VLAN に関連付けされたポート
は非アクティブになります。
プライベート VLAN トラック ポート上でセカンダリ VLAN またはプライマリ VLAN のいずれか
を削除した場合、その特定の VLAN だけが非アクティブになり、トランク ポートはアップしたま
まです。

はじめる前に
プライベート VLAN 機能がイネーブルであることを確認してください。
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

vlan {vlan-id | vlan-range}

VLAN コンフィギュレーション
サブモードにします。

例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

private-vlan
{community |
isolated
|primary}

VLAN を、コミュニティ VLAN、
独立 VLAN、またはプライマリ
プライベート VLAN として設定
します。プライベート VLAN に
は、1 つのプライマリ VLAN を設
定する必要があります。複数のコ
ミュニティ VLAN と独立 VLAN
を設定することができます。

no private-vlan 指定した VLAN からプライベー
{community | ト VLAN の設定を削除し、通常
isolated |
の VLAN モードに戻します。プ
primary}
ライマリ VLAN またはセカンダ
リ VLAN を削除すると、その
VLAN に関連付けされたポートは
非アクティブになります。

例：
switch(config-vlan)# private-vlan primary

ステップ 4

exit

VLAN コンフィギュレーション
サブモードを終了します。

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show vlan private-vlan [type]

（任意）
プライベート VLAN の設定を
表示します。

例：
switch# show vlan private-vlan

ステップ 6

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

（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。

次の例は、VLAN 5 をプライマリ VLAN としてプライベート VLAN に割り当てる方法を示してい
ます。
switch# config t
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)# private-vlan primary
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

セカンダリ VLAN のプライマリプライベート VLAN とのアソシエーショ
ン
セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けるときは、次の注意事項に従ってください。
• secondary-vlan-list パラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数
の項目を含めることができます。各項目は、単一のセカンダリ VLAN ID、またはセカンダリ
VLAN ID をハイフンでつないだ範囲にできます。
• secondary-vlan-list パラメータには、複数のコミュニティ VLAN ID と独立 VLAN ID を含める
ことができます。
• セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けるには、secondary-vlan-list と入力するか、
secondary-vlan-list に add キーワードを入力します。
• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN との関連付けをクリアするには、secondary-vlan-list
に remove キーワードを入力します。
• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN とのアソシエーションを変更するには、既存のアソ
シエーションを削除し、次に必要なアソシエーションを追加します。
プライマリ VLAN またはセカンダリ VLAN を削除すると、その VLAN に関連付けされたポート
は非アクティブになります。
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no private-vlan コマンドを入力すると、VLAN は通常の VLAN モードに戻ります。その VLAN 上
の関連付けはすべて一時停止されますが、インターフェイスはプライベート VLAN モードのまま
になります。
指定の VLAN をプライベート VLAN モードに再変換すると、元のアソシエーションが復元されま
す。
プライマリ VLAN に対して no vlan コマンドを入力すると、その VLAN に関連付けされたすべて
のプライベート VLAN は失われます。ただし、セカンダリ VLAN に対して no vlan コマンドを入
力した場合、その VLAN とプライベート VLAN の関連付けは一時停止します。この VLAN を再
作成して以前のセカンダリ VLAN として設定すると元に戻ります。

はじめる前に
プライベート VLAN 機能がイネーブルであることを確認してください。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

vlan primary-vlan-id

プライベート VLAN の設定作業を
行うプライマリ VLAN の番号を入
力します。

例：
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

private-vlan
セカンダリ VLAN をプ
association {[add] ライマリ VLAN に関連
secondary-vlan-list |
付けます。
remove
secondary-vlan-list}
no private-vlan
association

プライマリ VLAN から
すべてのアソシエー
ションを削除し、通常
の VLAN モードに戻し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
switch(config-vlan)# private-vlan
association 100-105,109

ステップ 4

exit

VLAN コンフィギュレーション サ
ブモードを終了します。

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show vlan private-vlan [type]
例：

（任意）
プライベート VLAN の設定を表示
します。

switch# show vlan private-vlan

ステップ 6

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

（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。

次に、コミュニティ VLAN 100 ～ 105 および独立 VLAN 109 をプライマリ VLAN 5 に関連付ける
例を示します。
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)# private-vlan association 100-105, 109
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

プライマリ VLAN の VLAN インターフェイスへのセカンダリ VLAN の
マッピング
（注）

プライベート VLAN のプライマリ VLAN の VLAN インターフェイスへの IP アドレスの割り
当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照
してください。
セカンダリ VLAN を、プライマリ VLAN の VLAN インターフェイスにマッピングします。独立
VLAN およびコミュニティ VLAN は、ともにセカンダリ VLAN と呼ばれます。プライベート
VLAN の入力トラフィックをレイヤ 3 で処理するには、セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN の
VLAN ネットワーク インターフェイスにマッピングします。
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（注）

VLAN ネットワーク インターフェイスを設定する前に、VLAN ネットワーク インターフェイ
スをイネーブルにする必要があります。プライマリ VLAN に関連付けられたコミュニティ
VLAN または独立 VLAN 上の VLAN ネットワーク インターフェイスは、アウト オブ サービ
スになります。稼働するのは、プライマリ VLAN 上の VLAN ネットワーク インターフェイス
だけです。

はじめる前に
• プライベート VLAN 機能をイネーブルにすること。
• VLAN インターフェイス機能をイネーブルにすること。
• 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）。
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。
• セカンダリ VLAN のマッピング先となる正しいプライマリ VLAN レイヤ 3 インターフェイ
スで作業をしていること。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface vlanprimary-vlan-ID
例：
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)#

ステップ 3

プライベート VLAN の設定作業
を行うプライマリ VLAN の番号
を入力し、プライマリ VLAN を
インターフェイス コンフィギュ
レーション モードにします。

次のいずれかのコマンドを入力します。
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プライマリ VLAN の VLAN インターフェイスへのセカンダリ VLAN のマッピング

コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明

private-vlan mapping{[add]
secondary-vlan-list|removesecondary-vlan-list}
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
セカ
ンダ
リ
VLAN
を、
プラ
イマ
リ
VLAN
の
SVI
また
はレ
イヤ
3イ
ン
ター
フェ
イス
に
マッ
ピン
グし
ま
す。
これ
によ
り、
プラ
イ
ベー
ト
VLAN
入力
トラ
フィッ
クの
レイ
ヤ3
ス
イッ
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
チン
グが
可能
にな
りま
す。

no private-vlan mapping

セカ
ンダ
リ
VLAN
とプ
ライ
マリ
VLAN
間の
レイ
ヤ3
イン
ター
フェ
イス
への
マッ
ピン
グを
消去
しま
す。

例：
switch(config-if)# private-vlan mapping 100-105,
109

ステップ 4

exit
例：

インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを終了しま
す。

switch(config-if)# exit
switch(config)#

Cisco Nexus 7000 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
94

OL-25755-04-J

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN ホスト ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show interface vlan primary-vlan-id private-vlan
mapping

（任意）
インターフェイスのプライベー
ト VLAN 情報を表示します。

例：
switch(config)# show interface vlan 101
private-vlan mapping

ステップ 6

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

（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。

次に、セカンダリ VLAN 100 ～ 105 および 109 を、プライマリ VLAN 5 のレイヤ 3 インターフェ
イスにマッピングする例を示します。
switch # config t
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)# private-vlan mapping 100-105, 109
switch(config-if)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN ホスト ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイス
の設定
レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN のホスト ポートとして設定できます。プライ
ベート VLAN では、ホスト ポートがセカンダリ VLAN の一部です。セカンダリ VLAN は、コミュ
ニティ VLAN または独立 VLAN のいずれかです。

（注）

ホスト ポートとして設定されているすべてのインターフェイスで、BPDU ガードをイネーブル
にすることを推奨します。
次に、ホスト ポートを、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の両方にアソシエートします。

はじめる前に
プライベート VLAN 機能がイネーブルであることを確認してください。
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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port
例：

プライベート VLAN ホスト ポート
として設定するレイヤ 2 ポートを選
択します。

switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switchport mode private-vlan host
例：

レイヤ 2 ポートをプライベート
VLAN のホスト ポートとして設定
します。

switch(config-if)# switchport mode
private-vlan host
switch(config-if)#

ステップ 4

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

switchport
private-vlan
host-association
{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-id}

レイヤ 2 ホスト ポート
を、プライベート VLAN
のプライマリ VLAN およ
びセカンダリ VLAN に関
連付けます。セカンダリ
VLAN は、独立 VLAN ま
たはコミュニティ VLAN
のいずれかとして設定で
きます。

no switchport
private-vlan
host-association

プライベート VLAN のア
ソシエーションをポート
から削除します。

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
host-association 10 50

ステップ 5

exit

インターフェイスコンフィギュレー
ション モードを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show interface switchport

（任意）
スイッチポートとして設定されてい
るすべてのインターフェイスに関す
る情報を表示します。

例：
switch# show interface switchport

ステップ 7

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

（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。

次に、レイヤ 2 ポート 2/1 をプライベート VLAN のホスト ポートとして設定し、プライマリ VLAN
10 およびセカンダリ VLAN 50 に関連付ける例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 10 50
switch(config-if)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN 独立トランクポートとしてのレイヤ 2 インターフェ
イスの設定
Cisco NX-OS Release 5.0(2) から、レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN 独立トランク
ポートとして設定できるようになりました。これらの独立トランク ポートは、複数のセカンダリ
VLAN と通常の VLAN のトラフィックを伝送します。

（注）

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN は、プライベート VLAN 独立トランク ポート上で動作
可能になる前に関連付ける必要があります。

はじめる前に
プライベート VLAN 機能がイネーブルであることを確認してください。
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。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステッ
プ2

interface {type slot/port}
例：

プライベート VLAN 独立トランク ポート
として設定するレイヤ 2 ポートを選択しま
す。

switch(config)# interface ethernet 2/11
switch(config-if)#

ステッ
プ3

switchport

レイヤ 2 ポートをスイッチ ポートとして
設定します。

例：
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)#

ステッ
プ4

switchport mode private-vlan trunk
secondary
例：
switch(config-if)# switchport mode
private-vlan trunk secondary
switch(config-if)#

ステッ
プ5

switchport private-vlan trunk native vlan
vlan-id
例：
switch(config-if)# switchport
private-vlan trunk native vlan 5

レイヤ 2 ポートを、複数の独立 VLAN の
トラフィックを伝送する独立トランクポー
トとして設定します。
（注）

（任意）
802.1Q トランクのネイティブ VLAN を設
定します。有効値の範囲は 1 ～ 3968 およ
び 4048 ～ 4093 です。デフォルト値は 1 で
す。
（注）

ステッ
プ6

コミュニティ VLAN は独立トラ
ンク ポートにはできません。

プライベート VLAN を独立トラ
ンク ポートのネイティブ VLAN
として使用している場合は、セ
カンダリ VLAN または標準
VLAN の値を入力する必要があ
ります。プライマリ VLAN をネ
イティブ VLAN として設定する
ことはできません。

switchport private-vlan trunk allowed vlan プライベート VLAN 独立トランク インター
{add vlan-list | all | except vlan-list | none |
フェイスの許容 VLAN を設定します。有
remove vlan-list}
効値の範囲は 1 ～ 3968 および 4048 ～ 4093
です。
例：
switch(config-if)# switchport
private-vlan trunk allowed vlan add 1
switch(config-if)#

プライベート プライマリ VLAN およびセ
カンダリ VLAN を独立トランク ポートに
マッピングすると、すべてのプライマリ
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コマンドまたはアクション

目的
VLAN がこのポートの許可される VLAN
リストに自動的に追加されます。
（注）

ステッ
プ7

ネイティブ VLAN が許可される
VLAN リストに含まれているこ
とを確認します。このコマンド
では、デフォルトでこのインター
フェイス上の VLAN が許可され
ないため、ネイティブ VLAN ト
ラフィックを通過させるには、
ネイティブ VLAN を許可される
VLAN として設定する必要があ
ります（関連する VLAN として
追加済みでない場合）。

次のいずれかのコマンドを入力します。
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 独立トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的

説明

switchport
private-vlan
association trunk
{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-id}
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 独立トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的

説明
レイヤ 2 独立トラン
ク ポートを、プライ
ベート VLAN のプラ
イマリ VLAN および
セカンダリ VLAN に
関連付けます。セカ
ンダリ VLAN は独立
VLAN である必要が
あります。各独立ト
ランク ポートに対
し、最大 16 個のプラ
イベート VLAN のプ
ライマリとセカンダ
リのペアを関連付け
られます。作業中の
プライマリ VLAN と
セカンダリ VLAN の
ペアごとに、コマン
ドを再入力する必要
があります。
（注）

独立トラン
ク ポートの
各セカンダ
リ VLAN
は、別々の
プライマリ
VLAN に関
連付ける必
要がありま
す。同じプ
ライマリ
VLAN に関
連付けられ
た 2 つの独
立 VLAN
を、プライ
ベート
VLAN 独立
トランク
ポートに接
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 独立トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的

説明
続すること
はできませ
ん。これを
行った場
合、最新の
エントリが
前のエント
リを上書き
します。

no switchport
private-vlan
association trunk
[primary-vlan-id
[secondary-vlan-id]]

プライベート VLAN
独立トランク ポート
からプライベート
VLAN の関連付けを
削除します。

例：
switch(config-if)# switchport
private-vlan association trunk 10 101
switch(config-if)#

ステッ
プ8

exit

インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステッ
プ9

show interface switchport
例：
switch# show interface switchport

ステッ
プ 10

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

（任意）
スイッチポートとして設定されているすべ
てのインターフェイスに関する情報を表示
します。
（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。

次に、レイヤ 2 ポート 2/1 を、3 つの異なるプライマリ VLAN と関連セカンダリ VLAN に関連付
けられたプライベート VLAN 独立トランク ポートとして設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk secondary
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan add 1
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

switch(config-if)#
switch(config-if)#
switch(config-if)#
switch(config-if)#
switch(config)#

switchport private-vlan association trunk 10 101
switchport private-vlan association trunk 20 201
switchport private-vlan association trunk 30 102
exit

プライベート VLAN 無差別ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイス
の設定
レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN の無差別ポートとして設定し、その無差別ポー
トをプライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN に関連付けることができます。

はじめる前に
プライベート VLAN 機能がイネーブルであることを確認してください。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface {type slot/port}
例：

プライベート VLAN 無差別ポート
として設定するレイヤ 2 ポートを
選択します。

switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 3

switchport mode private-vlan promiscuous
例：

レイヤ 2 ポートをプライベート
VLAN の無差別ポートとして設定
します。

switch(config-if)# switchport mode
private-vlan promiscuous

ステップ 4

次のいずれかのコマンドを入力します。
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

説明

switchport
private-vlan
mapping
{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-list
| add
secondary-vlan-list
| remove
secondary-vlan-list}

レイヤ 2 ポートを無差別
ポートとして設定し、こ
のポートをプライマリ
VLAN および選択したセ
カンダリ VLAN のリスト
に関連付けます。セカン
ダリ VLAN は、独立
VLAN またはコミュニ
ティ VLAN のいずれかと
して設定できます。

no switchport
private-vlan
mapping

プライベート VLAN か
ら、マッピングをクリア
します。

目的

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
mapping 10 50

ステップ 5

exit

インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 6

show interface switchport
例：
switch# show interface switchport

ステップ 7

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

（任意）
スイッチポートとして設定されて
いるすべてのインターフェイスに
関する情報を表示します。
（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。

次に、レイヤ 2 ポート 2/1 を無差別ポートとして設定し、プライマリ VLAN 10 とセカンダリ独立
VLAN 50 に関連付ける例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 10 50
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インター
フェイスの設定
Cisco NX-OS Release 5.0(2) から、レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN 無差別トラン
ク ポートとして設定し、その無差別トランク ポートを複数のプライマリ VLAN に関連付けるこ
とができるようになりました。これらの無差別トランク ポートは、複数のプライマリ VLAN と通
常の VLAN のトラフィックを伝送します。

（注）

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN は、プライベート VLAN 無差別トランク ポート上で動
作可能になる前に関連付ける必要があります。

はじめる前に
プライベート VLAN 機能がイネーブルであることを確認してください。
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

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステッ
プ2

interface{type slot/port}
例：

プライベート VLAN 無差別トランク
ポートとして設定するレイヤ 2 ポー
トを選択します。

switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステッ
プ3

switchport

レイヤ 2 ポートをスイッチ ポートと
して設定します。

例：
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)#

ステッ
プ4

switchport mode private-vlan trunk promiscuous
例：
switch(config-if)# switchport mode private-vlan
trunk promiscuous
switch(config-if)#

レイヤ2ポートを、複数のプライベー
ト VLAN と通常の VLAN のトラ
フィックを伝送するための無差別ト
ランク ポートして設定します。
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

ステッ
プ5

コマンドまたはアクション

目的

switchport private-vlan trunk native vlanvlan-id

（任意）
802.1Q トランクのネイティブ VLAN
を設定します。有効値の範囲は 1 ～
3968 および 4048 ～ 4093 です。デ
フォルト値は 1 です。

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
trunk native vlan 5

（注）

ステッ
プ6

switchport private-vlan trunk allowed
vlan{addvlan-list| all | exceptvlan-list | none |
removevlan-list}
例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
trunk allowed vlan add 1
switch(config-if)#

プライベート VLAN 無差別トランク
インターフェイスの許可 VLAN を設
定します。有効値の範囲は 1 ～ 3968
および 4048 ～ 4093 です。
プライベート プライマリ VLAN およ
びセカンダリ VLAN を無差別トラン
ク ポートにマッピングすると、すべ
てのプライマリ VLAN がこのポート
の許可される VLAN リストに自動的
に追加されます。
（注）

ステッ
プ7

プライベート VLAN を無差
別トランク ポートのネイ
ティブ VLAN として使用し
ている場合は、プライマリ
VLAN または標準 VLAN の
値を入力する必要がありま
す。セカンダリ VLAN をネ
イティブ VLAN として設定
することはできません。

ネイティブ VLAN が許可さ
れる VLAN リストに含まれ
ていることを確認します。
このコマンドでは、デフォ
ルトでこのインターフェイ
ス上の VLAN が許可されな
いため、ネイティブ VLAN
トラフィックを通過させる
には、ネイティブ VLAN を
許可される VLAN として設
定する必要があります（関
連する VLAN として追加済
みでない場合）。

次のいずれかのコマンドを入力します。
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明

switchport private-vlan mapping
trunkprimary-vlan-id{addsecondary-vlan-list
| removesecondary-vlan-id}
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
無差
別ト
ラン
ク
ポー
ト
と、
プラ
イマ
リ
VLAN
およ
び選
択し
た関
連す
るセ
カン
ダリ
VLAN
のリ
スト
を
マッ
ピン
グす
るか
マッ
ピン
グを
削除
しま
す。
セカ
ンダ
リ
VLAN
は、
独立
VLAN
また
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
はコ
ミュ
ニ
ティ
VLAN
のい
ずれ
かと
して
設定
でき
ま
す。
トラ
フィッ
クを
通過
させ
るに
は、
プラ
イマ
リ
VLAN
とセ
カン
ダリ
VLAN
の間
のプ
ライ
ベー
ト
VLAN
の関
連付
けが
動作
する
必要
があ
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
りま
す。
各無
差別
トラ
ンク
ポー
トに
対
し、
最大
16 個
のプ
ライ
ベー
ト
VLAN
のプ
ライ
マリ
とセ
カン
ダリ
のペ
アを
マッ
ピン
グで
きま
す。
作業
して
いる
プラ
イマ
リ
VLAN
それ
ぞれ
に対
して
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
プライベート VLAN 無差別トランク ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
コマ
ンド
を再
入力
する
必要
があ
りま
す。

no switchport private-vlan mapping trunk イン
[primary-vlan-id [secondary-vlan-id]]
ター
フェ
イス
から
プラ
イ
ベー
ト
VLAN
無差
別ト
ラン
ク
マッ
ピン
グを
削除
しま
す。

例：
switch(config-if)# switchport private-vlan
mapping trunk 4 add 5
switch(config-if)#

ステッ
プ8

インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを終了します。

exit
例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
FEX HIF ポートでの独立 PVLAN の設定

ステッ
プ9

コマンドまたはアクション

目的

show interface switchport

（任意）
スイッチポートとして設定されてい
るすべてのインターフェイスに関す
る情報を表示します。

例：
switch# show interface switchport

ステッ
プ 10

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

（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。

次に、レイヤ 2 ポート 2/1 を、2 つのプライマリ VLAN とそれに関連するセカンダリ VLAN に関
連付けられた無差別トランク ポートとして設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan add 1
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 2 add 3
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 4 add 5
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 1 add 20
switch(config-if)# exit
switch(config)#

FEX HIF ポートでの独立 PVLAN の設定
HIF ポートでの PVLAN のディセーブル化
はじめる前に
• feature private-vlan コマンドがイネーブルになっていることを確認します。
• PVLAN が HIF FEX トランク ポートで設定されていないか、イネーブルになっていないこと
を確認します。

手順
HIF FEX トランク ポートで PVLAN が起動しないようにします。HIF ポートは、FEX 上の PVLAN
非設定ポートです。
switch(config)# system private-vlan fex trunk disable
（注）
（注）

system private-vlan fex trunk disable コマンドが設定されていない場合にトランク ポー
トに PVLAN を設定しようとすると、システムにエラー メッセージが表示されます。
system private-vlan fex trunk disable コマンドは、トランク ポート上の PVLAN のみを
ディセーブルにします。アクセス ポートでは PVLAN は動作しません。

Cisco Nexus 7000 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
112

OL-25755-04-J

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
FEX 独立ポートでの PVLAN の設定

次の作業
• FEX 独立ホスト ポートでの PVLAN の設定

FEX 独立ポートでの PVLAN の設定
手順
ステップ 1

FEX 独立ホスト ポートのインターフェイスおよびインターフェイス ポートを設定し、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。FEX 独立ホスト ポートは、PVLAN が設
定されたポートです。
switch(config)# interface interface-type/slot/port

ステップ 2

インターフェイスのスイッチ ポートをイネーブルにします。
switch(config-if)# switchport

ステップ 3

ポート モードを private-vlan host に設定します。
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host

ステップ 4

ポートで PVLAN の関連付けを設定します。
switch(config-if)# switchport private-vlan association primary-vlan-id secondary-vlan-id

switch(config)# interface Ethernet100/1/13
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 550 551

次の作業
• トランク セカンダリ ポートでの PVLAN の設定

トランク セカンダリ ポートでの PVLAN の設定
手順
ステップ 1

セカンダリ トランク ポートのインターフェイスおよびインターフェイス ポートを設定し、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 interface-type/slot/port

ステップ 2

インターフェイスのスイッチ ポートをイネーブルにします。
switch(config-if)# switchport

ステップ 3

ポートをトランク セカンダリ モードにします。
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NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
FEX HIF 上の PVLAN（独立）設定の確認

switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk secondary
ステップ 4

プライマリおよびセカンダリ VLAN 間の PVLAN 関連付けペアを設定します。
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk primary-vlan-id secondary-vlan-id

ステップ 5

プライマリ PVLAN と独立 PVLAN 間の関連付けを設定します。
switch(config-if)# vlan primary-vlan-id
switch(config-vlan)# private-vlan association secondary-vlan-id
switch(config-vlan)# vlan secondary-vlan-id
switch(config-vlan)# private-vlan isolated

switch(config)# interface Ethernet100/1/13
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk secondary
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 550 551
switch(config-if)# vlan 550
switch(config-vlan)# private-vlan association 551
switch(config-vlan)# vlan 551
switch(config-vlan)# private-vlan isolated
switch(config-vlan)# exit

次の作業
• （任意）FEX HIF 上の PVLAN（独立）の設定を確認します。

FEX HIF 上の PVLAN（独立）設定の確認
手順
PVLAN の動作ステータスを表示します。
switch# show vlan private-vlan
例
switch# show vlan private-vlan
Primary
550

Secondary
------551

Type
--------isolated

Ports
--------------Eth100/1/13

プライベート VLAN 設定の確認
プライベート 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。
コマンド

目的

show running-config vlanvlan-id

VLAN 情報を表示します。
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コマンド

目的

show vlan private-vlan [type]

プライベート VLAN に関する
情報を表示します。

show interface private-vlan mapping

プライベート VLAN マッピン
グのインターフェイスの情報を
表示します。

show interface vlanprimary-vlan-id private-vlan mapping

プライベート VLAN マッピン
グのインターフェイスの情報を
表示します。

show interface switchport

スイッチポートとして設定され
ているすべてのインターフェイ
スに関する情報を表示します。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Command Reference』を参照してください。

プライベート VLAN の統計情報の表示とクリア
プライベート 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。
コマンド

目的

clear vlan [id vlan-id] counters

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。

show vlan counters

各 VLAN のレイヤ 2 パケット情報を表示しま
す。

プライベート VLAN の設定例
次に、3 種類のプライベート VLAN を作成し、セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付
け、プライベート VLAN のホスト ポートと無差別ポートを作成して適正な VLAN に関連付け、
VLAN インターフェイスまたは SVI を作成して、プライマリ VLAN がネットワーク全体と通信で
きるように設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# private-vlan primary
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# vlan 3
switch(config-vlan)# private-vlan community
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switch(config-vlan)#
switch(config)# vlan
switch(config-vlan)#
switch(config-vlan)#

exit
4
private-vlan isolated
exit

switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# private-vlan association 3,4
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# interface ethernet
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode
switch(config-if)# exit

1/11
private-vlan host
1/12
private-vlan promiscuous

switch(config)# interface ethernet 1/11
switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 3
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/12
switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 2 3,4
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface vlan 2
switch(config-vlan)# private-vlan mapping 3,4
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

コマンド リファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

VLAN インターフェイス、IP アドレス指定

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

スタティック MAC アドレス、セキュリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』

Cisco NX-OS の基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』
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関連項目

マニュアル タイトル

VDC

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes』

標準
標準

タイトル

この機能でサポートされる新規の標準または変 —
更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

MIB
MIB

MIB のリンク

• CISCO-PRIVATE-VLAN-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

プライベート VLAN 設定の機能履歴
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。
表 11：プライベート VLAN 設定の機能履歴

機能名

リリース

FEX HIF（Cisco Nexus 7000 7.3(0)D1(1)
Parent）上の PVLAN（独
立）

機能情報
この機能により、ユーザ
は、FEX ポート上で
PVLAN 独立ホストおよび
セカンダリ トランク ポー
トを設定できます。
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機能名

リリース

機能情報

プライベート VLAN 無差
別トランク ポートと独立
トランク ポート

5.0(2)

この機能では、無差別ポー
トから複数のプライベート
VLAN および通常の VLAN
のトラフィックを伝送で
き、独立ポートから複数の
独立 VLAN および通常の
VLAN のトラフィックを伝
送できます。

変更なし

4.2(1)

–

デバイス上でイネーブルに 4.1(2)
なっている機能の表示

次のコマンドを入力する
と、デバイス上でイネーブ
ルになっている機能を表示
できます。
• show feature
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章

Cisco NX-OS を使用した Rapid PVST+ の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスで Rapid per VLAN Spanning Tree（Rapid PVST+）プロトコル
を設定する方法について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 119 ページ
• Rapid PVST+ について, 120 ページ
• Rapid PVST+ のライセンス要件, 141 ページ
• Rapid PVST+ を設定するための前提条件, 141 ページ
• Rapid PVST+ の設定に関する注意事項および制約事項, 142 ページ
• Rapid PVST+ のデフォルト設定, 142 ページ
• Rapid PVST+ の設定, 145 ページ
• Rapid PVST+ の設定の確認, 161 ページ
• Rapid PVST+ 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョン）, 162 ページ
• Rapid PVST+ の設定例, 162 ページ
• Rapid PVST+ に関する追加情報（CLI バージョン）, 163 ページ
• Rapid PVST+ 設定の機能履歴（CLI バージョン）, 164 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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Rapid PVST+ について
（注）

レイヤ 2 インターフェイスの作成の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。
スパニングツリー プロトコル（STP）は、ネットワークのレイヤ 2 でループのないネットワーク
を実現するために実装されました。Rapid PVST+ は、VLAN ごとにスパニングツリー トポロジを
1 つ作成することができる、STP の更新版です。デバイスのデフォルト STP モードは Rapid PVST+
です。

（注）

このマニュアルでは、IEEE 802.1w および IEEE 802.1s を指す用語として、「スパニングツリー」
を使用します。このマニュアルで IEEE 802.1D STP に関して説明する場合は、具体的に 802.1D
と表記されます。

（注）

各 Virtual Device Context（VDC）内では、Rapid PVST+ または MST のいずれかを実行できま
す。VDC で両方の STP モードを同時に実行することはできません。Rapid PVST+ はデフォル
トの STP モードです。
Rapid PVST+ プロトコルは、VLAN 単位で実装される IEEE 802.1w 標準（高速スパニングツリー
プロトコル（RSTP））です。Rapid PVST+ は、個別の VLAN でなく、すべての VLAN に対応す
る単一の STP インスタンスが規定された IEEE 802.1Q VLAN 標準と相互運用されます。
デバイスのデフォルト VLAN（VLAN1）および新規作成されたすべての VLAN では、Rapid PVST+
がデフォルトでイネーブルです。Rapid PVST+ はレガシー IEEE 802.1D STP が稼働するデバイス
と相互運用されます。
RSTP は、元の STP 規格 802.1D の拡張版で、より高速な収束が可能です。

（注）

デバイスは、Rapid PVST+ に対して中断のない完全アップグレードをサポートしています。中
断のないアップグレードの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。
管理対象デバイス上で実行される Cisco NX-OS リリースでは、この章で説明する機能や設定がす
べてサポートされるとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラット
フォームおよびソフトウェア リリースのマニュアルとリリース ノートを参照してください。
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（注）

Cisco NX-OS Release 5.x 以降で仮想ポート チャネル（vPC）を実行している場合は、STP を設
定することにより、パフォーマンスを向上させることができます。この機能の詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

STP
STP は、ネットワークのループを排除しながらパスの冗長性を実現する、レイヤ 2 リンク管理プ
ロトコルです。

STP の概要
レイヤ 2 イーサネット ネットワークが正常に動作するには、2 つの端末間で存在できるアクティ
ブ パスは 1 つだけです。STP の動作はエンド ステーションに対してトランスペアレントなので、
単一の LAN セグメントに接続されているのか、それとも複数セグメントからなるスイッチド LAN
に接続されているのかを、エンド ステーションが検知することはできません。
フォールトトレラントなインターネットワークを作成する場合、ネットワーク上のすべてのノー
ド間にループフリー パスを構築する必要があります。STP アルゴリズムは、スイッチド レイヤ 2
ネットワーク上で最良のループフリー パスを算出します。レイヤ 2 LAN ポートは STP フレーム
（ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU））を一定の時間間隔で送受信します。ネット
ワークデバイスは、これらのフレームを転送せずに、フレームを使用してループフリーパスを構
築します。
エンドステーション間に複数のアクティブパスがあると、ネットワーク内でループが発生する原
因になります。ネットワークにループが存在する場合、エンド ステーションが重複したメッセー
ジを受信したり、ネットワーク デバイスが複数のレイヤ 2 LAN ポート上でエンド ステーション
MAC アドレスを学習したりする可能性があります。
STP は、ルート ブリッジおよびそのルートからレイヤ 2 ネットワーク上のすべてのネットワーク
デバイスへのループフリー パスを備えたツリーを定義します。STP は冗長データパスを強制的に
ブロック状態にします。スパニングツリーのネットワーク セグメントに障害が発生した場合、冗
長パスがあると、STP アルゴリズムにより、スパニングツリー トポロジが再計算され、ブロック
されたパスがアクティブになります。
ネットワーク デバイス上の 2 つのレイヤ 2 LAN ポートがループの一部になっている場合、デバイ
ス上のどちらのポートがフォワーディング ステートになり、どちらのポートがブロッキング ス
テートになるかは、STP ポート プライオリティおよびポート パス コストの設定によって決まり
ます。STP のポート プライオリティ値は、その場所でポートがトラフィックを送受信する場合の
効率を示します。STP ポート パス コスト値は、メディア速度から算出されます。
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トポロジの作成方法
スパニングツリーに参加している LAN 内のすべてのデバイスは、BPDU を交換して、ネットワー
ク内の他のスイッチに関する情報を収集します。この BPDU の交換により、次のアクションが発
生します。
• そのスパニングツリー ネットワーク トポロジでルート スイッチが 1 台選択されます。
• LAN セグメントごとに指定スイッチが 1 台選定されます。
• 冗長スイッチ ポートをバックアップ ステートにすることにより、スイッチド ネットワーク
上のループが排除されます。スイッチド ネットワーク内のどの場所からも、ルート デバイ
スに到達するために必要でないパスは、すべて STP ブロック ステートになります。
アクティブなスイッチド ネットワーク上のトポロジは、次の情報によって決定されます。
• 各デバイスに対応付けられた一意のデバイス ID（デバイスの MAC アドレス）
• 各スイッチ ポートに対応付けられたルートへのパス コスト
• 各スイッチ ポートに対応付けられたポート ID
スイッチド ネットワークでは、ルート スイッチが論理的にスパニングツリー トポロジの中心に
なります。STP は BPDU を使用して、スイッチド ネットワークのルート スイッチおよびルート
ポートを選定します。

mac-address bpdu source version 2 コマンドを実行すると、STP が新しいシスコの MAC アドレ
ス（00:26:0b:xx:xx:xx）を、vPC ポートで生成される BPDU の発信元アドレスとして使用でき
るようになります。

（注）

このコマンドを適用するには、両方の vPC ピア スイッチまたはピアの設定が同一である必要
があります。
STP 不整合に起因するトラフィックの中断を最小限に抑えるため、このコマンドを使用する前
に、エッジ デバイスの EtherChannel ガードをディセーブルにすることを強くお勧めします。
両方のピアの更新後に、EtherChannel ガードを再びイネーブルにします。

ブリッジ ID
各ネットワーク装置上の各 VLAN には、一意の 64 ビット ブリッジ ID が設定されています。ブ
リッジ ID はブリッジ プライオリティ値、拡張システム ID（IEEE 802.1t）、および STP MAC ア
ドレス割り当てで構成されています。

ブリッジ プライオリティ値
拡張システム ID がイネーブルの場合、ブリッジ プライオリティは 4 ビット値です。
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デバイスのブリッジ ID（ルート ブリッジの ID を判別するためにスパニングツリー アルゴリズム
で使用され、最小値が優先される）に指定できるのは、4096 の倍数だけです。

（注）

このデバイスでは、拡張システム ID は常にイネーブルです。拡張システム ID をディセーブル
にできません。

拡張システム ID
デバイスでは常に 12 ビット拡張システム ID が使用されます。
次の図に、ブリッジ ID の一部である 12 ビット拡張システム ID フィールドを示します。
図 5： 拡張システム ID 付きのブリッジ ID

次の表に、拡張システム ID がどのようにブリッジ ID と組み合わされて、VLAN 固有の識別子と
して機能するかを示します。
表 12：拡張システム ID をイネーブルにしたブリッジ プライオリティ値および拡張システム ID

ブリッジプライオリティ値 拡張システム ID（VLAN ID と同設定）
ビッ
ト 16

ビッ ビッ ビット ビッ
ト 15 ト 13
ト 12
14

ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ ビッ
ト 11 ト ト 9 ト 8 ト 7 ト 6 ト 5 ト 4 ト 3 ト 2 ト 1
10

32768

16384 8192 4096

1024 512 256 128 64

2048

32

16

8

4

2

1

STP MAC アドレス割り当て

（注）

デバイスでは常に MAC アドレス リダクションがイネーブルです。
デバイスでは常に MAC アドレス リダクションがイネーブルであるため、不要なルート ブリッジ
の選定を防止して、スパニングツリー トポロジの問題を防ぐには、その他のすべてのレイヤ 2 接
続ネットワーク装置でも MAC アドレス リダクションをイネーブルにする必要があります。
MAC アドレス リダクションをイネーブルにすると、ルート ブリッジ プライオリティは、4096 +
VLAN ID の倍数となります。デバイスのブリッジ ID（ルート ブリッジの ID を判別するためにス
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パニングツリーアルゴリズムで使用され、最小値が優先される）に指定できるのは、4096の倍数
だけです。指定できるのは次の値だけです。
•0
• 4096
• 8192
• 12288
• 16384
• 20480
• 24576
• 28672
• 32768
• 36864
• 40960
• 45056
• 49152
• 53248
• 57344
• 61440
STP は、拡張システム ID および MAC アドレスを使用して、VLAN ごとにブリッジ ID を一意に
します。

（注）

同じスパニングツリー ドメイン内の別のブリッジで MAC アドレス リダクション機能が稼働
していない場合、ブリッジ ID により細かい値を選択できるため、そのブリッジがルート ブ
リッジの所有権を取得する可能性があります。

BPDU
ネットワーク装置は STP インスタンス全体に BPDU を送信します。各ネットワーク デバイスはコ
ンフィギュレーション BPDU を送信して、スパニングツリー トポロジを伝達および計算します。
各コンフィギュレーション BPDU に含まれる最小限の情報は、次のとおりです。
• 送信側ネットワーク デバイスがルート ブリッジになると見なしているネットワーク デバイ
スの固有のブリッジ ID
• ルートまでの STP パス コスト
• 送信側ブリッジのブリッジ ID
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• メッセージ経過時間
• 送信側ポートの ID
• Hello タイマー、転送遅延タイマー、最大エージング タイム プロトコル タイマー
• STP 拡張プロトコルの追加情報
ネットワーク装置が Rapid PVST+ BPDU フレームを伝送すると、そのフレームが伝送される VLAN
に接続されたすべてのネットワーク装置が BPDU を受信します。ネットワーク装置が BPDU を受
信しても、フレームは転送されません。代わりに、フレームに含まれる情報を使用して BPDU が
計算されます。トポロジが変更されると、ネットワーク装置は BPDU 交換を開始します。
BPDU 交換によって次の処理が行われます。
• 1 つのネットワーク デバイスがルート ブリッジとして選定されます。
• パス コストに基づいて、各ネットワーク デバイスのルート ブリッジまでの最短距離が計算
されます。
• LAN セグメントごとに指定ブリッジが選択されます。このネットワーク装置はルート ブリッ
ジに最も近いネットワーク装置であり、このネットワーク装置を経由してルートにフレーム
が転送されます。
• ルート ポートが選定されます。このポートにより、ブリッジからルート ブリッジまでの最
適パスが提供されます。
• スパニングツリーに含まれるポートが選択されます。

ルート ブリッジの選定
VLAN ごとに、最高のブリッジ ID（数値的に最小の ID 値）を持つネットワーク装置がルート ブ
リッジとして選定されます。すべてのネットワークデバイスがデフォルトプライオリティ（32768）
に設定されている場合は、VLAN 内で最小の MAC アドレスを持つネットワーク デバイスがルー
ト ブリッジになります。ブリッジ プライオリティ値はブリッジ ID の最上位ビットを占めます。
ブリッジプライオリティ値を変更すると、デバイスがルートブリッジとして選出される可能性が
変わります。小さい値を設定するほどその可能性が大きくなり、大きい値を設定するほどその可
能性は小さくなります。
STP ルート ブリッジは、レイヤ 2 ネットワークにおける各スパニングツリー トポロジの論理上の
中心です。レイヤ 2 ネットワーク内のどの場所からでも、ルート ブリッジに到達するために必要
でないパスは、すべて STP ブロッキング モードになります。
BPDU には、送信側ブリッジおよびそのポートについて、ブリッジおよび MAC アドレス、ブリッ
ジ プライオリティ、ポート プライオリティ、パス コストなどの情報が含まれます。STP はこの
情報を使用して STP インスタンスのルート ブリッジを選定し、ルート ブリッジへのルート ポー
トを選定し、各レイヤ 2 セグメントの指定ポートを判別します。
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スパニングツリー トポロジの作成
最適なネットワークデバイスがルートブリッジになるように、デバイスのプライオリティを上げ
る（数値を下げる）ことで、ルートとして最適なネットワーク デバイスを使用する、新しいスパ
ニングツリー トポロジを形成するように強制的に再計算させることができます。
この図では、スイッチ A がルート ブリッジに選定されます。これは、すべてのネットワーク装置
でブリッジ プライオリティがデフォルト（32768）に設定されており、スイッチ A の MAC アド
レスが最小であるためです。しかし、トラフィックパターン、フォワーディングポートの数、リ
ンク タイプによっては、スイッチ A が最適なルート ブリッジでないことがあります。
図 6：スパニングツリー トポロジ

スパニングツリートポロジをデフォルトのパラメータに基づいて計算すると、スイッチドネット
ワーク上の送信元から宛先端末までのパスが最適にならない可能性があります。たとえば、現在
のルートポートよりも数値の大きいポートに高速リンクを接続すると、ルートポートが変更され
る場合があります。最高速のリンクをルート ポートにすることが重要です。
スイッチ B のあるポートが光ファイバ リンクであり、スイッチ B の別のポート（シールドなしツ
イストペア（UTP）リンク）がルート ポートであるとします。ネットワーク トラフィックを高速
の光ファイバ リンクに流した方が効率的です。光ファイバ ポートの STP ポート プライオリティ
をルートポートよりも高いプライオリティに変更すると（数値を下げる）、光ファイバポートが
新しいルート ポートになります。

Rapid PVST+
Rapid PVST+ は、ソフトウェアのデフォルトのスパニングツリー モードで、デフォルト VLAN お
よび新規作成のすべての VLAN 上で、デフォルトでイネーブルになります。
設定された各 VLAN 上で RSTP の単一インスタンスまたはトポロジが実行され、VLAN 上の各
Rapid PVST+ インスタンスに 1 つのルート デバイスが設定されます。Rapid PVST+ の実行中には、
VLAN ベースで STP をイネーブルまたはディセーブルにできます。
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Rapid PVST+ の概要
Rapid PVST+ は、VLAN ごとに実装されている IEEE 802.1w（RSTP）規格です。（手作業で STP
をディセーブルにしていない場合、）STP の 1 つのインスタンスは、設定されている各 VLAN で
実行されます。VLAN 上の各 Rapid PVST+ インスタンスには、1 つのルート スイッチがあります。
Rapid PVST+ の実行中には、VLAN ベースで STP をイネーブルまたはディセーブルにできます。

（注）

デバイスのデフォルト STP モードは Rapid PVST+ です。
Rapid PVST+ では、ポイントツーポイントの配線を使用して、スパニングツリーの高速収束が行
われます。Rapid PVST+ によりスパニングツリーの再設定を 1 秒未満に発生させることができま
す（802.1D STP のデフォルト設定では 50 秒）。PVID は自動的にチェックされます。

（注）

Rapid PVST+ では、VLAN ごとに 1 つの STP インスタンスがサポートされます。
Rapid PVST+ を使用すると、STP コンバージェンスが急速に発生します。デフォルトでは、STP
内の各指定ポートは 2 秒おきに BPDU を送信します。トポロジ内の指定ポートで、hello メッセー
ジが 3 回連続して受信されない場合、または最大エージング タイムが満了した場合、ポートは
テーブル内のすべてのプロトコル情報をただちに消去します。ポートで BPDU が受信されなかっ
た回数が 3 に達するか、または最大エージング タイムが満了した場合、ポートは直接接続された
ネイバーの指定ポートとの接続が切断されていると見なします。プロトコル情報の急速な経過に
より、障害検出を迅速に行うことができます。
Rapid PVST+ を使用すると、デバイス、デバイス ポート、または LAN の障害後に、接続をすばや
く回復できます。エッジ ポート、新しいルート ポート、ポイントツーポイント リンクで接続し
たポートに、高速コンバージェンスが次のように提供されます。
• エッジ ポート：RSTP デバイスでエッジ ポートとしてポートを設定すると、エッジ ポートは
フォワーディング ステートにすぐに移行します（この急速な移行は、PortFast と呼ばれてい
たシスコ特有の機能でした）。エッジ ポートとして 1 つのエンド ステーションに接続され
ているポートのみを設定する必要があります。エッジ ポートでは、リンクの変更時にはトポ
ロジの変更は生成されません。
STP エッジ ポートとしてポートを設定するには、spanning-tree port type インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを入力します。

（注）

レイヤ 2 ホストに接続されたすべてのポートをエッジ ポートとして設定することを推奨しま
す。
• ルート ポート：Rapid PVST+ が新規ルート ポートを選択した場合、古いルート ポートをブ
ロックして、即座に新規ルート ポートをフォワーディング ステートに移行します。
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• ポイントツーポイント リンク：ポイントツーポイント リンクによってあるポートと別のポー
トを接続することでローカル ポートが指定ポートになると、提案合意ハンドシェイクを使用
して他のポートと急速な移行がネゴシエートされ、トポロジにループがなくなります。
Rapid PVST+ では、エッジ ポートとポイントツーポイント リンクでのみ、フォワーディング ス
テートへの急速な移行が達成されます。リンク タイプは設定が可能ですが、システムでは、ポー
トのデュプレックス設定からリンク タイプ情報が自動的に引き継がれます。全二重ポートはポイ
ントツーポイント ポートであると見なされ、半二重ポートは共有ポートであると見なされます。
エッジ ポートでは、トポロジの変更は生成されませんが、直接接続されているネイバーから 3 回
連続 BPDU の受信に失敗するか、最大経過時間のタイム アウトが発生すると、他のすべての指定
ポートとルート ポートにより、トポロジ変更（TC）BPDU が生成されます。この時点で、指定
ポートまたはルート ポートは TC フラグが設定された BPDU を送信します。BPDU では、ポート
上で TC While タイマーが実行されている限り、TC フラグが設定され続けます。TC While タイ
マーの値は、hello タイムに 1 秒を加えて設定された値です。トポロジ変更の初期ディテクタによ
り、トポロジ全体で、この情報がフラッディングされます。
Rapid PVST+ により、トポロジの変更が検出される場合、プロトコルでは次の処理が発生します。
• 必要に応じて、すべての非エッジ ルート ポートおよび指定ポートに対して、hello タイムの
2 倍の値に設定された TC While タイマーを開始します。
• これらのすべてのポートにアソシエートされている MAC アドレスがフラッシュされます。
トポロジ変更通知は、トポロジ全体で迅速にフラッディングされます。システムでトポロジの変
更が受信されると、システムにより、ポート ベースでダイナミック エントリがただちにフラッ
シュされます。

（注）

TCA フラグが使用されるのは、そのデバイスが、レガシー 802.1D STP が稼働しているデバイ
スと相互作用している場合のみです。
トポロジの変更後、提案と合意のシーケンスがネットワークのエッジ方向に迅速に伝播され、接
続がただちに回復します。

Rapid PVST+ BPDU
Rapid PVST+ および 802.1w では、次の情報を追加するために、フラグ バイトの 6 ビットをすべて
使用しています。
• BPDU の送信元ポートのロールおよびステート
• 提案と合意のハンドシェイク
次の図に、Rapid PVST+ の BPDU フラグの使用法を示します。
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図 7：BPDU の Rapid PVST+ フラグ バイト

もう 1 つの重要な変更点は、Rapid PVST+ BPDU がタイプ 2、バージョン 2 であるため、デバイス
が接続先のレガシー（802.1D）ブリッジを検出できることです。802.1D の BPDU はタイプ 0、バー
ジョン 0 です。

提案と合意のハンドシェイク
次の図では、スイッチ A がスイッチ B にポイントツーポイント リンクで接続され、すべてのポー
トはブロッキング ステートになっています。スイッチ A のプライオリティがスイッチ B のプライ
オリティよりも数値的に小さいとします。スイッチ A は提案メッセージ（提案フラグを設定した
設定 BPDU）をスイッチ B に送信し、指定スイッチとしてそれ自体を提案します。
スイッチ B が提案メッセージを受信すると、提案メッセージを受信したポートを新しいルート
ポートとして選択し、すべての非エッジポートを強制的にブロッキングステートにします。さら
に、その新しいルート ポート経由で合意メッセージ（合意フラグが設定された BPDU）を送信し
ます。
スイッチ B から合意メッセージの受信後、スイッチ A でも、その指定ポートがただちにフォワー
ディング ステートに移行されます。スイッチ B がエッジ以外のすべてのポートをブロックし、か
つスイッチ A とスイッチ B の間にポイントツーポイント リンクがあるので、ネットワークでルー
プは形成されません
スイッチ C がスイッチ B に接続されると、類似したハンドシェイク メッセージのセットがやり取
りされます。スイッチ C は、そのルート ポートとしてスイッチ B に接続されたポートを選択し、
リンクの両端がただちにフォワーディングステートになります。アクティブトポロジにスイッチ
が追加されるたびに、このハンドシェイク プロセスが実行されます。ネットワークが収束するに
つれて、提案と合意のハンドシェイクは、次の図に示すようにスパニング ツリーのルートから
リーフに向かって進みます。
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図 8： 高速コンバージェンスの提案と合意のハンドシェイク

スイッチはポートのデュプレックスモードからリンクタイプを学習します。全二重ポートはポイ
ントツーポイント接続と見なされ、半二重ポートは共有接続と見なされます。デュプレックス設
定によって制御されるデフォルト設定は、spanning-tree link-type インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力することで上書きできます。
この提案と合意のハンドシェイクが開始されるのは、非エッジポートがブロッキングステートか
らフォワーディング ステートに移行した場合だけです。次に、ハンドシェイク処理は、トポロジ
全体に段階的に広がります。

プロトコル タイマー
次の表に、Rapid PVST+ のパフォーマンスに影響するプロトコル タイマーを示します。
表 13：Rapid PVST+ のプロトコル タイマー

変数

説明

hello タイマー

ネットワーク装置間で BPDU をブロードキャス
トする頻度を決定します。デフォルトは 2 秒
で、範囲は 1 ～ 10 です。
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変数

説明

転送遅延タイマー

ポートが転送を開始するまでの、リスニング ス
テートおよびラーニング ステートが継続する時
間を決定します。このタイマーは通常、プロト
コルによっては使用されませんが、802.1D スパ
ニングツリーと相互に動作するときに使用され
ます。デフォルトは 15 秒で、範囲は 4 ～ 30 秒
です。

最大エージング タイマー

ポートで受信したプロトコル情報がネットワー
ク デバイスで保持される期間を決定します。こ
のタイマーは通常、プロトコルによっては使用
されませんが、802.1D スパニングツリーと相互
に動作するときに使用されます。デフォルトは
20 秒で、範囲は 6 ～ 40 秒です

ポート ロール
Rapid PVST+ では、ポート ロールを割り当て、アクティビティ トポロジを認識することによっ
て、高速収束が行われます。Rapid PVST+ は、802.1D STP を利用して、最も高いスイッチ プライ
オリティ（最小プライオリティ値）を持つデバイスをルート ブリッジとして選択します。Rapid
PVST+ により、次のポートのロールの 1 つが個々のポートに割り当てられます。
• ルート ポート：デバイスがルート ブリッジにパケットを転送するとき、最適な（コストが
最小の）パスを提供します。
• 指定ポート：LAN からルート ブリッジにパケットを転送するとき、最小パス コストになる
指定デバイスに接続します。指定デバイスが LAN への接続に使用したポートは、指定ポー
トと呼ばれます。
• 代替ポート：現在のルート ポートによって用意されているパスに、ルート ブリッジへの代
替パスを用意します。また、トポロジ内の別のデバイスへのパスを提供します。
• バックアップ ポート：指定ポートが提供した、スパニング ツリーのリーフに向かうパスの
バックアップとして機能します。2 つのポートがポイントツーポイント リンクによってルー
プバックで接続した場合、または共有 LAN セグメントへの複数の接続がデバイスにある場
合に限り、バックアップ ポートは存在できます。バックアップ ポートは、トポロジ内のデ
バイスに対する別のパスを提供します。
• ディセーブル ポート：スパニング ツリーの動作において何もロールが与えられていません。
ネットワーク全体でポートのロールに一貫性のある安定したトポロジでは、Rapid PVST+ により、
ルート ポートと指定ポートがすべてただちにフォワーディング ステートになり、代替ポートと
バックアップポートはすべて、必ずブロッキングステートになります。指定ポートはブロッキン
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グ ステートで開始されます。ポートのステートにより、転送処理および学習処理の動作が制御さ
れます。
次の図はポート ロールを示しています。ルート ポートまたは指定ポートのロールを持つポート
は、アクティブなトポロジに含まれます。代替ポートまたはバックアップ ポートのロールがある
ポートは、アクティブ トポロジから除外されます。
図 9：ポート ロールをデモンストレーションするトポロジのサンプル

Rapid PVST+ ポート ステートの概要
プロトコル情報がスイッチド LAN を通過するとき、伝播遅延が生じることがあります。その結
果、スイッチド ネットワークのさまざまな時点および場所でトポロジの変化が発生します。レイ
ヤ 2 LAN ポートがスパニングツリー トポロジに含まれていない状態からフォワーディング ステー
トに直接遷移すると、一時的にデータ ループが発生する可能性があります。ポートは新しいトポ
ロジ情報がスイッチド LAN 経由で伝播されるまで待機し、それからフレーム転送を開始する必要
があります。
Rapid PVST+ または MST を使用するデバイスの各レイヤ 2 LAN ポートは、次の 4 つのステート
のいずれかになります。
• ブロッキング：レイヤ 2 LAN ポートはフレーム転送に参加しません。
• ラーニング：レイヤ 2 LAN ポートがフレーム転送に参加する準備をしている状態です。
• フォワーディング：レイヤ 2 LAN ポートはフレームを転送します。
• ディセーブル：レイヤ 2 LAN ポートが STP に参加せず、フレームを転送しません。
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Rapid PVST+ をイネーブルにすると、デバイス上のすべてのポート、VLAN、およびネットワーク
は、電源投入時に必ずブロッキング ステートを経て、それからラーニングという移行ステートに
進みます。設定が適切であれば、各レイヤ 2 LAN ポートはフォワーディング ステートまたはブ
ロッキング ステートで安定します。
STP アルゴリズムによってレイヤ 2 LAN ポートがフォワーディング ステートになると、次の処理
が行われます。
1 レイヤ 2 LAN ポートがブロッキング ステートになり、ラーニング ステートに移行するように
指示するプロトコル情報を待ちます。
2 レイヤ 2 LAN ポートが転送遅延タイマーの満了を待ち、満了した時点でラーニング ステート
になり、転送遅延タイマーをリセットします。
3 ラーニング ステートで、レイヤ 2 LAN ポートはフレーム転送を引き続きブロックしながら、
転送データベースの端末のロケーション情報を学習します。
4 レイヤ 2 LAN ポートは、転送遅延タイマーがタイムアウトになるまで待機します。タイムア
ウトになったら、レイヤ 2 LAN ポートをフォワーディング ステートに移行します。フォワー
ディング ステートでは、ラーニングおよびフレーム転送が両方ともイネーブルになります。

ブロッキング ステート
ブロッキング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、フレーム転送に参加しません。
ブロッキング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、次の処理を実行します。
• 接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。
• 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。
• エンド ステーションの場所は、そのアドレス データベースには取り入れません（ブロッキ
ング状態のレイヤ 2 LAN ポートに関する学習は行われないため、アドレス データベースは
更新されません）。
• BPDU を受信し、それをシステム モジュールに転送します。
• システム モジュールから送られた BPDU を受信し、処理して送信します。
• コントロール プレーン メッセージを受信して応答します。

ラーニング ステート
ラーニング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、フレームの MAC アドレスを学習して、フレーム
転送に参加するための準備を行います。レイヤ 2 LAN ポートは、ブロッキング ステートからラー
ニング ステートを開始します。
ラーニング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、次の処理を実行します。
• 接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。
• 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。
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• エンド ステーションの場所を、そのアドレス データベースに取り入れます。
• BPDU を受信し、それをシステム モジュールに転送します。
• システム モジュールから送られた BPDU を受信し、処理して送信します。
• コントロール プレーン メッセージを受信して応答します。

フォワーディング ステート
フォワーディング ステートのレイヤ 2 LAN ポートはフレームを転送します。レイヤ 2 LAN ポー
トは、ラーニング ステートからフォワーディング ステートを開始します。
フォワーディング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、次の処理を実行します。
• 接続セグメントから受信したフレームを転送します。
• 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを転送します。
• エンド ステーションの場所情報を、そのアドレス データベースに取り入れます。
• BPDU を受信し、それをシステム モジュールに転送します。
• システム モジュールから受信した BPDU を処理します。
• コントロール プレーン メッセージを受信して応答します。

ディセーブル ステート
ディセーブル ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、フレーム転送または STP に参加しません。ディ
セーブル ステートのレイヤ 2 LAN ポートは事実上、動作することはありません。
ディセーブルになったレイヤ 2 LAN ポートは、次の処理を実行します。
• 接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。
• 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。
• エンド ステーションの場所は、そのアドレス データベースには取り入れません（ラーニン
グは行われないため、アドレス データベースは更新されません）。
• ネイバーから BPDU を受信しません。
• システム モジュールから送信用の BPDU を受信しません。

ポート ステートの概要
次の表に、ポートの有効な動作ステートと Rapid PVST+ ステート、およびポートがアクティブ ト
ポロジに含まれるかどうかを示します。
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表 14：アクティブなトポロジのポート ステート

動作ステータス

ポート ステート

ポートがアクティブ トポロジ
に含まれているか

イネーブル

ブロッキング

No

イネーブル

ラーニング

Yes

イネーブル

フォワーディング

Yes

ディセーブル

ディセーブル

No

ポート ロールの同期
デバイスがいずれかのポートで提案メッセージを受信し、そのポートが新しいルート ポートとし
て選択されると、Rapid PVST+ はその他すべてのポートを新しいルート情報で同期化します。
その他すべてのポートを同期化する場合、ルート ポートで受信した優位ルート情報でデバイスは
同期化されます。次のうちいずれかが当てはまる場合、デバイスのそれぞれのポートは同期化さ
れます。
• ポートがブロッキング ステートである。
• エッジ ポートである（ネットワークのエッジに存在するように設定されたポート）。
指定ポートがフォワーディングステートの場合で、エッジポートとして設定されていない場合、
Rapid PVST+ により強制的に新しいルート情報との同期がとられるときに、ブロッキング ステー
トに移行します。一般的に、Rapid PVST+ により、強制的にルート情報との同期がとられる場合
で、ポートで前述の条件のいずれかが満たされない場合、ポート ステートはブロッキングに設定
されます。
すべてのポートが同期化されてから、デバイスは、ルート ポートに対応する指定デバイスに合意
メッセージを送信します。ポイントツーポイントリンクで接続されたデバイスがポートロールに
ついて合意すると、Rapid PVST+ はポート ステートをフォワーディング ステートにただちに移行
します。
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次の図は、同期中のイベントのシーケンスを示しています。
図 10：高速コンバージェンス中のイベントのシーケンス

優位 BPDU 情報の処理
上位 BPDU とは、自身のために現在保存されているものより上位であるルート情報（より小さい
スイッチ ID、より小さいパス コストなど）を持つ BPDU のことです。
上位 BPDU がポートで受信されると、Rapid PVST+ は再設定を起動します。そのポートが新しい
ルート ポートとして提案され選択されると、Rapid PVST+ はすべての非エッジ、指定ポートを強
制的に同期化します。
受信した BPDU が提案フラグを設定した Rapid PVST+ BPDU である場合、その他すべてのポート
が同期化されたあとで、デバイスは合意メッセージを送信します。前のポートがブロッキング ス
テートになるとすぐに、新しいルート ポートがフォワーディング ステートに移行します。
ポートで受信した上位情報によりポートがバックアップ ポートまたは代替ポートになる場合、
Rapid PVST+ はポートをブロッキング ステートに設定し、合意メッセージを送信します。指定ポー
トは、転送遅延タイマーが期限切れになるまで、提案フラグが設定された BPDU を送信し続けま
す。期限切れになると、ポートはフォワーディング ステートに移行します。

下位 BPDU 情報の処理
下位 BPDU とは、自身のために現在保存されているものより下位であるルート情報（より大きい
スイッチ ID、より大きいパス コストなど）を持つ BPDU のことです。
DP は、下位 BPDU を受信すると、独自の情報ですぐに応答します。
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単方向リンク障害の検出：Rapid PVST+
ソフトウェアは、受信した BPDU のポート ロールとステートの一貫性をチェックし、単方向リン
ク検出（UDLD）機能を使用して、ブリッジング ループが発生する可能性のある単方向リンク障
害を検出します。この機能は、異議メカニズムに基づいています。
UDLD の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照
してください。
指定ポートは、矛盾を検出すると、そのロールを維持しますが、廃棄ステートに戻ります。一貫
性がない場合は、接続を中断した方がブリッジング ループを解決できるからです。
次の図に、ブリッジング ループの一般的な原因となる単方向リンク障害を示します。スイッチ A
はルート ブリッジであり、スイッチ B へのリンクで BPDU は失われます。802.1w-standard BPDU
には、送信側ポートの役割と状態が含まれます。この情報により、スイッチ B は送信される上位
BPDU に対して反応せず、スイッチ B はルート ポートではなく指定ポートであることが、スイッ
チ A によって検出できます。この結果、スイッチ A は、そのポートをブロックし（またはブロッ
クし続け）、ブリッジング ループが防止されます。
図 11： 単一方向リンク障害の検出

ポート コスト
（注）

Rapid PVST+ はデフォルトで、ショート（16 ビット）パスコスト方式を使用してコストを計算
します。ショート パスコスト方式では、1 ～ 65,535 の範囲で任意の値を割り当てることがで
きます。ただし、ロング（32 ビット）パスコスト方式を使用するようにデバイスを設定でき
ます。この場合は、1 ～ 200,000,000 の範囲で任意の値を割り当てることができます。パスコ
スト計算方式はグローバルに設定します。
次の表に、LAN インターフェイスのメディア速度とパスコスト計算方式を使用して算出された
STP ポート パスコストのデフォルト値を示します。
表 15：デフォルトのポート コスト

帯域幅

ポート コストのショート パス ポート コストのロング パスコ
コスト方式
スト方式

10 Mbps

100

2,000,000
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帯域幅

ポート コストのショート パス ポート コストのロング パスコ
コスト方式
スト方式

100 Mbps

19

200,000

1 ギガビット イーサネット

4

20,000

10 ギガビット イーサネット

2

2,000

ループが発生した場合、STP では、LAN インターフェイスの選択時に、フォワーディング ステー
トにするためのポート コストを考慮します。
STP に最初に選択させたい LAN インターフェイスには低いコスト値を、最後に選択させたい LAN
インターフェイスには高いコスト値を割り当てることができます。すべての LAN インターフェイ
スが同じコスト値を使用している場合には、STP は LAN インターフェイス番号が最も小さい LAN
インターフェイスをフォワーディング ステートにして、残りの LAN インターフェイスをブロッ
クします。
アクセス ポートでは、ポート コストをポートごとに割り当てます。トランク ポートでは VLAN
ごとにポート コストを割り当てるため、トランク ポート上のすべての VLAN に同じポート コス
トを設定できます。

ポートのプライオリティ
複数のポートのパス コストが同じである場合に、冗長パスが発生すると、Rapid PVST+ はポート
プライオリティを考慮して、フォワーディング ステートにする LAN ポートを選択します。Rapid
PVST+ に最初に選択させる LAN ポートには小さいプライオリティ値を割り当て、Rapid PVST+
に最後に選択させる LAN ポートには大きいプライオリティ値を割り当てます。
すべての LAN ポートに同じプライオリティ値が割り当てられている場合、Rapid PVST+ は、LAN
ポート番号が最小の LAN ポートをフォワーディング ステートにし、他の LAN ポートをブロック
します。指定可能なプライオリティの範囲は 0 ～ 224（デフォルトは 128）であり、32 単位で設
定できます。デバイスは LAN ポートがアクセス ポートとして設定されている場合にはポート プ
ライオリティ値を使用し、LAN ポートがトランク ポートとして設定されている場合には VLAN
ポート プライオリティ値を使用します。

Rapid PVST+ と IEEE 802.1Q トランク
802.1Q トランクによって、ネットワークの STP の構築方法に、いくつかの制約が課されます。
802.1Q トランクを使用して接続しているシスコのネットワーク デバイスを使用したネットワーク
では、ネットワーク デバイスがトランク上で許容される VLAN ごとに 1 つの STP インスタンス
を維持します。しかし、他社製の 802.1Q ネットワーク装置では、トランク上で許容されるすべて
の VLAN に対して 1 つの STP インスタンス（Common Spanning Tree（CST））しか維持されませ
ん。
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802.1Q トランクを使用してシスコのネットワーク デバイスを他社製のネットワーク デバイスに
接続する場合、シスコのネットワーク デバイスは、トランクの 802.1Q VLAN の STP インスタン
スを、他社製の 802.1Q ネットワーク デバイスのインスタンスと統合します。ただし、シスコの
ネットワーク装置によって維持される VLAN 別の STP 情報はすべて、他社製の 802.1Q ネットワー
ク装置のクラウドによって切り離されます。シスコのネットワーク装置を隔てている他社製の
802.1Q 装置のクラウドは、ネットワーク装置間の単一トランク リンクとして処理されます。
802.1Q トランクの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
を参照してください。

Rapid PVST+ のレガシー 802.1D STP との相互運用
Rapid PVST+ は、レガシー 802.1D プロトコルが稼働しているデバイスと相互運用できます。デバ
イスは、BPDU バージョン 0 を受信すると、802.1D を実行している機器と相互運用していること
を認識します。Rapid PVST+ の BPDU はバージョン 2 です。受信した BPDU が、提案フラグを設
定した 802.1w BPDU バージョン 2 である場合、デバイスはその他すべてのポートが同期化した後
で合意メッセージを送信します。BPDU が 802.1D BPDU バージョン 0 である場合、デバイスは提
案フラグを設定せず、ポートの転送遅延タイマーを開始します。新しいルート ポートでは、フォ
ワーディング ステートに移行するために、2 倍の転送遅延時間が必要となります。
デバイスは、次のように、レガシー 802.1D デバイスと相互運用します。
• 通知：802.1D BPDU とは異なり 802.1w は、TCN BPDU を使用しません。ただし、802.1D デ
バイスと相互運用性を保つために、デバイスは TCN BPDU の処理と生成を行います。
• 確認応答：802.1w デバイスは、802.1D デバイスから指定ポートで TCN メッセージを受信す
ると、TCA ビットを設定して 802.1D コンフィギュレーション BPDU で応答します。ただし、
802.1D デバイスに接続しているルート ポートで TC While タイマー（802.1D の TC タイマー
と同じ）がアクティブであり、TCA を設定したコンフィギュレーション BPDU を受信した場
合、TC While タイマーはリセットされます。
この動作方式は 802.1D デバイスだけで必要となります。802.1w BPDU では、TCA ビットは
設定されません。
• プロトコル移行：802.1D デバイスとの下位互換性のため、802.1w は 802.1D コンフィギュレー
ション BPDU および TCN BPDU をポートごとに選択的に送信します。
ポートが初期化されると、移行遅延タイマー（802.1w BPDU が送信される最小時間を指定）
が開始され、802.1w BPDU が送信されます。このタイマーがアクティブである間、デバイス
はそのポートで受信したすべての BPDU を処理し、プロトコル タイプを無視します。
デバイスは、ポート移行遅延タイマーの満了後に 802.1D BPDU を受信すると、802.1D デバ
イスに接続されていると見なして 802.1D BPDU だけを使用し始めます。ただし、802.1w デ
バイスが 802.1D BPDU をポートで使用しており、タイマーの満了後に 802.1w BPDU を受信
すると、802.1w デバイスはタイマーを再開し、802.1w BPDU をそのポートで使用し始めま
す。
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（注）

同じ LAN セグメント上のすべてのデバイスで、インターフェイスごとにプロトコルを再初期
化する場合は、Rapid PVST+ を再初期化する必要があります。

Rapid PVST+ の 802.1s MST との相互運用
Rapid PVST+ は、IEEE 802.1s マルチ スパニングツリー（MST）規格とシームレスに相互運用され
ます。ユーザによる設定は不要です。このシームレスな相互運用をディセーブルにするには、
PVST シミュレーションを使用します。

Rapid PVST+ のハイ アベイラビリティ
ソフトウェアは Rapid PVST+ に対してハイ アベイラビリティをサポートしています。ただし、
Rapid PVST+ を再起動した場合、統計情報およびタイマーは復元されません。タイマーは最初か
ら開始され、統計情報は 0 にリセットされます。

（注）

ハイ アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。

Rapid PVST+ のバーチャライゼーションのサポート
（注）

仮想デバイス コンテキスト（VDC）およびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』を参照してください。

この図は、システムによる VDC のサポート方法を示しています。VDC を使用すると、VDC ごと
に独立したレイヤ 2 バーチャライゼーションが実現され、VDC ごとに独立した STP が実行されま
す。
VDC ごとに独自の Rapid PVST+ が使用されます。Cisco NX-OS ソフトウェアを使用している場
合、複数の VDC に渡って Rapid PVST+ を設定できません。ただし、1 つの VDC で Rapid PVST+
を実行し、各 VDC で MST を実行することはできます。
たとえば、VDC1 で MST、VDC2 で Rapid PVST+、VDC3 で MST を実行できます。
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図 12： VDC ごとに個別の STP

正しい VDC を開始していることを確認してから Rapid PVST+ パラメータの設定を開始してくだ
さい。

Rapid PVST+ のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

Rapid PVST+ にライセンスは必要ありません。
ライセンス パッケージに含まれていない機能は
すべて Cisco NX-OS システム イメージにバンド
ルされており、追加費用は一切発生しません。
NX-OS ライセンス方式の詳細については、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくだ
さい。

ただし、VDC を使用するには、Advanced Services ライセンスが必要です。

Rapid PVST+ を設定するための前提条件
Rapid PVST+ には次の前提条件があります。
• デバイスにログインしている必要があります。
• 必要に応じて、Advanced Services ライセンスをインストールし、特定の VDC を開始します。
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• デフォルト以外の VDC で作業する場合は、目的の VDC をあらかじめ作成しておく必要があ
ります。

Rapid PVST+ の設定に関する注意事項および制約事項
Rapid PVST+ 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
• VDC ごとの Rapid PVST+ の総数は 4000 です。
• VLAN およびポートの最大数は 16,000 です。
• 各 VDC で一度にアクティブにできるのは、Rapid PVST+ または MST のいずれか 1 つのみで
す。
• ポート チャネリング：ポート チャネル バンドルは、単一ポートと見なされます。ポート コ
ストは、そのチャネルに割り当てられている設定済みのすべてのポート コストの合計です。
• プライベート VLAN の場合、通常の VLAN トランク ポート上では、プライマリおよびセカ
ンダリ プライベート VLAN は 2 つの異なる論理ポートです。両方の VLAN に、まったく同
じ STP トポロジが必要です。アクセス ポートでは、STP はプライマリ VLAN のみを認識し
ます。
• レイヤ 2 ホストに接続されたすべてのポートを STP エッジ ポートとして設定することを推奨
します。
• STP は常にイネーブルのままにしておきます。
• タイマーは変更しないでください。安定性が低下することがあります。
• ユーザ トラフィックが管理 VLAN に流れないようにして、管理 VLAN とユーザ データを常
に分離するようにしてください。
• プライマリおよびセカンダリ ルート スイッチの場所として、ディストリビューション レイ
ヤおよびコア レイヤを選択します。
• 802.1Q トランクを介して 2 台のシスコ デバイスを接続すると、トランク上で許容される
VLAN ごとにスパニングツリー BPDU が交換されます。トランクのネイティブ VLAN 上の
BPDU は、タグなしの状態で、予約済み 802.1D スパニングツリー マルチキャスト MAC アド
レス（01-80-C2-00-00-00）に送信されます。トランクのすべての VLAN 上の BPDU は、タグ
付きの状態で、予約済み Cisco Shared Spanning Tree Protocol（SSTP）マルチキャスト MAC ア
ドレス（01-00-0c-cc-cc-cd）に送信されます。

Rapid PVST+ のデフォルト設定
次の表に、Rapid PVST+ パラメータのデフォルト設定を示します。
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表 16：デフォルト Rapid PVST+ パラメータ

パラメータ

デフォルト

スパニングツリー

すべての VLAN でイネーブル

スパニングツリー モード

Rapid PVST+
注意

スパニングツリー モードを変更する
と、すべてのスパニングツリー インス
タンスが前のモードで停止して新規モー
ドで開始されるため、トラフィックが
中断されます。

VLAN

VLAN 1 に割り当てられたすべてのポート

拡張システム ID

常にイネーブル

MAC アドレス リダクション

常にイネーブル

ブリッジ ID プライオリティ

32769（デフォルト VLAN 1 のデフォルト ブリッ
ジ プライオリティに拡張システム IDを加えた
値）

ポート ステート

ブロッキング（コンバージェンスが発生する
と、即座に変更される）

ポート ロール

指定（コンバージェンスが発生すると、変更さ
れる）

ポート/VLAN プライオリティ

128

パスコスト計算方式

ショート

Cisco Nexus 7000 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
OL-25755-04-J

143

Cisco NX-OS を使用した Rapid PVST+ の設定
Rapid PVST+ のデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

ポート/VLAN コスト

自動
デフォルトのポート コストは、次のように、メ
ディア速度およびパスコスト計算方式から判別
されます。
• 10 Mbps：
◦ ショート：100
◦ ロング：2,000,000
• 100 Mbps：
◦ ショート：19
◦ ロング：200,000
• 1 ギガビット イーサネット：
◦ ショート：4
◦ ロング：20,000
• 10 ギガビット イーサネット：
◦ ショート：2
◦ ロング：2,000

hello タイム

2秒

転送遅延時間

15 秒

最大エージング タイム

20 秒

リンク タイプ

自動
デフォルト リンク タイプは、次のようにデュ
プレックスから判別されます。
• 全二重：ポイントツーポイント リンク
• 半二重：共有リンク
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Rapid PVST+ の設定
PVST+ プロトコルに 802.1 w 標準を適用した Rapid PVST+ が、デバイスのデフォルトの STP 設定
です。
Rapid PVST+ は VLAN ごとにイネーブルにします。デバイスは VLAN ごとに個別の STP インスタ
ンスを維持します（STP をディセーブルに設定した VLAN を除きます）。デフォルトで Rapid
PVST+ は、デフォルト VLAN と、作成した各 VLAN でイネーブルになります。

（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OS コマンドは通常使用す
る Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。

Rapid PVST+ の設定に関する注意事項
正しい VDC を開始していることを確認してください（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual
Device Context Configuration Guide』を参照）。

Rapid PVST+ のイネーブル化（CLI バージョン）
Rapid PVST+ をディセーブル化した VLAN がある場合は、指定した VLAN で Rapid PVST+ を再度
イネーブルにする必要があります。デバイスで MST がイネーブルな場合に、Rapid PVST+ を使用
するには、そのデバイスで Rapid PVST+ をイネーブルにする必要があります。
Rapid PVST+ はデフォルトの STP モードです。同じ VDC 上で MST と Rapid PVST+ を同時に実行
することはできません。
ただし、特定の VDC で Rapid PVST+ を実行し、別の VDC で MST を実行することはできます。

（注）

スパニングツリー モードを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスが前のモー
ドで停止して新規モードで再開されるため、トラフィックが中断されます。

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。

Cisco Nexus 7000 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
OL-25755-04-J

145

Cisco NX-OS を使用した Rapid PVST+ の設定
Rapid PVST+ のイネーブル化（CLI バージョン）

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

ステップ 3

例：

デバイスで Rapid PVST+ をイネーブルにします。
Rapid PVST+ はデフォルトのスパニングツリー
モードです。

switch(config)# spanning-tree
mode rapid-pvst

（注）

spanning-tree mode rapid-pvst

exit

スパニングツリー モードを変更する
と、変更前のモードのスパニングツ
リー インスタンスがすべて停止されて
新しいモードで起動されるため、トラ
フィックが中断する場合があります。

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show running-config spanning-tree （任意）
all
現在稼働している STP コンフィギュレーション
の情報を表示します。
例：
switch# show running-config
spanning-tree all

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次に、デバイス上で Rapid PVST+ をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
switch(config)# exit
switch#

（注）

Rapid PVST+ はデフォルトでイネーブルに設定されているので、show running コマンドを入力
して設定の結果を表示しても、Rapid PVST+ をイネーブルにするために入力したコマンドは表
示されません。
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VLAN ごとの Rapid PVST+ のディセーブル化またはイネーブル化（CLI
バージョン）
Rapid PVST+ は、VLAN ごとにイネーブルまたはディセーブルにできます。

（注）

Rapid PVST+ は、デフォルト VLAN と、作成したすべての VLAN でデフォルトでイネーブル
になります。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

spanning-tree VLAN ごとに Rapid PVST+（デ
vlanvlan-range フォルト STP）をイネーブル
にします。vlan-range の値は、
2 ～ 4094 の範囲です（予約済
みの VLAN の値を除く）。
no
指定 VLAN で Rapid PVST+ を
spanning-tree ディセーブルにします。この
vlanvlan-range
コマンドに関する詳細につい
ては、注意を参照してくださ
い。

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバルコンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree
例：

（任意）
STP コンフィギュレーションを表
示します。

switch# show spanning-tree

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：
switch# copy running-config startup-config

（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。

次の例は、VLAN 5 で STP をイネーブルにする方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5
switch(config)# exit
switch#

（注）

VLAN のすべてのスイッチおよびブリッジでスパニングツリーがディセーブルになっていない
場合は、VLAN でスパニングツリーをディセーブルにしないでください。スパニングツリー
は、VLAN の一部のスイッチおよびブリッジでディセーブルにしておきながら、VLAN のその
他のスイッチおよびブリッジでイネーブルにしておくことはできません。スパニングツリーを
イネーブルにしたスイッチとブリッジに、ネットワークの物理トポロジに関する不完全な情報
が含まれることになるので、この処理によって予想外の結果となることがあります。

注意

物理的なループがないトポロジであっても、スパニングツリーをディセーブルにしないことを
推奨します。スパニングツリーは、設定の誤りおよび配線の誤りに対する保護手段として動作
します。VLAN 内に物理的なループが存在しないことを保証できる場合以外は、VLAN でスパ
ニングツリーをディセーブルにしないでください。

（注）

STP はデフォルトでイネーブルのため、設定結果を参照するために show running コマンドを
入力しても、STP をイネーブルするために入力したコマンドは表示されません。
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ルート ブリッジ ID の設定
デバイスは、Rapid PVST+ が有効なアクティブ VLAN ごとに、STP インスタンスを個別に維持し
ます。VLAN ごとに、最小のブリッジ ID を持つネットワーク デバイスが、その VLAN のルート
ブリッジになります。
特定の VLAN インスタンスがルート ブリッジになるように設定するには、そのブリッジのプライ
オリティをデフォルト値（32768）よりかなり小さい値に変更します。
spanning-tree vlanvlan_ID primary root コマンドを入力すると、各 VLAN で現在ルートになってい
るブリッジのブリッジ プライオリティがデバイスによって確認されます。24576 という値でデバ
イスが指定 VLAN のルートになる場合、デバイスは指定 VLAN のブリッジ プライオリティをこ
の値に設定します。指定 VLAN のルート ブリッジのブリッジ プライオリティが 24576 より小さ
い場合、デバイスは最小ブリッジ プライオリティより 4096 小さい値に指定 VLAN のブリッジ プ
ライオリティを設定します。

（注）

ルート ブリッジになるために必要な値が 4096 より小さい場合は、spanning-tree vlanvlan_ID
primary root コマンドはエラーになります。ソフトウェアでブリッジ プライオリティをそれ以
上低くできない場合、デバイスは次のメッセージを返します。
Error: Failed to set root bridge for VLAN 1
It may be possible to make the bridge root by setting the priority
for some (or all) of these instances to zero.

注意

STP のインスタンスごとのルート ブリッジは、バックボーンまたはディストリビューション
デバイスである必要があります。アクセス デバイスは、STP のプライマリ ルートとして設定
しないでください。
レイヤ 2 ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間における最大ブリッジ ホップ数）を指定するには、diameter キーワードを入力します。
ネットワーク直径を指定すると、その直径のネットワークに最適な helloタイム、転送遅延時間、
最大エージング タイムが自動的に選択されます。これにより、STP コンバージェンスの時間が大
幅に削減されます。キーワード hello-time を入力すると、自動的に計算された hello タイムを上書
きできます。

（注）

ルート ブリッジとして設定されているデバイスでは、hello タイム、転送遅延時間、最大エー
ジング タイムは手動で設定（spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst forward-time、
spanning-tree mst max-age の各グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用）しない
でください。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree
vlanvlan-rangerootprimary
[diameterdia[hello-timehello-time]]
例：
switch(config)# spanning-tree
vlan 5 root primary diameter 4

ステップ 3

exit

デバイスをプライマリ ルート ブリッジとし
て設定します。vlan-range の値は、2 ～ 4094
の範囲です（予約済みの VLAN の値を除
く）。dia のデフォルトは 7 です。hello-time
の範囲は 1 ～ 10 秒で、デフォルト値は 2 秒
です。
グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree

（任意）
STP コンフィギュレーションを表示します。

例：
switch# show spanning-tree

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーしま
switch# copy running-config
す。
startup-config

次に、デバイスを VLAN 5 のルート ブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4 に設定する例
を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root primary
diameter 4
switch(config)# exit
switch#

セカンダリ ルート ブリッジの設定（CLI バージョン）
デバイスをセカンダリ ルートとして設定すると、STP ブリッジ プライオリティはデフォルト値
（32768）から変更されます。その結果、プライマリ ルート ブリッジに障害が発生した場合に
（ネットワーク上の他のネットワーク装置がデフォルトのブリッジ プライオリティ 32768 を使用
していると仮定して）、このデバイスが指定された VLAN のルート ブリッジになる可能性が高く
なります。STP により、ブリッジ プライオリティが 28672 に設定されます。
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レイヤ 2 ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間における最大ブリッジ ホップ数）を指定するには、diameter キーワードを入力します。
ネットワーク直径を指定すると、その直径のネットワークに最適な helloタイム、転送遅延時間、
最大エージング タイムが自動的に選択されます。これにより、STP コンバージェンスの時間が大
幅に削減されます。キーワード hello-time を入力すると、自動的に計算された hello タイムを上書
きできます。
この方法で、複数のデバイスに複数のバックアップルートブリッジを設定できます。プライマリ
ルート ブリッジの設定時に使用した値と同じネットワーク直径と hello タイムの値を入力します。

（注）

ルート ブリッジとして設定されているデバイスでは、hello タイム、転送遅延時間、最大エー
ジング タイムは手動で設定（spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst forward-time、
spanning-tree mst max-age の各グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用）しない
でください。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree
デバイスをセカンダリ ルート ブリッジとし
vlanvlan-rangerootsecondary
て設定します。vlan-range の値は、2 ～ 4094
[diameterdia[hello-time hello-time]] の範囲です（予約済みの VLAN の値を除
く）。dia のデフォルトは 7 です。hello-time
例：
の範囲は 1 ～ 10 秒で、デフォルト値は 2 秒
switch(config)# spanning-tree
vlan 5 root secondary diameter 4 です。

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree vlanvlan_id
例：

（任意）
指定された VLAN の STP コンフィギュレー
ションを表示します。

switch# show spanning-tree vlan
5
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

（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。

例：
switch# copy running-config
startup-config

次に、デバイスを VLAN 5 のセカンダリ ルート ブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4 に
設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root secondary diameter 4
switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ のブリッジ プライオリティの設定
VLAN の Rapid PVST+ のブリッジ プライオリティを設定できます。この方法で、ルート ブリッジ
を設定することもできます。

（注）

この設定を使用するときは注意が必要です。ブリッジ プライオリティを変更するには、プラ
イマリ ルートおよびセカンダリ ルートを設定することを推奨します。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree vlan
vlan-rangepriority value
例：
switch(config)# spanning-tree
vlan 5 priority 8192

VLAN のブリッジ プライオリティを設定しま
す。有効な値は 0、4096、8192、12288、
16384、20480、24576、28672、32768、36864、
40960、45056、49152、53248、57344、61440
です。その他の値はすべて拒否されます。デ
フォルト値は 32768 です。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree vlan vlan_id
例：

（任意）
指定された VLAN の STP コンフィギュレーショ
ンを表示します。

switch# show spanning-tree vlan
5

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次の例は、ギガビット イーサネット ポート 1/4 で VLAN 5 のプライオリティを 8192 に設定する
方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 priority 8192
switch(config)# exit
switch#

Rapid PVST+ のポート プライオリティの設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+ に最初に選択させる LAN ポートには小さいプライオリティ値を割り当て、Rapid
PVST+ に最後に選択させる LAN ポートには大きいプライオリティ値を割り当てます。すべての
LAN ポートに同じプライオリティ値が割り当てられている場合、Rapid PVST+ は、LAN ポート番
号が最小の LAN ポートをフォワーディング ステートにし、他の LAN ポートをブロックします。
デバイスは LAN ポートがアクセス ポートとして設定されている場合にはポート プライオリティ
値を使用し、LAN ポートがトランク ポートとして設定されている場合には VLAN ポート プライ
オリティ値を使用します。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interfacetype slot/port
例：

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
ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 3

spanning-tree[vlanvlan-list]
port-prioritypriority
例：
switch(config-if)# spanning-tree
port-priority 160

ステップ 4

exit

LAN インターフェイスのポート プライオリ
ティを設定します。priority の値は 0 ～ 224 の
範囲です。値が小さいほど、プライオリティ
は高くなります。プライオリティ値は、0、
32、64、96、128、160、192、224 です。その
他の値はすべて拒否されます。デフォルト値
は 128 です。
インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show spanning-tree
interface{ethernetslot/port | port
channelchannel-number}

（任意）
指定されたインターフェイスの STP コンフィ
ギュレーションを表示します。

例：
switch# show spanning-tree
interface ethernet 2/10

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次の例は、イーサネット アクセス ポート 1/4 のポート プライオリティを 160 に設定する方法を示
しています。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port-priority 160
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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Rapid PVST+ パスコスト方式およびポート コストの設定（CLI バージョ
ン）
アクセス ポートでは、ポートごとにポート コストを割り当てることができます。トランク ポー
トでは、VLAN ごとにポート コストを割り当てることができます。トランク上のすべての VLAN
に同じポート コストを設定できます。

（注）

Rapid PVST+ モードでは、ショートまたはロング パスコスト方式を使用できます。パスコスト
方式の設定は、インターフェイス サブモードまたはコンフィギュレーション サブモードで行
います。デフォルト パスコスト方式はショートです。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree pathcost
method{long| short}

Rapid PVST+ パスコスト計算に使用される方式
を選択します。デフォルト方式は short 型です。

例：
switch(config)# spanning-tree
pathcost method long

ステップ 3

interfacetype slot/port
例：

設定するインターフェイスを指定します。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
ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 4

spanning-tree[vlanvlan-id]
cost[value | auto]
例：
switch(config-if)# spanning-tree
cost 1000

LAN インターフェイスのポート コストを設定し
ます。ポート コスト値には、パスコスト計算方
式に応じて、次の値を指定できます。
• ショート型：1 ～ 65535
• ロング型：1 ～ 200000000
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コマンドまたはアクション

目的
このパラメータは、アクセス ポート
のポート別、およびトランク ポート
の VLAN 別に設定します。
デフォルトの auto では、パスコスト計算方式お
よびメディア速度に基づいてポート コストが設
定されます。
（注）

ステップ 5

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 6

show spanning-tree pathcost
method

（任意）
STP パスコスト方式を表示します。

例：
switch# show spanning-tree
pathcost method

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次の例は、イーサネット アクセス ポート 1/4 のポート コストを 1000 に設定する方法を示してい
ます。
switch# config t
switch (config)# spanning-tree pathcost method long
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree cost 1000
switch(config-if)# exit
switch(config)#

VLAN の Rapid PVST+ の hello タイムの設定（CLI バージョン）
VLAN の Rapid-PVST+ hello タイムを設定できます。

（注）

この設定を使用する場合は、注意してください。スパニングツリーが中断されることがありま
す。ほとんどの場合、プライマリ ルートとセカンダリ ルートを設定して、hello タイムを変更
することを推奨します。
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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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree vlanvlan-range
hello-timevalue

VLAN の hello タイムを設定します。hello
タイムの値の範囲は 1 ～ 10 秒で、デフォ
ルトは 2 秒です。

例：
switch(config)# spanning-tree vlan
5 hello-time 7

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree vlanvlan_id
例：

（任意）
STP コンフィギュレーションを VLAN 単位
で表示します。

switch# show spanning-tree vlan 5

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：
switch# copy running-config
startup-config

（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。

次の例は、VLAN 5 の hello タイムを 7 秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 hello-time 7
switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ の転送遅延時間の設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+ の使用時は、VLAN ごとに転送遅延時間を設定できます。
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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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree vlan
vlan-rangeforward-time value

VLAN の転送遅延時間を設定します。転送
遅延時間の値の範囲は 4 ～ 30 秒で、デフォ
ルトは 15 秒です。

例：
switch(config)# spanning-tree vlan
5 forward-time 21

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree vlan vlan_id
例：

（任意）
STP コンフィギュレーションを VLAN 単位
で表示します。

switch# show spanning-tree vlan 5

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：
switch# copy running-config
startup-config

（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。

次の例は、VLAN 5 の転送遅延時間を 21 秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 forward-time 21
switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ の最大エージングタイムの設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+ の使用時は、VLAN ごとに最大経過時間を設定できます。
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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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree vlan vlan-rangemax-age VLAN の最大エージング タイムを設定しま
value
す。最大経過時間の値の範囲は 6 ～ 40 秒
で、デフォルトは 20 秒です。
例：
switch(config)# spanning-tree vlan
5 max-age 36

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree vlan vlan_id
例：

（任意）
STP コンフィギュレーションを VLAN 単位
で表示します。

switch# show spanning-tree vlan 5

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：
switch# copy running-config
startup-config

（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。

次の例は、VLAN 5 の最大エージング タイムを 36 秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 max-age 36
switch(config)# exit
switch#

Rapid PVST+ のリンク タイプの指定（CLI バージョン）
Rapid の接続性（802.1w 規格）は、ポイントツーポイントのリンク上でのみ確立されます。リン
クタイプは、デフォルトでは、インターフェイスのデュプレックスモードから制御されます。全
二重ポートはポイントツーポイント接続であると見なされ、半二重ポートは共有接続であると見
なされます。
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リモート デバイスの単一ポートに、ポイントツーポイントで物理的に接続されている半二重リン
クがある場合、リンク タイプのデフォルト設定を上書きして高速移行をイネーブルにできます。
リンクを共有に設定すると、STP は 802.1D にフォール バックします。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interfacetype slot/port
例：

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
ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 3

spanning-tree link-type{auto |
point-to-point | shared}
例：
switch(config-if)#
spanning-tree link-type
point-to-point

ステップ 4

exit

リンク タイプを、ポイントツーポイント インク
または共有リンクに設定します。デフォルト値
はデバイス接続から読み取られ、半二重リンク
は共有、全二重リンクはポイントツーポイント
です。リンク タイプが共有の場合、STP は
802.1D にフォール バックします。デフォルトは
auto で、インターフェイスのデュプレックス設
定に基づいてリンク タイプが設定されます。
インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show spanning-tree

（任意）
STP コンフィギュレーションを表示します。

例：
switch# show spanning-tree

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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
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次の例は、リンク タイプをポイントツーポイント リンクとして設定する方法を示しています。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
switch(config-if)# exit
switch(config)#

Rapid PVST+ 用のプロトコルの再初期化
Rapid PVST+ が稼働するブリッジにレガシー ブリッジが接続されている場合は、1 つのポートか
ら 802.1D BPDU を送信できます。ただし、STP プロトコルを移行しても、レガシー デバイスが代
表スイッチでないかぎり、レガシー デバイスがリンクから削除されたかどうかを判別することは
できません。デバイス全体で、または指定されたインターフェイスで、プロトコル ネゴシエー
ションを再初期化する（ネイバー デバイスと強制的に再ネゴシエーションを行う）ことができま
す。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear spanning-tree detected-protocol
[interface {ethernet slot/port | port
channelchannel-number}]

デバイス上のすべてのインターフェイ
ス、または指定されたインターフェイ
スで、Rapid PVST+ を再初期化します。

例：
switch# clear spanning-tree
detected-protocol

次に、スロット 2 のイーサネット インターフェイス ポート 8 で、Rapid PVST+ を再初期化する例
を示します。
switch# clear spanning-tree detected-protocol interface ethernet 2/8
switch#

Rapid PVST+ の設定の確認
Rapid PVST+ の設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。
コマンド

目的

show running-config spanning-tree [ all]

STP 情報を表示します。

show spanning-tree summary

STP の概要を表示します。
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コマンド

目的

show spanning-tree detail

STP の詳細を表示します。

show spanning-tree{vlanvlan-id | interface
{[ethernetslot/port] |
[port-channelchannel-number]}} [detail]

VLAN またはインターフェイス単位の STP 情報
を表示します。

show spanning-tree vlanvlan-idbridge

STP ブリッジの情報を表示します。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2
Switching Command Reference』を参照してください。

Rapid PVST+ 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョ
ン）
Rapid PVST+ の設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。
コマンド

目的

clear spanning-tree counters [interface type
slot/port | vlan vlan-id]

STP のカウンタをクリアします。

show spanning-tree {vlan vlan-id | interface
{[ethernet slot/port] | [port-channel
channel-number]}} detail

送受信された BPDU などの STP 情報を、イン
ターフェイスまたは VLAN 別に表示します。

Rapid PVST+ の設定例
次に、Rapid PVST+ の設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(cnfig)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 priority 24576
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 hello-time 1
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 forward-time 9
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 max-age 13
switch(config)# interface Ethernet 3/1 switchport
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit
switch(config)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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Rapid PVST+ に関する追加情報（CLI バージョン）
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

コマンド リファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

レイヤ 2 インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

NX-OS の基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』

VDC

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes』

標準
標準

タイトル

IEEE 802.1Q-2006（旧称 IEEE 802.1s）、IEEE
802.1D-2004（旧称 IEEE 802.1w）、IEEE
802.1D、IEEE 802.1t

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

• CISCO-STP-EXTENSION-MIB
• BRIDGE-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

Rapid PVST+ 設定の機能履歴（CLI バージョン）
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。
表 17：Rapid PVST+ 設定の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

変更なし

4.2(1)

--

変更なし

4.1(2)

--
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章

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイス上でマルチ スパニングツリー（MST）を設定する方法につい
て説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 165 ページ
• MST について, 166 ページ
• MST のライセンス要件, 176 ページ
• MST の前提条件, 177 ページ
• MST の設定に関する注意事項および制約事項, 177 ページ
• MST のデフォルト設定, 178 ページ
• MST の設定, 180 ページ
• MST 設定の確認, 214 ページ
• MST 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョン）, 214 ページ
• MST の設定例, 215 ページ
• MST に関する追加情報（CLI バージョン）, 216 ページ
• MST 設定の機能履歴（CLI バージョン）, 217 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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MST について
（注）

レイヤ 2 インターフェイスの作成の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。
IEEE 802.1s 標準の MST を使用すると、スパニングツリー インスタンスに複数の VLAN を割り当
てることができます。MST は、デフォルトのスパニングツリー モードではありません。Rapid per
VLAN Spanning Tree（Rapid PVST+）がデフォルト モードです。MST インスタンスは、同じ名前、
リビジョン番号、VLAN からインスタンスへのマッピングと組み合わされて、MST 領域が形成さ
れます。MST 領域は、領域外のスパニングツリー設定への単一のブリッジとして表示されます。
MST がネイバー デバイスから IEEE 802.1D スパニングツリー プロトコル（STP）メッセージを受
信すると、該当するインターフェイスとの境界が形成されます。

（注）

このマニュアルでは、IEEE 802.1w および IEEE 802.1s を指す用語として、「スパニングツリー」
を使用します。このマニュアルで IEEE 802.1D スパニングツリー プロトコルに関して説明する
場合は、具体的に 802.1D と表記されます。

（注）

Cisco NX-OS Release 5.x 以降で仮想ポート チャネル（vPC）を実行している場合は、STP を設
定することにより、パフォーマンスを向上させることができます。この機能の詳細について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

MST の概要
（注）

MST をイネーブルにする必要があります。Rapid PVST+ は、デフォルトのスパニングツリー
モードです。
MST は、複数の VLAN をスパニングツリー インスタンスにマッピングします。各インスタンス
には、他のスパニングツリーインスタンスとは別のスパニングツリートポロジがあります。この
アーキテクチャでは、データトラフィックに対して複数のフォワーディングパスがあり、ロード
バランシングが可能です。これによって、非常に多数の VLAN をサポートする際に必要な STP イ
ンスタンスの数を削減できます。MST では、1 つのインスタンス（転送パス）で障害が発生して
も他のインスタンス（転送パス）に影響しないため、ネットワークのフォールトトレランスが向
上します。
MST では、各 MST インスタンスで IEEE 802.1w 規格を採用することによって、明示的なハンド
シェイクによる高速収束が可能なため、802.1D 転送遅延がなくなり、ルート ブリッジ ポートと
指定ポートが迅速にフォワーディング ステートに変わります
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デバイスでは常に MAC アドレス リダクションがイネーブルです。この機能はディセーブルには
できません。
MST ではスパニング ツリーの動作が改善され、次の STP バージョンとの下位互換性を維持して
います。
• 元の 802.1D スパニング ツリー
• Rapid per-VLAN スパニングツリー（Rapid PVST+）

（注）

• IEEE 802.1 は、Rapid Spanning Tree Protocol（RSTP）で定義されて、IEEE 802.1D に組み
込まれました。
• IEEE 802.1 は、MST で定義されて、IEEE 802.1Q に組み込まれました。

MST 領域
MST インスタンスにデバイスを参加させるには、常に同じ MST 設定情報を使用してデバイスを
設定する必要があります。
同一の MST 設定を持つ、相互接続されたデバイスの集合を MST 領域といいます。MST 領域は、
同じ MST 設定で MST ブリッジのグループとリンクされます。
MST 設定により、各デバイスが属する MST 領域が制御されます。この設定には、領域名、リビ
ジョン番号、VLAN/MST インスタンス割り当てマッピングが含まれます。
リージョンには、同一の MST コンフィギュレーションを持った 1 つまたは複数のメンバが必要で
す。各メンバには、802.1w Bridge Protocol Data Unit（BPDU：ブリッジ プロトコル データ ユニッ
ト）を処理する機能が必要です。ネットワーク内の MST 領域には、数の制限はありません。
各デバイスは、単一の MST 領域内で、インスタンス 0 を含む最大 65 個の MST インスタンスをサ
ポートできます。インスタンスは、1 ～ 4094 の範囲の任意の番号によって識別されます。インス
タンス 0 は、特別なインスタンスである IST 用に予約されています。VLAN は、一度に 1 つの
MST インスタンスに対してのみ割り当てることができます。
MST 領域は、隣接の MST 領域、他の Rapid PVST+ 領域、802.1D スパニングツリー プロトコルへ
の単一のブリッジとして表示されます。

（注）

ネットワークを、非常に多数の領域に分けることは推奨しません。

MST BPDU
各デバイスで使用できる MST BPDU は、インターフェイスごとに 1 つだけです。この BPDU が、
デバイス上の各 MSTI の M レコードを伝達します。IST だけが MST 領域の BPDU を送信します。
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すべての M レコードは、IST が送信する 1 つの BPDU でカプセル化されています。MST BPDU は
すべてのインスタンスの情報を伝送するため、MST をサポートするために処理しなければならな
い BPDU の数は、Rapid PVST+ と比べて大幅に削減されます。
図 13： MSTI の M レコードが含まれる MST BPDU

MST 設定情報
単一の MST 領域内にあるすべてのデバイスで MST 設定を同一にする必要がある場合は、ユーザ
側で設定します。
MST 設定では、次の 3 つのパラメータを設定できます。
• 名前：32 文字の文字列。MST 領域を指定します。ヌルで埋められ、ヌルで終了します。
• リビジョン番号：現在の MST 設定のリビジョンを指定する 16 ビットの符号なし数字。

（注）

MST 設定の一部として必要な場合、リビジョン番号を設定する必要があります。MST 設定を
コミットするたびにリビジョン番号が自動的に増加することはありません。
• VLAN/MST インスタンス マッピング：4096 個の要素があるテーブルであり、各仮想デバイ
ス コンテキスト（VDC）でサポートされる 4094 個の VLAN を、最初（0）と最後の要素
（4095）を 0 に設定した特定のインスタンスに関連付けます。要素番号 X の値は、VLAN X
がマッピングされるインスタンスを表します。

（注）

VLAN/MSTI マッピングを変更すると、MST が再コンバージェンスされます。
MST BPDU には、これらの 3 つの設定パラメータが含まれています。MST ブリッジは、これら 3
つの設定パラメータが厳密に一致する場合、MST BPDU をそのリージョンに受け入れます。設定
属性が 1 つでも異なっていると、MST ブリッジでは、BPDU が別の MST 領域のものであると見
なされます。
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IST、CIST、CST
IST、CIST、CST の概要
すべての STP インスタンスが独立している Rapid PVST+ と異なり、MST は IST、CIST、および
CST スパニングツリーを次のように確立して、維持します。
• IST は、MST 領域で実行されるスパニングツリーです。
MST は、それぞれの MST 領域内で追加のスパニングツリーを確立して維持します。このス
パニングツリーは、Multiple Spanning Tree Instance（MSTI）と呼ばれます。
インスタンス 0 は、IST という、領域の特殊インスタンスです。IST は、すべてのポートに
必ず存在します。IST（インスタンス0）は削除できません。デフォルトでは、すべてのVLAN
が IST に割り当てられます。その他すべての MST インスタンスには、1 ～ 4094 の番号が付
きます。
IST は、BPDU の送受信を行う唯一の STP インスタンスです。他の MSTI 情報はすべて MST
レコード（M レコード）に含まれ、MST BPDU 内でカプセル化されます。
同じリージョン内のすべての MSTI は同じプロトコル タイマーを共有しますが、各 MSTI に
は、ルート ブリッジ ID やルート パス コストなど、それぞれ独自のトポロジ パラメータが
あります。
MSTI は、リージョンに対してローカルです。たとえば、リージョン A とリージョン B が相
互接続されている場合でも、リージョン A にある MSTI 9 は、リージョン B にある MSTI 9
には依存しません。領域の境界をまたいで使用されるのは、CST 情報だけです。
• CST は、MST 領域と、ネットワーク上で実行されている可能性がある 802.1D および 802.1w
STP のインスタンスを相互接続します。CST は、ブリッジ型ネットワーク全体で 1 つ存在す
る STP インスタンスで、すべての MST 領域、802.1w インスタンスおよび 802.1D インスタン
スを含みます。
• CIST は、各 MST 領域にある IST の集まりです。CIST は、MST 領域内部の IST や、MST 領
域外部の CST と同じです。
MST 領域で計算されるスパニングツリーは、スイッチ ドメイン全体を含んだ CST 内のサブツリー
として認識されます。CIST は、802.1w、802.1s、802.1D 標準をサポートするデバイスで動作する
スパニングツリー アルゴリズムによって形成されます。MST 領域内の CIST は、リージョン外の
CST と同じです。

MST 領域内でのスパニングツリーの動作
IST は領域内のすべての MST デバイスを接続します。IST が収束すると、IST のルートは CIST
リージョナル ルートになります。ネットワークに領域が 1 つしかない場合、CIST リージョナル
ルートは CIST ルートにもなります。CIST ルートが領域外にある場合、領域の境界にある MST デ
バイスの 1 つが CIST リージョナル ルートとして選択されます。
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MST デバイスは、初期化されると、CIST のルートおよび CIST リージョナル ルートとして自分自
身を識別する BPDU を送信します。BPDU では、CIST ルートのパス コストおよび CIST リージョ
ナル ルートへのパス コストの両方がゼロに設定されます。このデバイスはすべての MSTI も初期
化し、そのすべてのルートであることを申告します。このデバイスは、ポートで現在保存されて
いる情報よりも優位の MSTI ルート情報（低いスイッチ ID や低いパス コストなど）を受信する
と、CIST リージョナル ルートとしての申告を放棄します。
初期化中に、MST 領域内に独自の CIST リージョナル ルートを持つ多くのサブ リージョンが形成
される場合があります。デバイスは、同一領域のネイバーから優位 IST 情報を受信すると、古い
サブ領域を離れ本来の CIST リージョナル ルートを含む新しいサブ領域に加わります。このよう
にして、真の CIST リージョナル ルートが含まれているサブ リージョン以外のサブ領域はすべて
縮小します。
MST 領域内のすべてのデバイスは、同一 CIST リージョナル ルートで合意する必要があります。
領域内の任意の 2 つのデバイスは、共通 CIST リージョナル ルートに収束する場合、MSTI のポー
ト ロールのみを同期化します。

MST 領域間のスパニングツリー動作
領域または 802.1w か 802.1D の STP インスタンスがネットワーク内に複数ある場合、MST は CST
を確立して維持します。これには、ネットワークのすべての MST 領域およびすべての 802.1w と
802.1D の STP デバイスが含まれます。MSTI は、リージョンの境界で IST と結合して CST になり
ます。
IST は領域内のすべての MST デバイスを接続し、スイッチド ドメイン全体を網羅する CIST でサ
ブツリーのように見えます。サブツリーのルートは CIST リージョナル ルートです。隣接する STP
デバイスおよび MST 領域には、MST 領域が仮想デバイスのように見えます。
次の図に、3 つの MST 領域と 1 台の 802.1D デバイス（D）を含むネットワークを示します。リー
ジョン 1 の CIST リージョナル ルート（A）は、CIST ルートでもあります。リージョン 2 の CIST
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リージョナル ルート（B）、およびリージョン 3 の CIST リージョナル ルート（C）は、CIST 内
のそれぞれのサブツリーのルートです。
図 14：MST 領域、CIST リージョナル ルート、CST ルート

BPDU を送受信するのは CST インスタンスのみです。MSTI は自身のスパニングツリー情報を
BPDU に（M レコードとして）追加し、同じ MST 領域内のネイバー デバイスと相互作用して、
最終的なスパニングツリー トポロジを計算します。BPDU の送信に関連するスパニングツリー パ
ラメータ（hello タイム、転送時間、最大エージング タイム、最大ホップ カウントなど）は、CST
インスタンスにのみ設定されますが、すべての MSTI に影響します。スパニングツリー トポロジ
に関連するパラメータ（スイッチ プライオリティ、ポート VLAN コスト、ポート VLAN プライ
オリティなど）は、CST インスタンスと MSTI の両方に設定できます。
MST デバイスは、バージョン 3 BPDU を使用します。802.1D STP にフォール バックした MST デ
バイスは、802.1D 専用デバイスと通信する場合、802.1D BPDU だけを使用します。MST デバイス
は、MST デバイスと通信する場合、MST BPDU を使用します。

MST 用語
MST の命名規則には、内部パラメータまたはリージョナル パラメータの識別情報が含まれます。
これらのパラメータは MST 領域内だけで使用され、ネットワーク全体で使用される外部パラメー
タと比較されます。CIST だけがネットワーク全体に広がるスパニングツリー インスタンスなの
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で、CIST パラメータだけに外部修飾子が必要になり、修飾子またはリージョン修飾子は不要で
す。MST 用語を次に示します。
• CIST ルートは CIST のルート ブリッジで、ネットワーク全体にまたがる一意のインスタンス
です。
• CIST 外部ルート パス コストは、CIST ルートまでのコストです。このコストは MST 領域内
で変化しません。CIST には、MST 領域が単一のデバイスのように見えます。CIST 外部ルー
ト パス コストは、この仮想デバイス、およびどの領域にも属さないデバイスの間で計算さ
れるルート パス コストです。
• CIST ルートが領域内にある場合、CIST リージョナル ルートは CIST ルートです。CIST ルー
トが領域内にない場合、CIST リージョナル ルートは領域内の CIST ルートに最も近いデバイ
スです。CIST リージョナル ルートは、IST のルート ブリッジとして動作します。
• CIST 内部ルート パス コストは、領域内の CIST リージョナル ルートまでのコストです。こ
のコストは、IST つまりインスタンス 0 だけに関連します。

ホップ カウント
MST 領域内の STP トポロジを計算する場合、MST はコンフィギュレーション BPDU のメッセー
ジ有効期間と最大エージング タイムの情報は使用しません。代わりに、ルートへのパス コスト
と、IP の存続可能時間（TTL）メカニズムに類似したホップ カウント メカニズムを使用します。
spanning-tree mst max-hops グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、領域内
の最大ホップ数を設定し、IST およびその領域のすべての MST インスタンスに適用できます。
ホップカウントは、メッセージエージ情報と同じ結果になります（再設定を開始）。インスタン
スのルート ブリッジは、コストが 0 でホップ カウントが最大値に設定された BPDU（M レコー
ド）を常に送信します。デバイスは、この BPDU を受信すると、受信した残存ホップ カウントか
ら 1 を差し引き、生成する BPDU の残存ホップ カウントとしてこの値を伝播します。カウントが
ゼロに達すると、デバイスは BPDU を廃棄し、ポート用に維持されている情報をエージングしま
す。
BPDU の 802.1w 部分に格納されているメッセージ有効期間および最大エージング タイムの情報
は、領域全体で同じです（IST の場合のみ）。同じ値が、境界にある領域の指定ポートによって
伝播されます。
最大エージング タイムは、デバイスがスパニングツリー設定メッセージを受信せずに再設定を試
行するまで待機する秒数です。

境界ポート
境界ポートは、LAN に接続されたポートで、その代表ブリッジは、MST 設定が異なるブリッジ
（つまり、別の MST 領域）、または Rapid PVST+ や 802.1D STP スイッチのいずれかです。指定
ポートは、STP ブリッジを検出するか、設定が異なる MST ブリッジまたは Rapid PVST+ ブリッジ
から合意提案を受信すると、境界にあることを認識します。この定義では、領域内部の 2 つのポー
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トが、別の領域に属するポートとセグメントを共有でき、そのため内部メッセージおよび外部メッ
セージの両方をポートで受信する可能性があります。
図 15： MST 境界ポート

境界では、MST ポートのロールは問題ではなく、そのステートは強制的に IST ポート ステートと
同じに設定されます。境界フラグがポートに対してオンに設定されている場合、MST ポートの
ロールの選択処理では、ポートのロールが境界に割り当てられ、同じステートが IST ポートのス
テートとして割り当てられます。境界にある IST ポートでは、バックアップ ポートのロール以外
のすべてのポートのロールを引き継ぐことができます。

単一方向リンク障害の検出
現在、IEEE MST 標準に単方向リンク障害の検出機能はありませんが、標準に準拠した実装には
組み込まれています。この機能のベースとなるのは、異議メカニズムです。ソフトウェアは、受
信した BPDU でポートのロールおよびステートの一貫性をチェックし、ブリッジング ループの原
因となることがある単方向リンク障害を検出します。この機能は、異議メカニズムに基づいてい
ます。

（注）

単方向リンク検出（UDLD）の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。
指定ポートは、矛盾を検出すると、そのロールを維持しますが、廃棄ステートに戻ります。一貫
性がない場合は、接続を中断した方がブリッジング ループを解決できるからです。
次の図に、ブリッジング ループの一般的な原因となる単方向リンク障害を示します。スイッチ A
はルート ブリッジであり、スイッチ B へのリンクで BPDU は失われます。Rapid PVST+ (802.1w)
および MST BPDU には、送信側ポートの役割と状態が含まれます。この情報により、スイッチ B
は送信される上位 BPDU に対して反応せず、スイッチ B はルート ポートではなく指定ポートであ
ることが、スイッチ A によって検出できます。この結果、スイッチ A は、そのポートをブロック
し（またはブロックし続け）、ブリッジング ループが防止されます。
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図 16： 単方向リンク障害の検出

ポート コストとポート プライオリティ
スパニングツリーはポート コストを使用して、指定ポートを決定します。値が低いほど、ポート
コストは小さくなります。スパニングツリーでは、最小のコスト パスが選択されます。デフォル
ト ポート コストは、次のように、インターフェイス帯域幅から取得されます。
• 10 Mbps：2,000,000
• 100 Mbps：200,000
• 1 ギガビット イーサネット：20,000
• 10 ギガビット イーサネット：2,000
ポート コストを設定すると、選択されるポートが影響を受けます。

（注）

MST では常にロング パスコスト計算方式が使用されるため、有効値は 1 ～ 200,000,000 です。
コストが同じポートを差別化するために、ポート プライオリティが使用されます。値が小さいほ
ど、プライオリティが高いことを示します。デフォルトのポートのプライオリティは 128 です。
プライオリティは、0 ～ 224 の間の値に、32 ずつ増やして設定できます。

IEEE 802.1D との相互運用性
MST を実行するデバイスでは組み込みプロトコル移行機能がサポートされ、802.1D STP デバイス
との相互運用が可能になります。このデバイスで 802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロト
コル バージョンが 0 に設定されている BPDU）を受信する場合、そのポート上の 802.1D BPDU の
みが送信されます。また、MST デバイスは、802.1D BPDU、別の領域に関連する MST BPDU（バー
ジョン 3）、802.1w BPDU（バージョン 2）のうちいずれかを受信すると、ポートが領域の境界に
あることを検出できます。
ただし、このデバイスは、802.1D BPDU を受信しなくなっても、MST モードに自動的に戻りませ
ん。802.1D デバイスが指定デバイスでない場合、802.1D デバイスがリンクから削除されたかどう
かを検出できないからです。このデバイスの接続先デバイスが領域に加わったとき、デバイスは
境界ロールをポートに割り当て続けることもあります。
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プロトコル移行プロセスを再開する（強制的に隣接デバイスと再ネゴシエーションさせる）には、
clear spanning-tree detected-protocols コマンドを入力します。
リンク上にあるすべての Rapid PVST+ スイッチ（およびすべての 8021.D STP スイッチ）では、
MST BPDU を 802.1w BPDU の場合と同様に処理できます。MST デバイスは、バージョン 0 設定
とトポロジ変更通知（TCN）BPDU、またはバージョン 3 MST BPDU のどちらかを境界ポートで
送信できます。境界ポートは LAN に接続します。つまり、単一スパニングツリー デバイスまた
は MST 設定が異なるデバイスのいずれかである指定デバイスに接続します。
MST は、MST ポート上で先行標準 MSTP を受信するたびに、シスコの先行標準 MSTP と相互に
動作します。明示的な設定は必要ありません。Cisco NX-OS Release 4.0(2) 以降では、指定インター
フェイスを設定することにより、先行標準の MSTP メッセージをいつでも送信できます。先行標
準の MST メッセージの送信を開始するために、先行標準の MST メッセージの受信を待機する必
要はありません。
また、インターフェイスを設定して、先行標準の MSTP メッセージを事前に送信することもでき
ます。

MST のハイ アベイラビリティ
ソフトウェアは MST に対してハイ アベイラビリティをサポートしています。ただし、MST を再
起動した場合、統計情報およびタイマーは復元されません。タイマーは最初から開始され、統計
情報は 0 にリセットされます。
デバイスは、MST に対して中断のない完全アップグレードをサポートします。中断のないアップ
グレードとハイ アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High
Availability and Redundancy Guide』を参照してください。

MST のバーチャライゼーション サポート
このシステムは仮想デバイス コンテキスト（VDC）をサポートしています。各 VDC で個別の STP
を実行できます。
次の図に示すように、1 つの VDC で Rapid PVST+ を実行し、別の VDC で MST を実行できます。
各 VDC には独自の MST があります。正しい VDC を使用していることを確認します。
たとえば、VDC1 で MST、VDC2 で Rapid PVST+、VDC 3 で MST を実行できます。
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図 17： VDC ごとに個別の STP

（注）

VDC が異なればその中の MST も異なるため、VDC ごとに MST 領域設定を実行する必要があ
ります。

（注）

VDC およびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』を参照してください。

MST のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

MST のライセンスは不要です。ライセンス パッ
ケージに含まれていない機能はすべて Cisco
NX-OS システム イメージにバンドルされてお
り、追加費用は一切発生しません。NX-OS ライ
センス方式の詳細については、『Cisco NX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

ただし、VDC を使用するには、Advanced Services ライセンスが必要です。
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MST の前提条件
MST には次の前提条件があります。
• デバイスにログインしている必要があります。
• 必要に応じて、Advanced Services ライセンスをインストールし、特定の VDC を開始します。
• デフォルト以外の VDC で作業する場合は、目的の VDC を作成しておく必要があります。

MST の設定に関する注意事項および制約事項
（注）

VLAN/MSTI マッピングを変更すると、MST が再コンバージェンスされます。
MST 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
• MST をイネーブルにする必要があります。Rapid PVST+ は、デフォルトのスパニングツリー
モードです。
• VLAN は、一度に 1 つの MST インスタンスに対してのみ割り当てることができます。
• VLAN 3968 ～ 4047 または VLAN 4094 は MST インスタンスにマッピングできません。これ
らの VLAN は、デバイスによる内部使用のために予約されています。
• 1 つのデバイスに最大 65 個の MST インスタンスを設定できます。
• VLAN およびポートの最大数は 75,000 です。
• デフォルトでは、すべての VLAN が MSTI 0（IST）にマッピングされます。
• システムのプライベート VLAN で作業する場合は、すべてのセカンダリ VLAN がプライマ
リ VLAN と同じ MSTI にマッピングされていることを確認してください。
• ロード バランスは、MST 領域の内部でのみ実行できます。
• MSTI にマッピングされたすべての VLAN が、トランクによって伝送されているか、または
伝送から除外されていることを確認します。
• STP は常にイネーブルのままにしておきます。
• タイマーは変更しないでください。ネットワークの安定性が低下することがあります。
• ユーザ トラフィックを管理 VLAN から切り離し、管理 VLAN をユーザ データから分離しま
す。
• プライマリおよびセカンダリ ルート スイッチの場所として、ディストリビューション レイ
ヤおよびコア レイヤを選択します。
• ポート チャネリング：ポート チャネル バンドルは、単一ポートと見なされます。ポート コ
ストは、そのチャネルに割り当てられている設定済みのすべてのポート コストの合計です。
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• VLAN を MSTI にマッピングすると、この VLAN が以前の MSTI から自動的に削除されま
す。
• 1 つの MSTI に任意の個数の VLAN をマッピングできます。
• Rapid PVST+ と MST クラウド、または PVST+ と MST クラウドとの間でロード バランシン
グを実現するには、すべての MST 境界ポートがフォワーディング ステートでなければなり
ません。MST クラウドの CIST リージョナル ルートが CST のルートでなければなりません。
MST クラウドが複数の MST 領域で構成されている場合、MST 領域の 1 つに CST ルートが
含まれていなければならず、その他のすべての MST 領域では MST クラウド内に含まれる
ルートへのパスが、Rapid PVST+ または PVST+ クラウドよりも良好なものでなければなりま
せん。
• ネットワークを多数の領域に分割しないでください。ただしこの状況を避けられない場合
は、レイヤ 2 デバイスによって相互接続された、より小さい LAN にスイッチド LAN を分割
することを推奨します。
• プライベート VLAN を操作するときには、private-vlan synchronize コマンドを使用して、プ
ライマリ VLAN として、セカンダリ VLAN を同じ MST インスタンスにマッピングします。
• MST 設定サブモードの場合、次の注意事項が適用されます。
◦ 各コマンド参照行により、保留中のリージョン設定が作成されます。
◦ 保留中のリージョン設定により、現在のリージョン設定が開始されます。
◦ 変更をコミットすることなく MST 設定サブモードを終了するには、abort コマンドを入
力します。
◦ MST コンフィギュレーション サブモードを終了し、サブモードを終了する前に行った
すべての変更をコミットするには、exit または end コマンドを入力するか、または Ctrl-Z
キーを押します。

（注）

このソフトウェアは、MST に対して中断のない完全アップグレードをサポートします。中断
のないアップグレードの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy Guide』を参照してください。

MST のデフォルト設定
次の表に、MST パラメータのデフォルト設定を示します。
表 18：デフォルトの MST パラメータ

パラメータ

デフォルト

スパニングツリー

イネーブル
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パラメータ

デフォルト

スパニングツリー モード

Rapid PVST+ がデフォルトでイネーブル
注意

スパニングツリー モードを変更する
と、すべてのスパニングツリー インス
タンスが前のモードで停止して新規モー
ドで開始されるため、トラフィックが
中断されます。

名前

空の文字列

VLAN マッピング

すべての VLAN を CIST インスタンスにマッピ
ング

リビジョン

0

インスタンス ID

インスタンス 0。VLAN 1 ～ 4094 はデフォルト
でインスタンス 0 にマッピングされます。

MST 領域あたりの MSTI 数

65

ブリッジ プライオリティ（CIST ポート単位で 32768
設定可能）
スパニングツリーポートプライオリティ（CIST 128
ポート単位で設定可能）
スパニングツリー ポート コスト（CIST ポート 自動
単位で設定可能）
デフォルトのポート コストは、次のように、
ポート速度から判別されます。
• 10 Mbps：2,000,000
• 100 Mbps：200,000
• 1 ギガビット イーサネット：20,000
• 10 ギガビット イーサネット：2,000
hello タイム

2秒

転送遅延時間

15 秒

最大エージング タイム

20 秒

最大ホップ カウント

20 ホップ
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パラメータ

デフォルト

リンク タイプ

自動
デフォルト リンク タイプは、次のようにデュ
プレックスから判別されます。
• 全二重：ポイントツーポイント リンク
• 半二重：共有リンク

MST の設定
（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能のシスコ ソフトウェア コマンドは従来の Cisco
IOS コマンドと異なる点があるため注意が必要です。

MST のイネーブル化（CLI バージョン）
MST をイネーブルにできます。デフォルトは、Rapid PVST+ です。
同じ VDC 上で MST と Rapid PVST+ を同時に実行することはできません。

（注）

スパニングツリー モードを変更すると、すべてのスパニングツリー インスタンスが前のモー
ドで停止して新規モードで再開されるため、トラフィックが中断されます。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
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コマンドまたはアクション
オプション

説明

spanning-tree
mode mst

デバイスの MST をイ
ネーブルにします。

目的

no spanning-tree デバイス上で MST を
mode mst
ディセーブルにして、
Rapid PVST+ に戻しま
す。

例：
switch(config)# spanning-tree mode mst

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show running-config spanning-tree all
例：

（任意）
現在稼働している STP コンフィギュ
レーションを表示します。

switch# show running-config spanning-tree
all

ステップ 5

copy running-config startup-config
例：
switch# copy running-config startup-config

（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。

次に、デバイス上で MST をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

MST コンフィギュレーション モードの開始
デバイスに MST 名、VLAN/インスタンス マッピング、および MST リビジョン番号を設定するに
は、MST コンフィギュレーション モードを開始します。
複数のデバイスが同じ MST 領域内にある場合は、これらのデバイスの MST 名、VLAN/インスタ
ンス マッピング、および MST リビジョン番号を同一にする必要があります。
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MST コンフィギュレーション モードの開始

（注）

各コマンド参照行により、MST コンフィギュレーション モードで保留中の領域設定が作成さ
れます。さらに、保留中の領域設定により、現在の領域設定が開始されます。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

spanning-tree
mst
configuration

システム上で、MST 設定サブモードを開
始します。次の MST 設定パラメータを割
り当てるには、MST 設定サブモードを開
始しておく必要があります。
• MST 名
• VLAN/MSTI マッピング
• MST リビジョン番号
• プライベート VLAN でのプライマリ
VLAN とセカンダリ VLAN との同期

no
spanning-tree
mst
configuration

MST 領域設定を次のデフォルト値に戻し
ます。
• 領域名は空の文字列になります。
• VLAN は MST インスタンスにマッピ
ングされません（すべての VLAN は
CIST インスタンスにマッピングされ
ます）。
• リビジョン番号は 0 です。

Cisco Nexus 7000 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
182

OL-25755-04-J

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
MST の名前の指定

コマンドまたはアクション

目的

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

exit

すべての変更をコミットし、MST 設定サ
ブモードを終了します。

abort

いずれの変更もコミットすることなく、
MST 設定サブモードを終了します。

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

ステップ 4

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

（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。

次に、デバイスで MST コンフィギュレーション サブモードを開始する例を示します。
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

MST の名前の指定
ブリッジに領域名を設定できます。複数のブリッジが同じ MST 領域内にある場合は、これらのブ
リッジの MST 名、VLAN/インスタンス マッピング、および MST リビジョン番号を同一にする必
要があります。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst configuration

MST コンフィギュレーション サブ
モードを開始します。

例：
switch(config)# spanning-tree mst
configuration
switch(config-mst)#

ステップ 3

namename
例：
switch(config-mst)# name accounting

ステップ 4

MST 領域の名前を指定します。name
文字列の最大の長さは 32 文字であ
り、大文字と小文字が区別されます。
デフォルトは空の文字列です。

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプショ 説明
ン
exit

すべての変更をコミットし、
MST 設定サブモードを終了し
ます。

abort

いずれの変更もコミットする
ことなく、MST 設定サブモー
ドを終了します。

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 6

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

（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。
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次の例は、MST 領域の名前の設定方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# name accounting
switch(config-mst)#

MST 設定のリビジョン番号の指定
リビジョン番号は、ブリッジ上に設定します。複数のブリッジが同じ MST 領域内にある場合は、
これらのブリッジの MST 名、VLAN/インスタンス マッピング、および MST リビジョン番号を同
一にする必要があります。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst configuration

MST コンフィギュレーション サブ
モードを開始します。

例：
switch(config)# spanning-tree mst
configuration
switch(config-mst)#

ステップ 3

revisionversion
例：

MST 領域のリビジョン番号を指定
します。範囲は 0 ～ 65535 で、デ
フォルト値は 0 です。

switch(config-mst)# revision 5

ステップ 4

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプショ 説明
ン
exit

すべての変更をコミットし、
MST 設定サブモードを終了し
ます。

abort

いずれの変更もコミットするこ
となく、MSTコンフィギュレー
ション サブモードを終了しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

ステップ 5

（任意）
MST 設定を表示します。

show spanning-tree mst
例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 6

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

（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。

次に、MSTI 領域のリビジョン番号を 5 に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# revision 5
switch(config-mst)#

MST 領域での設定の指定
2 台以上のデバイスを同一 MST 領域内に存在させるには、同じ VLAN からインスタンスへのマッ
ピング、同じ構成リビジョン番号、および同じ MST の名前が設定されている必要があります。
領域には、同じ MST 設定の 1 つのメンバまたは複数のメンバを存在させることができます。各メ
ンバでは、IEEE 802.1w RSTP BPDU を処理できる必要があります。ネットワーク内の MST 領域
には、数の制限はありませんが、各リージョンでは、最大65までのインスタンスをサポートでき
ます。VLAN は、一度に 1 つの MST インスタンスに対してのみ割り当てることができます。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

spanning-tree mst configuration

MST コンフィギュレーション サブモードを開
始します。

例：
switch(config)# spanning-tree mst
configuration
switch(config-mst)#

ステップ 3

instanceinstance-id vlanvlan-range
例：
switch(config-mst)# instance 1
vlan 10-20

VLAN を MST インスタンスにマッピングする
手順は、次のとおりです。
• instance-id の範囲は 1 ～ 4094 です。
• vlanvlan-range の範囲は 1 ～ 4094 です。
VLAN を MST インスタンスにマップする
場合、マッピングは増加され、コマンド
に指定した VLAN は、以前マッピングし
た VLAN に追加されるか、そこから削除
されます。
VLAN 範囲を指定する場合は、ハイフンを使用
します。たとえば、instance 1 vlan 1-63 とコマ
ンドを入力すると、MST インスタンス 1 に
VLAN 1 ～ 63 がマッピングされます。
複数の VLAN を指定する場合はカンマで区切
ります。たとえば、instance 1 vlan 10, 20, 30 と
指定すると、MST インスタンス 1 に VLAN 10、
20、および 30 がマッピングされます。

ステップ 4

namename
例：

インスタンス名を指定します。name ストリン
グには最大 32 文字まで使用でき、大文字と小
文字が区別されます。

switch(config-mst)# name region1

ステップ 5

revisionversion

設定リビジョン番号を指定します。範囲は 0 ～
65535 です。

例：
switch(config-mst)# revision 1

ステップ 6

次のいずれかのコマンドを入力し
ます。
オプ
説明
ション
exit

すべての変更をコミット
し、MST設定サブモード
を終了します。
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コマンドまたはアクション

目的

オプ
説明
ション
abort

いずれの変更もコミット
することなく、MSTコン
フィギュレーションサブ
モードを終了します。

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

ステップ 7

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 8

copy running-config startup-config
例：

（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

次の例は、MST コンフィギュレーション モードを開始し、VLAN 10 ～ 20 を MSTI 1 にマッピン
グし、リージョンに region1 という名前を付けて、設定リビジョンを 1 に設定し、保留中の設定を
表示し、変更を適用してグローバルコンフィギュレーションモードに戻る方法を示しています。
switch# config t
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
switch(config-mst)# name region1

VLAN と MST インスタンスのマッピングおよびマッピング解除（CLI
バージョン）
複数のブリッジが同じ MST 領域内にある場合は、これらのブリッジの MST 名、VLAN/インスタ
ンス マッピング、および MST リビジョン番号を同一にする必要があります。
VLAN 3968 ～ 4047 または VLAN 4094 は MST インスタンスにマッピングできません。これらの
VLAN は、デバイスによる内部使用のために予約されています。

（注）

VLAN/MSTI マッピングを変更すると、MST が再コンバージェンスされます。
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（注）

MSTI はディセーブルにできません。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst configuration
例：

MSTコンフィギュレーショ
ン サブモードを開始しま
す。

switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明

instanceinstance-idvlanvlan-range VLAN を MST インス
タンスにマッピング
する手順は、次のと
おりです。
• instance_id の範
囲は 1 ～ 4094
です。インスタ
ンス 0 は、各
MST 領域での
IST 用に予約さ
れています。
• vlan-range の範
囲は 1 ～ 4094
です。
VLAN を MSTI に
マッピングすると、
マッピングは差分で
実行され、コマンド
で指定された VLAN
が、以前マッピング
された VLAN に追加
または VLAN から削
除されます。
no
指定したインスタン
instanceinstance-idvlanvlan-range スを削除し、VLAN
を、デフォルトMSTI
である CIST に戻しま
す。

例：
switch(config-mst)# instance 3 vlan 200

ステップ 4

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

exit

すべての変更をコミットし、MST 設定
サブモードを終了します。
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コマンドまたはアクション
オプション

説明

abort

いずれの変更もコミットすることなく、
MST コンフィギュレーション サブモー
ドを終了します。

目的

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 6

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

（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。

次の例は、VLAN 200 を MSTI 3 にマッピングする方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# instance 3 vlan 200
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

プライベート VLAN のセカンダリ VLAN をプライマリ VLAN と同じ MSTI
にマッピングするには
システムのプライベート VLAN で作業しているときは、関連プライマリ VLAN と同じ MSTI にす
べてのセカンダリ VLAN を配置する必要があります。この同期を自動的に実現するには、
private-vlan synchronize コマンドを入力します。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst configuration

MST コンフィギュレーション サブ
モードを開始します。

例：
switch(config)# spanning-tree mst
configuration
switch(config-mst)#

ステップ 3

private-vlan synchronize
例：
switch(config-mst)# private-vlan
synchronize

ステップ 4

すべてのプライベート VLAN につい
て、関連プライマリ VLAN と同じ
MSTI にすべてのセカンダリ VLAN
を自動的にマッピングします。

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプショ 説明
ン
exit

すべての変更をコミットし、
MST 設定サブモードを終了し
ます。

abort

いずれの変更もコミットするこ
となく、MST コンフィギュ
レーション サブモードを終了
します。

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 6

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

（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。
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次の例は、すべてのプライベート VLAN のすべてのセカンダリ VLAN を、それぞれ関連するプラ
イマリ VLAN と同じ MSTI に自動的にマッピングする方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# private-vlan synchronize
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

ルート ブリッジの設定
MST ルート ブリッジになるデバイスを設定できます。
ルート ブリッジになるために必要な値が 4096 より小さい場合は、spanning-tree vlanvlan_IDprimary
root コマンドはエラーになります。ソフトウェアでブリッジ プライオリティをそれ以上低くでき
ない場合、デバイスは次のメッセージを返します。
Error: Failed to set root bridge for VLAN 1
It may be possible to make the bridge root by setting the priority
for some (or all) of these instances to zero.

（注）

各 MSTI のルート ブリッジは、バックボーンまたはディストリビューション デバイスである
必要があります。アクセス デバイスは、スパニングツリーのプライマリ ルート ブリッジとし
て設定しないでください。
レイヤ 2 ネットワークの直径（レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 台のエンド ステーション間に
おける最大レイヤ 2 ホップ カウント）を指定するには、MSTI 0（IST）専用の diameter キーワー
ドを入力します。ネットワーク直径を指定すると、デバイスは、その直径のネットワークで最適
な hello タイム、転送遅延時間、最大エージング タイムを自動的に設定し、これによって収束時
間が大幅に短縮されます。hello キーワードを入力すると、自動的に計算された hello タイムを上
書きできます。

（注）

ルート ブリッジとして設定されているデバイスでは、hello タイム、転送遅延時間、最大エー
ジング タイムは手動で設定（spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst forward-time、
spanning-tree mst max-age の各グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用）しない
でください。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明

spanning-tree
mstinstance-idroot{primary|secondary}
[diameterdia [hello-timehello-time]]
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
次のようにルート
ブリッジとしてデ
バイスを設定しま
す。
• instance-id に
は、単一のイ
ンスタンス、
ハイフンで区
切られた範囲
のインスタン
ス、またはカ
ンマで区切ら
れた一連のイ
ンスタンスを
指定します。
指定できる範
囲は 1 ～ 4094
です。
• diameternet-diameter
には、任意の
2 つのエンド
ステーション
間にレイヤ 2
ホップの最大
数を指定しま
す。デフォル
ト値は 7 で
す。このキー
ワードは、
MST インスタ
ンス 0 の場合
にのみ使用で
きます。
• hello-timeseconds
には、ルート
ブリッジに
よって生成さ
れた設定メッ
セージの間隔
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
を秒単位で指
定します。有
効範囲は 1 ～
10 秒で、デ
フォルトは 2
秒です。

nospanning-tree mstinstance-idroot

スイッチのプライ
オリティ、範囲、
hello タイムをデ
フォルト値に戻し
ます。

例：
switch(config)# spanning-tree mst 5 root primary

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

exit

すべての変更をコミットし、MST 設定サブ
モードを終了します。

abort

いずれの変更もコミットすることなく、
MST コンフィギュレーション サブモード
を終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree mst
例：

（任意）
MST 設定を表示しま
す。

switch# show spanning-tree mst

ステップ 5

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

（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。
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コマンドまたはアクション

目的

次に、デバイスを MSTI 5 のルート スイッチに設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 root primary
switch(config)# exit
switch#

MST セカンダリ ルート ブリッジの設定
複数のバックアップルートブリッジを設定するには、複数のデバイスでこのコマンドを使用しま
す。spanning-tree mst root primary グローバル コンフィギュレーション コマンドでプライマリ
ルート ブリッジを設定したときに使用したのと同じネットワーク直径と hello タイムの値を入力
します。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明

spanning-tree
mstinstance-idroot{primary|secondary}
[diameterdia[hello-timehello-time]]
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
次のようにセカン
ダリ ルート ブリッ
ジとしてデバイス
を設定します。
• instance-id に
は、単一のイ
ンスタンス、
ハイフンで区
切られた範囲
のインスタン
ス、またはカ
ンマで区切ら
れた一連のイ
ンスタンスを
指定できま
す。指定でき
る範囲は 1 ～
4094 です。
• diameternet-diameter
には、任意の
2 つのエンド
ステーション
間にレイヤ 2
ホップの最大
数を指定しま
す。デフォル
ト値は 7 で
す。このキー
ワードは、
MST インスタ
ンス 0 の場合
にのみ使用で
きます。
• hello-timeseconds
には、ルート
ブリッジに
よって生成さ
れた設定メッ
セージの間隔
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コマンドまたはアクション
オプション

目的
説明
を秒単位で指
定します。有
効範囲は 1 ～
10 秒で、デ
フォルトは 2
秒です。

nospanning-tree mstinstance-idroot

スイッチのプライ
オリティ、範囲、
hello タイムをデ
フォルト値に戻し
ます。

例：
switch(config)# spanning-tree mst 5 root secondary

ステップ 3

exit
例：

グローバル コンフィギュ
レーション モードを終了
します。

switch# exit
switch(config)#

ステップ 4

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5

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

（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。

次に、デバイスを MSTI 5 のセカンダリ ルートスイッチに設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 root secondary
switch(config)# exit
switch#
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MST スイッチ プライオリティの設定
MST インスタンスのスイッチ プライオリティを設定し、指定デバイスがルート ブリッジとして
選択される可能性を高めることができます。

（注）

spanning-tree mst priority コマンドを使用するときは注意してください。ほとんどの場合、ス
イッチのプライオリティを変更するには、spanning-tree mst root primary および spanning-tree
mst root secondary のグローバル コンフィギュレーション コマンドの使用を推奨します。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree
次のようにデバイス プライオリティを設定しま
mstinstance-idprioritypriority-value す。
例：
switch(config)# spanning-tree
mst 5 priority 4096

• instance-id には、単一のインスタンス、ハイ
フンで区切られた範囲のインスタンス、また
はカンマで区切られた一連のインスタンスを
指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。
• priority-value の範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ず
つ増加します。デフォルト値は 32768 です。
数値を小さくすると、ルート ブリッジとし
てデバイスが選択される可能性が高くなりま
す。
使用可能な値は、0、4096、8192、12288、
16384、20480、24576、28672、32768、
36864、40960、45056、49152、53248、
57344、61440 です。システムでは、他のす
べての値が拒否されます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
例：
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

次の例は、MSTI 5 のブリッジのプライオリティを 4096 に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 priority 4096
switch(config)# exit
switch#

MST ポート プライオリティの設定
ループが発生する場合、MST は、フォワーディング ステートにするインターフェイスを選択する
とき、ポート プライオリティを使用します。最初に選択させるインターフェイスには低いプライ
オリティの値を割り当て、最後に選択させるインターフェイスには高いプライオリティの値を割
り当てることができます。すべてのインターフェイスのプライオリティ値が同一である場合、MST
はインターフェイス番号が最も低いインターフェイスをフォワーディング ステートにして、その
他のインターフェイスをブロックします。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

Cisco Nexus 7000 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
OL-25755-04-J

203

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
MST ポート プライオリティの設定

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interface {{type slot/port}
|{port-channelnumber}}

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。

例：
switch(config)# interface
ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

spanning-tree
次のように、ポートのプライオリティを設定しま
mstinstance-idport-prioritypriority す。
例：
switch(config-if)#
spanning-tree mst 3
port-priority 64

• instance-id には、1 つの MSTI、それぞれを
ハイフンで区切った MSTI の範囲、または
カンマで区切った一連の MSTI を指定でき
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
• priority の範囲は 0 ～ 224 で、32 ずつ増加し
ます。デフォルト値は 128 です。値が小さ
いほど、プライオリティが高いことを示し
ます。
プライオリティ値は、0、32、64、96、128、
160、192、224 です。システムでは、他のす
べての値が拒否されます。

ステップ 4

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
例：
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

次の例は、イーサネット ポート 3/1 で MSTI 3 の MST インターフェイス ポート プライオリティ
を 64 に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# spanning-tree mst 3 port-priority 64
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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MST ポート コストの設定
MST ポート コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度から抽出されます。ルー
プが発生した場合、MST は、コストを使用して、フォワーディング ステートにするインターフェ
イスを選択します。最初に選択させるインターフェイスには小さいコストの値を割り当て、最後
に選択させるインターフェイスの値には大きいコストを割り当てることができます。すべてのイ
ンターフェイスのコスト値が同一である場合、MST はインターフェイス番号が最も低いインター
フェイスをフォワーディング ステートにして、その他のインターフェイスをブロックします。

（注）

MST はロング パスコスト計算方式を使用します。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface {{type slot/port} |
{port-channelnumber}}

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。

例：
switch# config t
switch(config)# interface
ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 3

spanning-tree mstinstance-idcost コストを設定します。
{cost | auto}
ループが発生した場合、MST はパス コストを使
用して、フォワーディング ステートにするイン
例：
ターフェイスを選択します。パス コストが小さい
switch(config-if)#
spanning-tree mst 4 cost
ほど、送信速度が速いことを示します。
17031970

• instance-id には、単一のインスタンス、ハイ
フンで区切られた範囲のインスタンス、また
はカンマで区切られた一連のインスタンスを
指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。
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コマンドまたはアクション

目的
• cost の範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォル
ト値は auto で、インターフェイスのメディ
ア速度から取得されるものです。

ステップ 4

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 5

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（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。

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

次の例は、イーサネット ポート 3/1 で MSTI 4 の MST インターフェイス ポート コストを設定す
る方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# spanning-tree mst 4 cost 17031970
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST hello タイムの設定
デバイス上のすべてのインスタンスに対してルート ブリッジが作成する設定メッセージの間隔を
設定するには、hello タイムを変更します。

（注）

spanning-tree mst hello-time コマンドを使用するときは注意してください。ほとんどの場合、
hello タイムを変更するには、spanning-tree mstinstance-idroot primary および spanning-tree
mstinstance-idroot secondary グローバル コンフィギュレーション コマンドの使用を推奨しま
す。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst
hello-timeseconds
例：
switch(config)# spanning-tree
mst hello-time 1

ステップ 3

exit

すべての MST インスタンスについて、hello タ
イムを設定します。hello タイムは、ルート ブ
リッジが設定メッセージを生成する時間です。
これらのメッセージは、デバイスが動作してい
ることを示します。seconds の範囲は 1 ～ 10
で、デフォルトは 2 秒です。
グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次に、デバイスの hello タイムを 1 秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst hello-time 1
switch(config)# exit
switch#

MST 転送遅延時間の設定
デバイスのすべての MST インスタンスの転送遅延時間を 1 つのコマンドで設定できます。

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。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst
forward-timeseconds
例：
switch(config)# spanning-tree
mst forward-time 10

ステップ 3

exit

すべての MST インスタンスについて、転送時
間を設定します。転送遅延は、スパニングツ
リー ブロッキング ステートとラーニング ス
テートからフォワーディング ステートに変更
する前に、ポートが待つ秒数です。seconds の
範囲は 4 ～ 30 で、デフォルトは 15 秒です。
グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次に、デバイスの転送遅延時間を 10 秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-time mst forward-time 10
switch(config)# exit
switch#

MST 最大エージング タイムの設定
デバイスのすべての MST インスタンスの最大エージング タイマーを 1 つのコマンドで設定でき
ます（最大エージング タイムが適用されるのは IST のみです）。
最大エージング タイマーは、デバイスがスパニングツリー設定メッセージを受信せずに再設定を
試行するまで待機する秒数です。
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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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst max-ageseconds すべての MST インスタンスについて、最大経
過時間を設定します。最大エージング タイム
例：
は、デバイスがスパニングツリー設定メッセー
switch(config)# spanning-tree
ジを受信せずに再設定を試行するまで待機する
mst max-age 40
秒数です。seconds の範囲は 6 ～ 40 で、デフォ
ルトは 20 秒です。

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次に、デバイスの最大エージング タイマーを 40 秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst max-age 40
switch(config)# exit
switch#

MST 最大ホップ カウントの設定
領域内の最大ホップを設定し、それをその領域内にある IST およびすべての MST インスタンスに
適用できます。MST では、IST リージョナル ルートへのパス コストと、IP の存続可能時間（TTL）
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メカニズムに類似したホップ カウント メカニズムが、使用されます。ホップ カウントは、メッ
セージ エージ情報と同じ結果になります（再設定を開始）。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

spanning-tree mst
max-hopshop-count
例：
switch(config)# spanning-tree mst
max-hops 40

ステップ 3

exit

BPDU が廃棄され、ポートに維持されていた
情報が期限切れになるまでの、領域内での
ホップ カウントを指定します。hop-count の
範囲は 1 ～ 255 で、デフォルト値は 20 ホッ
プです。
MST コンフィギュレーション サブモードを
終了します。

例：
switch(config-mst)# exit
switch#

ステップ 4

show spanning-tree mst

（任意）
MST 設定を表示します。

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタート
例：
アップ コンフィギュレーションにコピーし
switch(config)# copy
ます。
running-config startup-config

次の例は、最大ホップ カウントを 40 に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst max-hops 40
switch(config)# exit
switch#
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先行標準 MSTP メッセージを事前に送信するインターフェイスの設定
（CLI バージョン）
デフォルトで、MST を実行中のデバイス上のインターフェイスは、別のインターフェイスから先
行標準 MSTP メッセージを受信したあと、標準ではなく先行標準の MSTP メッセージを送信しま
す。Cisco NX-OS Release 4.0(2) 以降のリリースでは、先行標準 MSTP メッセージを事前に送信す
るインターフェイスを設定できるようになりました。つまり、指定されたインターフェイスは、
先行標準 MSTP メッセージの受信を待機する必要がなく、この設定のインターフェイスは常に先
行標準 MSTP メッセージを送信します。

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。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# config t

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。

ステップ 2

switch(config)# interfacetype
slot/port

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。

ステップ 3

switch(config-if)# spanning-tree インターフェイスが MSTP 標準形式ではなく、
mst pre-standard
先行標準形式の MSTP メッセージを常に送信す
るように指定します。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

ステップ 5

switch# show spanning-tree mst （任意）
MST 設定を表示します。

ステップ 6

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

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

（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。

次に、MSTP メッセージを常に先行標準形式で送信するように、MST インターフェイスを設定す
る例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree mst pre-standard
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switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST のリンク タイプの指定（CLI バージョン）
Rapid の接続性（802.1w 規格）は、ポイントツーポイントのリンク上でのみ確立されます。リン
クタイプは、デフォルトでは、インターフェイスのデュプレックスモードから制御されます。全
二重ポートはポイントツーポイント接続であると見なされ、半二重ポートは共有接続であると見
なされます。
リモート デバイスの単一ポートに、ポイントツーポイントで物理的に接続されている半二重リン
クがある場合、リンク タイプのデフォルト設定を上書きして高速移行をイネーブルにできます。
リンクを共有に設定すると、STP は 802.1D にフォール バックします。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config t

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。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interfacetype slot/port
例：

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
ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 3

spanning-tree link-type{auto |
point-to-point | shared}
例：
switch(config-if)#
spanning-tree link-type
point-to-point

ステップ 4

exit

リンク タイプを、ポイントツーポイント インク
または共有リンクに設定します。デフォルト値
はデバイス接続から読み取られ、半二重リンク
は共有、全二重リンクはポイントツーポイント
です。リンク タイプが共有の場合、STP は
802.1D にフォール バックします。デフォルトは
auto で、インターフェイスのデュプレックス設
定に基づいてリンク タイプが設定されます。
インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show spanning-tree

（任意）
STP コンフィギュレーションを表示します。

例：
switch# show spanning-tree

ステップ 6

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアッ
例：
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

次の例は、リンク タイプをポイントツーポイント リンクとして設定する方法を示しています。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST 用のプロトコルの再初期化
MST ブリッジでは、レガシー BPDU または異なるリージョンに関連付けられている MST BPDU
を受信するときに、ポートがリージョンの境界にあることを検出できます。ただし、STP プロト
コルを移行しても、レガシー デバイス（IEEE 802.1D だけが稼働するデバイス）が代表スイッチ
でないかぎり、レガシー デバイスがリンクから削除されたかどうかを判別することはできませ
ん。デバイス全体で、または指定されたインターフェイスでプロトコル ネゴシエーションを再初
期化する（ネイバー デバイスとの再ネゴシエーションを強制的に行う）には、次のコマンドを入
力します。

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。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear spanning-tree
detected-protocol[interfaceinterface
[interface-num | port-channel]]

デバイス全体または指定されたイン
ターフェイスで、MST を再初期化し
ます。

例：
switch# clear spanning-tree
detected-protocol
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次に、スロット 2 のイーサネット インターフェイスのポート 8 で、MST を再初期化する例を示し
ます。
switch# clear spanning-tree detected-protocol interface ethernet 2/8

MST 設定の確認
MST 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。
コマンド

目的

show running-config spanning-tree [all]

STP 情報を表示します。

show spanning-tree mst configuration

MST 情報を表示します。

show spanning-tree mst [detail]

MST インスタンスの情報を表示します。

show spanning-tree mstinstance-id [detail]

指定された MST インスタンスに関する情報を
表示します。

show spanning-tree mstinstance-idinterface
指定したインターフェイスおよびインスタンス
{ethernetslot/port | port-channelchannel-number} の MST 情報を表示します。
[detail]
show spanning-tree summary

STP の概要を表示します。

show spanning-tree detail

STP の詳細を表示します。

show spanning-tree {vlanvlan-id | interface
{[ethernetslot/port] |
[port-channelchannel-number]}} [detail]

VLAN またはインターフェイス単位の STP 情報
を表示します。

show spanning-tree vlanvlan-idbridge

STP ブリッジの情報を表示します。

これらのコマンドの出力の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』を参照してください。

MST 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョン）
MST 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。
コマンド

目的

clear spanning-tree counters [ interfacetype
slot/port | vlanvlan-id]

STP のカウンタをクリアします。
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コマンド

目的

show spanning-tree {vlanvlan-id | interface
{[ethernetslot/port] |
[port-channelchannel-number]}} detail

送受信された BPDU などの STP 情報を、イン
ターフェイスまたは VLAN 別に表示します。

MST の設定例
次に、MST を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree mode mst
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(config)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree mst 0-64 priority 24576
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# name cisco_region_1
switch(config-mst)# revision 2
switch(config-mst)# instance 1 vlan 1-21
switch(config-mst)# instance 2 vlan 22-42
switch(config-mst)# instance 3 vlan 43-63
switch(config-mst)# instance 4 vlan 64-84
switch(config-mst)# instance 5 vlan 85-105
switch(config-mst)# instance 6 vlan 106-126
switch(config-mst)# instance 6 vlan 106-126
switch(config-mst)# instance 7 vlan 127-147
switch(config-mst)# instance 8 vlan 148-168
switch(config-mst)# instance 9 vlan 169-189
switch(config-mst)# instance 10 vlan 190-210
switch(config-mst)# instance 11 vlan 211-231
switch(config-mst)# instance 12 vlan 232-252
switch(config-mst)# instance 13 vlan 253-273
switch(config-mst)# instance 14 vlan 274-294
switch(config-mst)# instance 15 vlan 295-315
switch(config-mst)# instance 16 vlan 316-336
switch(config-mst)# instance 17 vlan 337-357
switch(config-mst)# instance 18 vlan 358-378
switch(config-mst)# instance 19 vlan 379-399
switch(config-mst)# instance 20 vlan 400-420
switch(config-mst)# instance 21 vlan 421-441
switch(config-mst)# instance 22 vlan 442-462
switch(config-mst)# instance 23 vlan 463-483
switch(config-mst)# instance 24 vlan 484-504
switch(config-mst)# instance 25 vlan 505-525
switch(config-mst)# instance 26 vlan 526-546
switch(config-mst)# instance 27 vlan 547-567
switch(config-mst)# instance 28 vlan 568-588
switch(config-mst)# instance 29 vlan 589-609
switch(config-mst)# instance 30 vlan 610-630
switch(config-mst)# instance 31 vlan 631-651
switch(config-mst)# instance 32 vlan 652-672
switch(config-mst)# instance 33 vlan 673-693
switch(config-mst)# instance 34 vlan 694-714
switch(config-mst)# instance 35 vlan 715-735
switch(config-mst)# instance 36 vlan 736-756
switch(config-mst)# instance 37 vlan 757-777
switch(config-mst)# instance 38 vlan 778-798
switch(config-mst)# instance 39 vlan 799-819
switch(config-mst)# instance 40 vlan 820-840
switch(config-mst)# instance 41 vlan 841-861
switch(config-mst)# instance 42 vlan 862-882
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switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#
switch(config-mst)#

instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
instance
exit

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan

883-903
904-924
925-945
946-966
967-987
988-1008
1009-1029
1030-1050
1051-1071
1072-1092
1093-1113
1114-1134
1135-1155
1156-1176
1177-1197
1198-1218
1219-1239
1240-1260
1261-1281
1282-1302
1303-1323
1324-1344

switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(congig-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST に関する追加情報（CLI バージョン）
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

コマンド リファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

レイヤ 2 インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

NX-OS の基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』
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MST 設定の機能履歴（CLI バージョン）

関連項目

マニュアル タイトル

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』

VDC

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes』

標準
標準

タイトル

IEEE 802.1Q-2006（旧称 IEEE 802.1s）、IEEE
802.1D-2004（旧称 IEEE 802.1w）、IEEE
802.1D、IEEE 802.1t

—

MIB
MIB

MIB のリンク

• CISCO-STP-EXTENSION-MIB
• BRIDGE-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

MST 設定の機能履歴（CLI バージョン）
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。
表 19：MST 設定の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

変化なし

4.2(1)

--

変化なし

4.1(2)

--
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章

Cisco NX-OS を使用した STP 拡張の設定
この章では、Cisco NX-OS デバイスでスパニングツリー プロトコル（STP）拡張機能を設定する
方法について説明します。
この章は、次の項で構成されています。
• 機能情報の確認, 219 ページ
• STP 拡張機能について, 220 ページ
• STP 拡張機能のライセンス要件, 228 ページ
• STP 拡張機能の前提条件, 228 ページ
• STP 拡張機能の設定に関する注意事項および制約事項, 229 ページ
• STP 拡張機能のデフォルト設定, 230 ページ
• STP 拡張機能の設定, 231 ページ
• STP 拡張機能の設定の確認, 248 ページ
• STP 拡張機能の設定例, 249 ページ
• STP 拡張機能の追加情報（CLI バージョン）, 249 ページ
• STP 拡張機能設定の機能履歴（CLI バージョン）, 250 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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STP 拡張機能について
（注）

レイヤ 2 インターフェイスの作成の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』を参照してください。
ループ回避を改善し、ユーザによる設定ミスを削減し、プロトコル パラメータの制御を向上する
ために、シスコは STP に拡張機能を追加しました。IEEE 802.1w 高速スパニングツリー プロトコ
ル（RSTP）規格に同様の機能が統合されていることも考えられますが、ここで紹介する拡張機能
を使用することを推奨します。PVST シミュレーションを除き、これらの拡張機能はすべて、Rapid
PVST+ および MST の両方で使用できます。PVST シミュレーションを使用できるのは、MST だ
けです。
使用できる拡張機能は、スパニングツリー エッジ ポート（従来の PortFast の機能を提供）、ブ
リッジ保証、BPDU ガード、BPDU フィルタリング、ループ ガード、ルート ガード、および PVT
シミュレーションです。これらの機能の大部分は、グローバルに、または指定インターフェイス
に適用できます。

（注）

このマニュアルでは、IEEE 802.1w および IEEE 802.1s を指す用語として、「スパニングツリー」
を使用します。IEEE 802.1D STP について説明している箇所では、802.1D と明記します。

STP ポート タイプ
スパニングツリー ポートは、エッジ ポート、ネットワーク ポート、または標準ポートとして構
成できます。ポートは、ある一時点において、これらのうちいずれか 1 つの状態をとります。デ
フォルトのスパニングツリー ポート タイプは「標準」です。
レイヤ 2 ホストに接続するエッジ ポートは、アクセス ポートまたはトランク ポートのどちらか
になります。

（注）

レイヤ 2 スイッチまたはブリッジに接続しているポートをエッジ ポートとして設定すると、
ブリッジング ループが発生することがあります。
ネットワーク ポートは、レイヤ 2 スイッチまたはブリッジだけに接続します。

（注）

レイヤ 2 ホストまたはエッジ デバイスに接続されたポートを、誤ってスパニングツリー ネッ
トワーク ポートとして設定した場合、これらのポートは自動的にブロッキング ステートに移
行します。
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STP エッジ ポート
STP エッジ ポートは、レイヤ 2 ホストだけに接続します。エッジ ポート インターフェイスは、
ブロッキング ステートやラーニング ステートを経由することなく、フォワーディング ステート
に直接移行します（この直接移行動作は、以前は、シスコ独自の機能 PortFast として設定してい
ました）。
レイヤ 2 ホストに接続したインターフェイスでは、STP のブリッジ プロトコル データ ユニット
（BPDU）を受信しないようにします。

Bridge Assurance
Bridge Assurance を使用すると、ネットワーク内でブリッジング ループの原因となる問題の発生を
防ぐことができます。具体的には、Bridge Assurance を使用して、単方向リンク障害または他のソ
フトウェア障害、およびスパニングツリーアルゴリズムの停止後もデータトラフィックを転送し
続けているデバイスから、ネットワークを保護します。

（注）

Bridge Assurance は、Rapid PVST+ および MST だけでサポートされています。
Bridge Assurance はデフォルトでイネーブルになっており、グローバル単位でだけディセーブルに
できます。また、Bridge Assurance をイネーブルにできるのは、ポイントツーポイント リンクに接
続されたスパニングツリー ネットワーク ポートだけです。Bridge Assurance は必ず、リンクの両
端でイネーブルにする必要があります。リンクの一端のデバイスで Bridge Assurance がイネーブル
であっても、他端のデバイスが Bridge Assurance をサポートしていない、または Bridge Assurance
がイネーブルではない場合、接続ポートはブロックされます。
Bridge Assurance をイネーブルにすると、BPDU が hello タイムごとに、動作中のすべてのネット
ワーク ポート（代替ポートとバックアップ ポートを含む）に送出されます。所定の期間 BPDU を
受信しないポートは、ブロッキングステートに移行し、ルートポートの決定に使用されなくなり
ます。BPDU を再度受信するようになると、そのポートで通常のスパニングツリー状態遷移が再
開されます。
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次の図は、標準的な STP トポロジを示しています。
図 18：標準的な STP トポロジのネットワーク

次の図は、Bridge Assurance を実行していない場合、デバイスの障害発生時にネットワークで発生
する可能性のある問題を示しています。
図 19：Bridge Assurance を実行していないネットワークの問題
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次の図は、Bridge Assurance がイネーブルになっているネットワークで、すべての STP ネットワー
ク ポートから双方向 BPDU が発行される一般的な STP トポロジを示しています。
図 20：Bridge Assurance を実行しているネットワークの STP トポロジ

次の図は、ネットワーク上で Bridge Assurance をイネーブルにした場合に、ネットワーク上の問題
が発生しない理由を示しています。
図 21：Bridge Assurance によるネットワーク上の問題の回避

BPDU ガード
BPDU ガードにより、ポートは BPDU を受信しなくなります。BPDU ガードはグローバルまたは
インターフェイス レベルで設定できます。
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BPDU ガードをグローバル単位で設定すると、動作中のスパニングツリー エッジ ポート上だけで
有効となります。有効な設定では、レイヤ 2 LAN エッジ インターフェイスは BPDU を受信しま
せん。レイヤ 2 LAN エッジ インターフェイスが BPDU を受信した場合、許可されていないデバ
イスの接続と同様に、無効な設定として通知されます。BPDU ガードをグローバル単位でイネー
ブルにすると、BPDU を受信したすべてのスパニングツリー エッジ ポートがシャットダウンされ
ます。

（注）

BPDU ガードをグローバル単位でイネーブルにすると、動作中のすべてのスパニングツリー
エッジ インターフェイスに適用されます。
次の手順を使用して、インターフェイス レベルで BPDU ガードを設定できます。
• BPDU ガードを、spanning-tree bpduguard enable コマンドを使用してインターフェイス コン
フィギュレーション モードで設定する。
• トランク ポートでは、switchport trunk allowed vlanvlan list コマンドを使用して、許可され
る VLAN リストを指定します。
BPDU は、許可される VLAN リストにない場合には廃棄され、BPDU ガードがポート上でイネー
ブルになります。
Cisco NX-OS Release 6.2(10) 以降のリリースでは、BPDU がいずれかの VLAN で受信され、BPDU
ガードがポート上でイネーブルになっている場合、ポートはエラー ディセーブル状態になりま
す。

（注）

トランク ポート上のネイティブ VLAN は例外です。ネイティブ VLAN に到着する BPDU は
スーパーバイザに渡されます。
BPDU ガードでは、無効な設定が通知された場合、レイヤ 2 LAN インターフェイスを手動で再起
動させる必要があるので、無効な設定に対して安全に対応できます。

BPDU フィルタリング
BPDU フィルタリングを使用すると、デバイスの特定のポート上で BPDU が送信されないように、
または BPDU を受信しないように設定できます。
グローバルに設定された BPDU フィルタリングは、動作中のすべてのスパニングツリー エッジ
ポートに適用されます。エッジ ポートはホストだけに接続してください。ホストでは通常、BPDU
は破棄されます。動作中のスパニングツリー エッジ ポートが BPDU を受信すると、ただちに標準
のスパニングツリーポートタイプに戻り、通常のポート状態遷移が行われます。その場合、当該
ポートで BPDU フィルタリングはディセーブルとなり、スパニングツリーによって、同ポートで
の BPDU の送信が再開されます。
BPDU フィルタリングは、インターフェイスごとに設定することもできます。BPDU フィルタリ
ングを特定のポートに明示的に設定すると、そのポートは BPDU を送出しなくなり、受信した
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BPDU をすべてドロップします。特定のインターフェイスを設定することによって、個々のポー
ト上のグローバルな BPDU フィルタリングの設定を実質的に上書きできます。このようにインター
フェイスに対して実行された BPDU フィルタリングは、そのインターフェイスがトランキングで
あるか否かに関係なく、インターフェイス全体に適用されます。

注意

BPDU フィルタリングをインターフェイスごとに設定するときは注意が必要です。ホストに接
続されていないポートに BPDU フィルタリングを明示的に設定すると、ブリッジング ループ
に陥る可能性があります。このようなポートは受信した BPDU をすべて無視して、フォワー
ディング ステートに移行するからです。
次の表に、すべての BPDU フィルタリングの組み合わせを示します。
表 20：BPDU フィルタリングの設定

ポート単位の BPDU
グローバルな BPDU
STP エッジ ポート設定 BPDU フィルタリング
フィルタリングの設定 フィルタリングの設定
の状態
デフォルト 1

イネーブル

イネーブル

イネーブル 2

デフォルト

イネーブル

ディセーブル

ディセーブル

デフォルト

ディセーブル

N/A

ディセーブル

ディセーブル

N/A

N/A

ディセーブル

イネーブル

N/A

N/A

イネーブル

1
明示的なポート設定はありません。
2
ポートは最低 10 個の BPDU を送信します。このポートは、BPDU を受信すると、スパニングツリー標準ポート状態に戻り、BPDU フィルタ
リングはディセーブルになります。

ループ ガード
ループガードを使用すると、ポイントツーポイントリンク上の単方向リンク障害によって発生す
ることがあるブリッジング ループを防止できます。
STP ループは、冗長なトポロジにおいてブロッキング ポートが誤ってフォワーディング ステート
に移行すると発生します。通常、BPDU の受信を停止する、物理的に冗長なトポロジ内のポート
（ブロッキング ポートとは限らない）が原因で移行が発生します。
ループガードをグローバルにイネーブルにしても、デバイスがポイントツーポイントリンクで接
続されているスイッチド ネットワークでしか使用できません。ポイントツーポイント リンクで
は、下位 BPDU を送信するか、リンクをダウンしない限り、代表ブリッジは消えることはありま
せん。ただし、共有リンク上のループ ガードはインターフェイス単位でイネーブルに設定できま
す。

Cisco Nexus 7000 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
OL-25755-04-J

225

Cisco NX-OS を使用した STP 拡張の設定
ルート ガード

ループ ガードを使用して、ルート ポートまたは代替/バックアップ ループ ポートが BPDU を受信
するかどうかを確認できます。BPDU を受信していたポートで BPDU が受信されなくなると、ルー
プ ガードは、ポート上で BPDU の受信が再開されるまで、そのポートを不整合（ブロッキング）
ステートにします。これらのポートで BPDU の受信が再開されると、ポートおよびリンクは再び
動作可能として認識されます。この回復は自動的に実行されるので、プロトコルによりポートか
らループ不整合が排除されると、STP によりポート ステートが判別されます。
ループ ガードは障害を分離し、STP は障害のあるリンクやブリッジを含まない安定したトポロジ
に収束できます。ループ ガードをディセーブルにすると、すべてのループ不整合ポートはリスニ
ング ステートに移行します
ループガードはポート単位でイネーブルにできます。ループガードを特定のポートでイネーブル
にすると、そのポートが属するすべてのアクティブ インスタンスまたは VLAN にループ ガード
が自動的に適用されます。ループ ガードをディセーブルにすると、指定ポートでディセーブルに
なります。
ルート デバイス上でループ ガードをイネーブルにしても効果はありませんが、ルート デバイス
が非ルート デバイスになった場合、保護が有効になります。

ルート ガード
特定のポートでルートガードをイネーブルにすると、そのポートはルートポートになることが禁
じられます。受信した BPDU によって STP コンバージェンスが実行され、指定ポートがルート
ポートになると、そのポートはルート不整合（ブロッキング）状態になります。このポートが優
位 BPDU の受信を停止すると、ブロッキングが再度解除されます。次に、STP によって、フォワー
ディング ステートに移行します。このようにポートのリカバリは自動的に行われます。
インターフェイス上でルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが属している
すべての VLAN にルート ガードが適用されます。
ルートガードを使用すると、ネットワーク内にルートブリッジを強制的に配置できます。ルート
ガードは、ルート ガードがイネーブルにされたポートを指定ポートに選出します。通常、ルート
ブリッジのポートはすべて指定ポートとなります（ただし、ルート ブリッジの 2 つ以上のポート
が接続されている場合はその限りではありません）。ルートブリッジは、ルートガードがイネー
ブルにされたポートで上位 BPDU を受信すると、そのポートをルート不整合 STP 状態に移行しま
す。このようにして、ルート ガードはルート ブリッジを強制的に配置します。
ルート ガードをグローバルには設定できません。

STP 拡張機能の適用
この図に示すように、ネットワーク上に各種の STP 拡張機能を設定することを推奨します。Bridge
Assurance は、ネットワーク全体でイネーブルになります。ホスト インターフェイス上で、BPDU
ガードと BPDU フィルタリングのいずれかをイネーブルにすることをお勧めします。
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図 22：STP 拡張機能を適正に展開したネットワーク

PVST シミュレーション
MST は、ユーザが設定しなくても、Rapid PVST+ と相互運用できます。この相互運用性を提供す
るのが、PVST シミュレーション機能です。

（注）

MSTをイネーブルにすると、PVSTシミュレーションがデフォルトでイネーブルになります。
デフォルトでは、デバイス上のすべてのインターフェイスで MST と Rapid PVST+ が相互運用
されます。
ただし、MST イネーブル ポートが Rapid PVST+ イネーブル ポートに接続される可能性を防ぐに
は、MST と Rapid PVST+ 間の接続を制御する必要があります。Rapid PVST+ はデフォルトの STP
モードなので、多数の Rapid PVST+ 接続が発生することがあります。
Rapid PVST+ シミュレーションを、ポート単位でディセーブルにするか、デバイス全体でグロー
バルにディセーブルにすると、MST イネーブル ポートは、Rapid PVST+ イネーブル ポートに接続
したことが検出された時点で、ブロッキング ステートに移行します。このポートは、Rapid
PVST+/SSTP BPDU の受信が停止されるまで不整合のステートのままになります。そしてポート
は、通常の STP 送信プロセスに戻ります。
すべての STP インスタンスのルート ブリッジは、MST または Rapid PVST+ のどちらかの側に属
している必要があります。すべての STP インスタンスのルート ブリッジがどちらか一方の側に属
していないと、ポートは PVST シミュレーション不整合ステートになります。

（注）

すべての STP インスタンスのルート ブリッジを、MST 側に配置することを推奨します。
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STP のハイ アベイラビリティ
このソフトウェアは、STP のハイ アベイラビリティをサポートしています。ただし、統計情報と
タイマーは STP の再起動時には復元されません。タイマーは最初から開始され、統計情報は 0 に
リセットされます。

（注）

ハイ アベイラビリティ機能の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』を参照してください。

STP 拡張機能のバーチャライゼーション サポート
このシステムは仮想デバイス コンテキスト（VDC）をサポートしています。各 VDC で個別の STP
を実行できます。1 つの VDC で Rapid PVST+ を実行し、別の VDC で MST を実行することもでき
ます。

（注）

VDC およびリソース割り当ての詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』を参照してください。

STP 拡張機能のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。
製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

STP 拡張機能には、ライセンスは不要です。ラ
イセンス パッケージに含まれていない機能はす
べて Cisco NX-OS システム イメージにバンドル
されており、追加費用は一切発生しません。
NX-OS ライセンス方式の詳細については、
『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくだ
さい。

ただし、VDC を使用するには、Advanced Services ライセンスが必要です。

STP 拡張機能の前提条件
STP には次の前提条件があります。
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• デバイスにログインしている必要があります。
• STP を設定しておく必要があります。
• 必要に応じて、Advanced Services ライセンスをインストールし、特定の VDC を開始します。

STP 拡張機能の設定に関する注意事項および制約事項
STP 拡張機能の設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• STP ネットワーク ポートは、スイッチだけに接続してください。
• ホスト ポートは、ネットワーク ポートではなく STP エッジ ポートとして設定する必要があ
ります。
• STP ネットワーク ポート タイプをグローバルにイネーブルにする場合には、ホストに接続し
ているすべてのポートを手動で STP エッジ ポートとして設定してください。
• レイヤ 2 ホストに接続しているすべてのアクセス ポートおよびトランク ポートを、エッジ
ポートとして設定する必要があります。
• Bridge Assurance は、ポイントツーポイントのスパニングツリー ネットワーク ポート上だけ
で実行されます。この機能は、リンクの両端で設定する必要があります。
• Bridge Assurance は、ネットワーク全体でイネーブルにすることを推奨します。
• すべてのエッジ ポートで BPDU ガードをイネーブルにすることを推奨します。
• グローバルにイネーブルにしたループ ガードは、ポイントツーポイント リンク上でのみ動
作します。
• インターフェイス単位でイネーブルにしたループ ガードは、共有リンクおよびポイントツー
ポイント リンクの両方で動作します。
• ルート ガードを適用したポートは強制的に指定ポートになりますが、ルート ポートにはな
りません。ループ ガードは、ポートがルート ポートまたは代替ポートの場合にのみ有効で
す。ポート上でループ ガードとルート ガードの両方を同時にイネーブルにすることはでき
ません。
• ディセーブル化されたスパニングツリー インスタンスまたは VLAN 上では、ループ ガード
は無効です。
• スパニングツリーは、BPDU を送信するチャネル内で最初に動作するポートを常に選択しま
す。このリンクが単方向になると、チャネル内の他のリンクが正常に動作していても、ルー
プ ガードによりチャネルがブロックされます。
• ループ ガードによってブロックされている一連のポートをグループ化してチャネルを形成す
ると、これらのポートのステート情報はスパニングツリーからすべて削除され、新しいチャ
ネルのポートは指定ロールによりフォワーディング ステートに移行できます。
• チャネルがループ ガードによりブロックされ、チャネルのメンバが個々のリンク ステータ
スに戻ると、スパニングツリーからすべてのステート情報が削除されます。チャネルを形成
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する 1 つまたは複数のリンクが単一方向リンクである場合も、各物理ポートは指定された
ロールを使用して、フォワーディング ステートに移行できます。

（注）

単方向リンク検出（UDLD）アグレッシブ モードをイネーブルにすると、リ
ンク障害を分離できます。UDLD により障害が検出されるまではループが発
生することがありますが、ループ ガードでは検出できません。UDLD の詳細
については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を
参照してください。

• 物理ループのあるスイッチ ネットワーク上では、ループ ガードをグローバルにイネーブル
にする必要があります。
• 直接の管理制御下にないネットワーク デバイスに接続しているポート上では、ルート ガー
ドをイネーブルにする必要があります。

STP 拡張機能のデフォルト設定
次の表に、STP 拡張機能のデフォルト設定を示します。
表 21：STP 拡張機能パラメータのデフォルト設定

パラメータ

デフォルト

ポート タイプ

標準

Bridge Assurance

イネーブル（STP ネットワーク ポートのみ）

グローバル BPDU ガード

ディセーブル

インターフェイス単位の BPDU ガード

ディセーブル

グローバル BPDU フィルタリング

ディセーブル

インターフェイス単位の BPDU フィルタリング ディセーブル
グローバル ループ ガード

ディセーブル

インターフェイス単位のループ ガード

ディセーブル

インターフェイス単位のルート ガード

ディセーブル

PVST シミュレーション

イネーブル
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STP 拡張機能の設定
（注）

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OS コマンドは通常使用す
る Cisco IOS コマンドと異なる場合があるので注意してください。
ループガードは、共有リンクまたはポイントツーポイントリンク上のインターフェイス単位でイ
ネーブルに設定できます。

スパニングツリー ポート タイプのグローバルな設定
スパニングツリーポートタイプの指定は、次のように、ポートの接続先デバイスによって異なり
ます。
• エッジ：エッジ ポートは、レイヤ 2 ホストに接続するアクセス ポートです。
• ネットワーク：ネットワーク ポートは、レイヤ 2 スイッチまたはブリッジだけに接続し、ア
クセス ポートまたはトランク ポートのいずれかになります。
• 標準：標準ポートはエッジ ポートでもネットワーク ポートでもない、標準のスパニングツ
リー ポートです。これらのポートは、どのデバイスにも接続できます。
ポート タイプは、グローバル単位でもインターフェイス単位でも設定できます。デフォルトのス
パニングツリー ポート タイプは「標準」です。

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）。
• STP が設定されていること。
• ポートの接続先デバイスにポートを正しく設定していること。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# config t

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。

ステップ 2

次の 2 つのコマンドのいずれかを入力します。
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コマンドまたはアクション
オプション

目的

説明

spanning-tree レイヤ 2 ホストに接続しているすべて
port type
のアクセス ポートをエッジ ポートと
edge default
して設定します。エッジ ポートは、
リンク アップすると、ブロッキング
ステートやラーニング ステートを経
由することなく、フォワーディング
ステートに直接移行します。デフォル
トのスパニングツリー ポート タイプ
は「標準」です。
spanning-tree レイヤ 2 スイッチおよびブリッジに接
port type
続しているすべてのインターフェイス
network
を、スパニングツリー ネットワーク
default
ポートとして設定します。Bridge
Assurance をイネーブルにすると、各
ネットワーク ポート上で Bridge
Assurance が自動的に実行されます。
デフォルトのスパニングツリー ポー
ト タイプは「標準」です。
（注）

レイヤ 2 ホストに接続してい
るインターフェイスをネット
ワーク ポートとして設定す
ると、これらのポートは自動
的にブロッキング ステート
に移行します。

ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレー
ション モードを終了します。

ステップ 4

switch# show spanning-tree summary

（任意）
設定した STP ポート タイプを
含む STP コンフィギュレー
ションを表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config startup-config

（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。
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次に、レイヤ 2 ホストに接続しているすべてのアクセス ポートをスパニングツリー エッジ ポー
トとして設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree port type edge default
switch(config)# exit
switch#

次に、レイヤ 2 スイッチまたはブリッジに接続しているすべてのポートを、スパニングツリー
ネットワーク ポートとして設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree port type network default
switch(config)# exit
switch#

指定インターフェイスでのスパニングツリー エッジ ポートの設定
指定インターフェイスにスパニングツリー エッジ ポートを設定できます。スパニングツリー エッ
ジ ポートとして設定されたインターフェイスは、リンク アップ時に、ブロッキング ステートや
ラーニング ステートを経由することなく、フォワーディング ステートに直接移行します。
このコマンドには次の 4 つの状態があります。
• spanning-tree port type edge：このコマンドはアクセス ポートのエッジ動作を明示的にイネー
ブルにします。
• spanning-tree port type edge trunk：このコマンドはトランク ポートのエッジ動作を明示的に
イネーブルにします。

（注）

spanning-tree port type edge trunk コマンドを入力すると、そのポートは、アクセス モードで
あってもエッジ ポートとして設定されます。
• spanning-tree port type normal：このコマンドは、ポートを標準スパニングツリー ポートと
して明示的に設定しますが、フォワーディング ステートへの直接移行はイネーブルにしませ
ん。
• no spanning-tree port type：このコマンドは、spanning-tree port type edge default コマンドを
グローバル コンフィギュレーション モードで定義した場合に、エッジ動作を暗黙的にイネー
ブルにします。エッジ ポートをグローバルに設定していない場合、no spanning-tree port type
コマンドは spanning-tree port type normal コマンドと同じです。

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）。
• STP が設定されていること。
• ポートの接続先デバイスにポートを正しく設定していること。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# config t

ステップ 2

switch(config)# interfacetype 設定するインターフェイスを指定し、インターフェ
slot/port
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-if)#
指定したアクセス インターフェイスをスパニング
spanning-tree port type edge エッジ ポートに設定します。エッジ ポートは、リン
ク アップすると、ブロッキング ステートやラーニン
グ ステートを経由することなく、フォワーディング
ステートに直接移行します。デフォルトのスパニン
グツリー ポート タイプは「標準」です。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了します。

ステップ 5

switch# show
spanning-treeinterfacetype
slot/port

（任意）
設定した STP ポート タイプを含む STP コンフィギュ
レーションを表示します。

ステップ 6

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

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。

次に、アクセス インターフェイス Ethernet 1/4 をスパニングツリー エッジ ポートとして設定する
例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit
switch(config)#

指定インターフェイスでのスパニングツリー ネットワーク ポートの
設定
指定インターフェイスにスパニングツリー ネットワーク ポートを設定できます。
Bridge Assurance は、スパニングツリー ネットワーク ポート上だけで実行されます。
このコマンドには次の 3 つの状態があります。
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• spanning-tree port type network：このコマンドは指定したポートを明示的にネットワーク
ポートとして設定します。Bridge Assurance をグローバルにイネーブルにすると、スパニング
ツリー ネットワーク ポート上で Bridge Assurance が自動的に実行されます。
• spanning-tree port type normal：このコマンドは、ポートを明示的に標準スパニングツリー
ポートとして設定します。このインターフェイス上では Bridge Assurance は動作しません。
• no spanning-tree port type：このコマンドは、spanning-tree port type network default コマン
ドをグローバル コンフィギュレーション モードで定義した場合に、ポートを暗黙的にスパ
ニングツリー ネットワーク ポートとしてイネーブルにします。Bridge Assurance をイネーブ
ルにすると、このポート上で Bridge Assurance が自動的に実行されます。

（注）

レイヤ 2 ホストに接続しているポートをネットワーク ポートとして設定すると、自動的にブ
ロッキング ステートに移行します。

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）。
• STP が設定されていること。
• ポートの接続先デバイスにポートを正しく設定していること。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch(config)# config t

ステップ 2

switch(config)# interfacetype 設定するインターフェイスを指定し、インターフェ
slot/port
イス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 3

switch(config-if)#
spanning-tree port type
network

指定したインターフェイスをスパニングネットワー
ク ポートに設定します。Bridge Assurance をイネー
ブルにすると、各ネットワーク ポート上で Bridge
Assurance が自動的に実行されます。デフォルトの
スパニングツリー ポート タイプは「標準」です。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

ステップ 5

switch# show
spanning-treeinterfacetype
slot/port

（任意）
設定した STP ポート タイプを含む STP コンフィ
ギュレーションを表示します。

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。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 6

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

次に、Ethernet インターフェイス 1/4 をスパニングツリー ネットワーク ポートとして設定する例
を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port type network
switch(config-if)# exit
switch(config)#

BPDU ガードのグローバルなイネーブル化
BPDU ガードをデフォルトでグローバルにイネーブルにできます。BPDU ガードがグローバルに
イネーブルにされると、システムは、BPDU を受信したエッジ ポートをシャット ダウンします。

（注）

すべてのエッジ ポートで BPDU ガードをイネーブルにすることを推奨します。

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）。
• STP が設定されていること。
• ポートの接続先デバイスにポートを正しく設定していること。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch#config t

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。

ステップ 2

switch(config)# spanning-tree
port type edge bpduguard
default

すべてのスパニングツリー エッジ ポートで、
BPDU ガードを、デフォルトでイネーブルにし
ます。デフォルトでは、グローバルな BPDU
ガードはディセーブルです。

ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch# show spanning-tree
summary

（任意）
STP の概要を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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。

次に、すべてのスパニングツリー エッジ ポートで BPDU ガードをイネーブルにする例を示しま
す。
switch# config t
switch(confiig)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# exit
switch#

指定インターフェイスでの BPDU ガードのイネーブル化
BPDU ガードがイネーブルにされたポートは、無効な BPDU を受信すると、シャットダウンされ
ます。BPDU ガードは、指定インターフェイスで次のように設定にできます。
• spanning-tree bpduguard enable：インターフェイス上で BPDU ガードが無条件にイネーブル
になります。
• spanning-tree bpduguard disable：インターフェイス上で BPDU ガードが無条件にディセーブ
ルになります。
• no spanning-tree bpduguard：動作中のエッジ ポート インターフェイスに spanning-tree port
type edge bpduguard default コマンドが設定されている場合、そのインターフェイスで BPDU
ガードをイネーブルにします。

（注）

Cisco NX-OS Release 6.2(10) 以降のリリースでは、BPDU がいずれかの VLAN で受信され、
BPDU ガードがポート上でイネーブルになっている場合、ポートはエラー ディセーブル状態に
なります。

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）。
• STP が設定されていること。
• トランク ポートでは、switchport trunk allowed vlanvlan-list コマンドを使用して、許可され
る VLAN リストを設定します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interfacetype slot/port

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。

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

spanning-tree 指定したスパニングツリー
bpduguard
エッジ インターフェイスの
{enable |
BPDU ガードをイネーブルま
disable}
たはディセーブルにします。
デフォルトでは、インター
フェイス上の BPDU ガードは
ディセーブルです。
no
spanning-tree port type edge
spanning-tree bpduguard default コマンドの
bpduguard
入力により、インターフェイ
スに設定されたデフォルトの
グローバル BPDU ガード設定
に戻します。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを終了します。

ステップ 5

switch(config)# show spanning-tree
summaryinterfacetype slot/portdetail

（任意）
STP の概要を表示します。

ステップ 6

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

（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。

次に、エッジ ポート Ethernet 1/4 で BPDU ガードを明示的にイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
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switch(config-if)# exit
switch(config)#

BPDU フィルタリングのグローバルなイネーブル化
スパニングツリー エッジ ポートで、BPDU フィルタリングをデフォルトでグローバルにイネーブ
ルにできます。
BPDU フィルタリングがイネーブルであるエッジ ポートは、BPDU を受信するとエッジ ポートと
しての稼働ステータスが失われ、通常の STP ステート移行を再開します。ただし、このポート
は、エッジ ポートとしての設定は保持したままです。

注意

このコマンドを使用するときは注意してください。このコマンドを誤って使用すると、ブリッ
ジング ループに陥る可能性があります。

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）。
• STP が設定されていること。
• 少なくとも一部のスパニングツリー エッジ ポートが設定済みであること。

（注）

グローバルにイネーブルにされた BPDU フィルタリングは、動作中のエッジ ポートにだけ適
用されます。ポートは数個の BPDU をリンクアップ時に送出してから、実際に、発信 BPDU
のフィルタリングを開始します。エッジ ポートは、BPDU を受信すると、動作中のエッジ ポー
ト ステータスを失い、BPDU フィルタリングはディセーブルになります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# config t

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。

ステップ 2

switch(config)# spanning-tree
port type edge bpdufilter
default

すべてのスパニングツリー エッジ ポートで、
BPDU フィルタリングを、デフォルトでイネー
ブルにします。デフォルトでは、グローバルな
BPDU フィルタリングはディセーブルです。

ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

switch# show spanning-tree
summary

（任意）
STP の概要を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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。

次に、すべての動作中のスパニングツリー エッジ ポートで BPDU フィルタリングをイネーブルに
する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(config)# exit
switch#

指定インターフェイスでの BPDU フィルタリングのイネーブル化
指定インターフェイスに BPDU フィルタリングを適用できます。BPDU フィルタリングを特定の
インターフェイス上でイネーブルにすると、そのインターフェイスは BPDU を送信しなくなり、
受信した BPDU をすべてドロップするようになります。この BPDU フィルタリング機能は、トラ
ンキング インターフェイスであるかどうかに関係なく、すべてのインターフェイスに適用されま
す。

注意

指定インターフェイスで spanning-tree bpdufilter enable コマンドを入力するときは注意してく
ださい。ホストに接続していないポートに BPDU フィルタリングを設定すると、そのポートは
受信した BPDU をすべて無視してフォワーディングに移行するので、ブリッジング ループが
発生することがあります。
このコマンドを入力すると、指定インターフェイスのポート設定が上書きされます。
このコマンドには次の 3 つの状態があります。
• spanning-tree bpdufilter enable：インターフェイス上で BPDU フィルタリングが無条件にイ
ネーブルになります。
• spanning-tree bpdufilter disable：インターフェイス上で BPDU フィルタリングが無条件にディ
セーブルになります。
• no spanning-tree bpdufilter：動作中のエッジ ポート インターフェイスに spanning-tree port
type edge bpdufilter default コマンドが設定されている場合、そのインターフェイスで BPDU
フィルタリングをイネーブルにします。
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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）。
• STP が設定されていること。

（注）

特定のポートだけで BPDU フィルタリングをイネーブルにすると、そのポートでの BPDU の
送受信が禁止されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# config t

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。

ステップ 2

switch(config)# interfacetype slot/port

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。

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

spanning-tree
指定したスパニン
bpdufilter{enable|disable} グツリー エッジ イ
ンターフェイスの
BPDU フィルタリ
ングをイネーブル
またはディセーブ
ルにします。デ
フォルトでは、
BPDU フィルタリ
ングはディセーブ
ルです。
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コマンドまたはアクション
オプション

説明

no spanning-tree
bpdufilter

動作中のスパニン
グツリー エッジ
ポート インター
フェイスに
spanning-tree port
type edge bpdufilter
default コマンドが
設定されている場
合、そのインター
フェイスで BPDU
フィルタリングを
イネーブルにしま
す。

目的

ステップ 4

switch(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを終了します。

ステップ 5

switch# show spanning-tree
summaryinterfacetype slot/portdetail

（任意）
STP の概要を表示します。

ステップ 6

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

（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。

次に、スパニングツリー エッジ ポート Ethernet 1/4 で BPDU フィルタリングを明示的にイネーブ
ルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ループ ガードのグローバルなイネーブル化
ループガードは、デフォルトの設定により、すべてのポイントツーポイントスパニングツリーの
標準およびネットワークポートで、グローバルにイネーブルにできます。ループガードは、エッ
ジ ポートでは動作しません。
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ループ ガードを使用すると、ブリッジ ネットワークのセキュリティを高めることができます。
ループ ガードは、単方向リンクを引き起こす可能性のある障害が原因で、代替ポートまたはルー
ト ポートが指定ポートになるのを防ぎます。

（注）

指定インターフェイスでループ ガード コマンドを入力すると、グローバルなループ ガード コ
マンドが上書きされます。

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）。
• STP が設定されていること。
• スパニングツリー標準ポートが存在し、少なくとも一部のネットワーク ポートが設定済みで
あること。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch#config t

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。

ステップ 2

switch(config)# spanning-tree スパニングツリーのすべての標準およびネット
loopguard default
ワーク ポートで、ループ ガードを、デフォルト
でイネーブルにします。デフォルトでは、グロー
バルなループ ガードはディセーブルです。

ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 4

switch# show spanning-tree
summary

（任意）
STP の概要を表示します。

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

（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。

次に、スパニングツリーのすべての標準およびネットワークポートでループガードをイネーブル
にする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree loopguard default
switch(config)# exit
switch#
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指定インターフェイスでのループガードまたはルートガードのイネー
ブル化
（注）

ループ ガードは、スパニングツリーの標準またはネットワーク ポート上で実行できます。ルー
ト ガードは、すべてのスパニングツリー ポート（標準、エッジ、ネットワーク）上で実行で
きます。
ループ ガードまたはルート ガードは、指定インターフェイスでイネーブルにできます。
ポート上でルートガードをイネーブルにすることは、そのポートをルートポートにできないこと
を意味します。ループガードは、単方向リンクの障害発生時に、代替ポートまたはルートポート
が指定ポートになるのを防止します。
特定のインターフェイスでループガードおよびルートガードの両機能をイネーブルにすると、そ
のインターフェイスが属するすべての VLAN に両機能が適用されます。

（注）

指定インターフェイスでループ ガード コマンドを入力すると、グローバルなループ ガード コ
マンドが上書きされます。

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）。
• STP が設定されていること。
• ループ ガードが、スパニングツリーの標準またはネットワーク ポート上で設定されている
こと。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# config t

ステップ 2

switch(config)# interfacetype 設定するインターフェイスを指定し、インターフェ
slot/port
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-if)#
ループ ガードまたはルート ガードを、指定インター
spanning-tree guard{loop | フェイスでイネーブルまたはディセーブルにします。
root | none}
ルート ガードはデフォルトでディセーブル、ループ
ガードも指定ポートでディセーブルになります。

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。
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コマンドまたはアクション 目的
（注）

ループ ガードは、スパニングツリーの標準
およびネットワーク インターフェイスだけ
で動作します。この例では、指定したイン
ターフェイス上でループ ガードをイネーブ
ルにしています。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

ステップ 5

switch(config)# interfacetype 設定するインターフェイスを指定し、インターフェ
slot/port
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 6

switch(config-if)#
ループ ガードまたはルート ガードを、指定インター
spanning-tree guard{loop | フェイスでイネーブルまたはディセーブルにします。
root | none}
ルート ガードはデフォルトでディセーブル、ループ
ガードも指定ポートでディセーブルになります。

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了します。

この例では、別のインターフェイス上でルート ガー
ドをイネーブルにしています。
ステップ 7

switch(config-if)# exit

インターフェイス モードを終了します。

ステップ 8

switch# show
spanning-treeinterfacetype
slot/portdetail

（任意）
STP の概要を表示します。

ステップ 9

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

（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。

次に、Ethernet ポート 1/4 で、ルート ガードをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface etherent 1/4
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#

PVST シミュレーションのグローバル設定（CLI バージョン）
（注）

PVST シミュレーションは、デフォルトでイネーブルになっています。デフォルトでは、デバ
イス上のすべてのインターフェイスで MST と Rapid PVST+ が相互運用されます。
MST は、Rapid PVST+ と相互運用します。ただし、デフォルトの STP モードで、MST を実行し
ていないデバイスに接続する可能性を防ぐには、この自動機能をディセーブルに設定できます。
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Rapid PVST+ シミュレーションをディセーブルにした場合、MST がイネーブルなポートが Rapid
PVST+ がイネーブルなポートに接続されていることが検出されると、MST がイネーブルなポート
は、ブロッキング ステートに移行します。このポートは、BPDU の受信が停止されるまで、一貫
性のないステートのままになり、それから、ポートは、通常の STP 送信プロセスに戻ります。
この自動機能は、グローバルまたはポートごとにブロックできます。グローバル コマンドを入力
し、インターフェイス コンフィギュレーション コマンド モードでデバイス全体の PVST シミュ
レーション設定を変更できます。

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。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# config t

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。

ステップ 2

switch(config)# no
spanning-tree mst simulate
pvst global

スイッチ上のすべてのインターフェイスで、Rapid
PVST+ モードを実行している接続先デバイスとの
自動的な相互運用をディセーブルにします。この機
能はデフォルトではイネーブルです。デフォルトで
は、デバイス上のすべてのインターフェイスが、
Rapid PVST+ と MST の間で運用されます。

ステップ 3

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。

ステップ 4

switch# show spanning-tree
summary

（任意）
STP の詳細を表示します。

ステップ 5

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

次に、Rapid PVST+ を実行している接続先デバイスとの自動的な相互運用を回避する例を示しま
す。
switch# config t
switch(config)# no spanning-tree mst simulate pvst global
switch(config)# exit
switch#
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ポートごとの PVST シミュレーションの設定
（注）

PVST シミュレーションは、デフォルトでイネーブルになっています。デフォルトでは、デバ
イス上のすべてのインターフェイスで MST と Rapid PVST+ が相互運用されます。
PVSTシミュレーションを設定できるのは、デバイス上で MSTを実行している場合だけです（Rapid
PVST+ がデフォルトの STP モードです）。MST は、Rapid PVST+ と相互運用します。ただし、デ
フォルトの STP モードで、MST を実行していないデバイスに接続する可能性を防ぐには、この自
動機能をディセーブルに設定できます。PVST シミュレーションをディセーブルにすると、Rapid
PVST+ イネーブル ポートに接続したことが検出された時点で、MST イネーブル ポートはブロッ
キング ステートに移行します。このポートは、Rapid PVST+ BPDU を受信しなくなるまで不整合
ステートのままですが、そのあとは標準 STP のステート移行を再開します。
この自動機能は、グローバルまたはポートごとにブロックできます。

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。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# config t

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。

ステップ 2

switch(config)# interface {{type slot/port}
|{port-channelnumber}}

設定するインターフェイスを指
定します。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。

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。
オプション

説明

spanning-tree 指定したインターフェイスで、
mst simulate Rapid PVST+ モードを実行して
pvst disable
いる接続先デバイスとの自動的
な相互運用をディセーブルにし
ます。
デフォルトでは、デバイス上の
すべてのインターフェイスで
Rapid PVST+ と MST が相互運用
されます。
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コマンドまたはアクション
オプション

目的

説明

spanning-tree 指定したインターフェイスで、
mst simulate MST と Rapid PVST+ のシームレ
pvst
スな相互運用を再びイネーブル
にします。
no
インターフェイスを、
spanning-tree spanning-tree mst simulate pvst
mst simulate global コマンドを使用して設定
pvst
したデバイス全体で MST と
Rapid PVST+ との間で相互動作
するよう設定します。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを終了しま
す。

ステップ 5

switch# show spanning-treeinterfacetype
slot/portdetail

（任意）
STP の詳細を表示します。

ステップ 6

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

次に、指定したインターフェイスで、MST を実行していない接続先デバイスとの自動的な相互運
用を回避する例を示します。
switch(config-if)# spanning-tree mst simulate pvst
switch(config-if)#

STP 拡張機能の設定の確認
STP 拡張機能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。
コマンド

目的

show running-config spanning-tree [all]

STP に関する情報を表示します。

show spanning-tree summary

STP 情報の要約を表示します。
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コマンド

目的

show spanning-tree mstinstance-idinterface
指定したインターフェイスおよびインスタンス
{ethernetslot/port | port-channelchannel-number} の MST 情報を表示します。
[detail]

これらのコマンドの出力の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』を参照してください。

STP 拡張機能の設定例
次に、STP 拡張機能を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit
switch(config)#

STP 拡張機能の追加情報（CLI バージョン）
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

コマンド リファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

レイヤ 2 インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

NX-OS の基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』

ハイ アベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』
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関連項目

マニュアル タイトル

VDC

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

ライセンス

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

リリース ノート

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes』

標準
標準

タイトル

IEEE 802.1Q-2006（旧称 IEEE 802.1s）、IEEE
802.1D-2004（旧称 IEEE 802.1w）、IEEE
802.1D、IEEE 802.1t

—

MIB
MIB

MIB のリンク
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-STP-EXTENSION-MIB
• BRIDGE-MIB

STP 拡張機能設定の機能履歴（CLI バージョン）
この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。
表 22：STP 拡張機能設定の機能履歴

機能名

リリース

機能情報

BPDU ガード

6.2(10)

BPDU ガード エラー ディ
セーブルのサポートが追加
されました。

変化なし

4.2(1)

—

変化なし

4.1(2)

—

Cisco Nexus 7000 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
250

OL-25755-04-J

付録

A

レイヤ 2 スイッチングの設定の制限
• レイヤ 2 スイッチングの設定の制限, 251 ページ

レイヤ 2 スイッチングの設定の制限
設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。
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