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, 1 ページ
• VTP の概要, 1 ページ
• VLAN トランキング プロトコルの設定に関する制限, 5 ページ
• デフォルト設定, 5 ページ
• VTP の設定, 6 ページ
• VTP プルーニングの設定, 9 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、「Configuring VLANs」
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 1：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。
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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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VTP プルーニングの設定

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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