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, 1 ページ
• MVRP について, 2 ページ
• MVRP の設定に関する注意事項および制約事項, 2 ページ
• MVRP のデフォルト設定, 3 ページ
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• MVRP 統計情報のクリア, 6 ページ
• MVRP 設定の機能履歴, 6 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 1：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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