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アクセスインターフェイスとトランクインターフェイス

について
この章では、レイヤ 2スイッチングポートをアクセスポートまたはトランクポートとして設定
する手順について説明します。

スイッチドポートアナライザ（SPAN）宛先インターフェイスを設定する方法については、
『Cisco Nexus 1000V for Microsoft Hyper-V SystemManagement Configuration Guide』を参照してく
ださい。

（注）
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VLAN、MACアドレステーブル、およびプライベートVLANの詳細については、『CiscoNexus
1000V for Microsoft Hyper-V Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

（注）

アクセスおよびトランクインターフェイス

レイヤ 2ポートは、アクセスまたはトランクポートとして次のように設定できます。

•アクセスポートでは VLANを 1つだけ設定でき、1つの VLANのトラフィックだけを伝送
できます。

•トランクポートには複数の VLANを設定でき、複数の VLANのトラフィックを同時に伝送
できます。

デフォルトでは、Cisco Nexus 1000Vのすべてのポートはレイヤ 2ポートです。デフォルトポート
モード（アクセスまたはトランク）は変更できます。デフォルトポートモードの設定の詳細につ

いては、『Cisco Nexus 1000V for Microsoft Hyper-V Installation and Upgrade Guide』を参照してくだ
さい。次の図は、ネットワークにおけるトランクポートの使い方を示したものです。トランク

ポートは、2つ以上の VLANのトラフィックを伝送します。

図 1：トランクおよびアクセスポートと VLAN トラフィック

複数のVLANに接続するトランクポートでトラフィックが正しく送信されるようにするため、デ
バイスでは IEEE 802.1Qカプセル化（タギング）方式が使用されます。

アクセスポートでのパフォーマンスを最適化するには、そのポートをホストポートとして設定し

ます。ホストポートとして設定されたポートは、自動的にアクセスポートとして設定され、チャ

ネルグループ化はディセーブルになります。ホストを割り当てると、割り当てたポートがパケッ

ト転送を開始する時間が短縮されます。

アクセスポートは、アクセス VLAN値の他に 802.1Qタグがヘッダーに設定されたパケットを受
信すると、送信元のMACアドレスを学習せずにドロップします。

レイヤ 2インターフェイスはアクセスポートまたはトランクポートとして機能できますが、両方
のポートタイプとして同時に機能できません。
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IEEE 802.1Q カプセル化
トランクとは、スイッチと他のネットワーキングデバイス間のポイントツーポイントリンクで

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。

複数の VLANに接続するトランクポートのトラフィックを正しく配信するために、デバイスは
IEEE 802.1Qカプセル化（タギング方式）を使用します。この方式では、フレームヘッダーに挿
入したタグが使用されます（次の図を参照）。このタグには、そのフレームおよびパケットが属

する特定のVLANに関する情報が含まれます。タグ方式を使用すると、複数の異なるVLAN用に
カプセル化されたパケットが、同じポートを通過しても、各VLANのトラフィックを区別するこ
とができます。また、カプセル化された VLANタグにより、トランクは同じ VLAN上のネット
ワークの端から端までトラフィックを移動させます。

図 2：802.1Q タグなしヘッダー

図 3：802.1Q タグ付きヘッダー

ハイアベイラビリティ

ソフトウェアは、レイヤ 2ポートのハイアベイラビリティをサポートします。

VLAN トランキングの前提条件
VLANトランキングには次の前提条件があります。
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CLIにログインしていること。

注意事項と制約事項
VLANトランキングには次の設定上の注意事項と制限事項があります。

•アクセスリンクを持つデバイスには接続しないでください。アクセスリンクにより VLAN
が区分されることがあります。

• 802.1Qトランクを介して Ciscoスイッチを接続するときは、802.1Qトランクのネイティブ
VLANがトランクリンクの両端で同じであることを確認してください。トランクの一端のネ
イティブ VLANと反対側の端のネイティブ VLANが異なると、スパニングツリーループの
原因になります。

•トランクポートをポートチャネルグループに含めることができますが、そのグループのト
ランクはすべて同じ設定にする必要があります。グループを初めて作成したときには、その

グループに最初に追加されたポートのパラメータ設定値をすべてのポートが引き継ぎます。

パラメータの設定を変更すると、許容VLANやトランクステータスなど、デバイスのグルー
プのすべてのポートにその設定を伝えます。たとえば、ポートグループのあるポートがトラ

ンクになるのを中止すると、すべてのポートがトランクになるのを中止します。

•トランクポートで 802.1Xをイネーブルにしようとすると、エラーメッセージが表示され、
802.1Xはイネーブルになりません。

• 802.1x対応ポートのモードをトランクに変更しようとしても、ポートモードは変更されませ
ん。

デフォルト設定

表 1：アクセスおよびトランクインターフェイスのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

アクセススイッチポートモード

1～ 3967、4048～ 4094許容 VLAN

VLAN1アクセス VLAN ID

VLAN1ネイティブ VLAN ID

ディセーブルネイティブ VLAN IDタギング

閉じる管理状態
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アクセスインターフェイスとトランクインターフェイス

の設定

レイヤ 2 アクセスポートとしての LAN インターフェイスの設定
この手順を使用すると、レイヤ 2ポートをアクセスポートとして設定できます。

はじめる前に

•インターフェイスはイーサネットまたは vEthernetのいずれかです。

•アクセスポートは、パケットを、1つのタグなしVLAN上だけで送信します。インターフェ
イスが伝送する VLANトラフィックを指定します。これがアクセス VLANになります。ア
クセスポートの VLANを指定しない場合、そのインターフェイスはデフォルト VLANのト
ラフィックだけを伝送します。デフォルトの VLANは VLAN 1です。

• VLANをアクセス VLANとして指定するには、その VLANが存在しなければなりません。
システムは、存在しないアクセス VLANに割り当てられたアクセスポートをシャットダウ
ンします。

• Cisco Nexus 1000Vコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があることに注意してくださ
い。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

設定してい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
interface

ステップ 2   

•イーサネットポートの場合は、ethernet slot/portを
使用します。slotはモジュールのスロット番号、port
はポート番号です。

• vEthernetポートの場合は、vethernet interface-number
を使用します。interface-numberは 1～ 1048575の
番号です。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

インターフェイスを、非トランキング、非タグ付き、シ

ングル VLANレイヤ 2インターフェイスとして実行コ
ンフィギュレーションに設定します。

switch(config-if)#
switchport mode access

ステップ 3   

（任意）

このアクセスポートがトラフィックを実行する VLAN
を指定し、その変更を実行コンフィギュレーションに保

switch(config-if)#
switchport mode access
vlan-id

ステップ 4   

存します。このコマンドを入力しないと、アクセスポー

トは VLAN1だけのトラフィックを伝送します。このコ
マンドを使用して、アクセスポートがトラフィックを

伝送する VLANを変更できます。

（任意）

インターフェイスのステータスと内容を表示します。

switch(config-if)# show
interface interface

ステップ 5   

（任意）

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。

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

ステップ 6   

次に、イーサネット 3/1をレイヤ 2アクセスポートとして設定し、VLAN5のトラフィックだけを
伝送する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan 5
switch(config-if)#

トランクポートの設定

この手順を使用すると、レイヤ 2ポートをトランクポートポートとして設定できます。

はじめる前に

•トランクポートを設定する前に、レイヤ 2インターフェイスを設定することを確認します。

•イーサネットインターフェイスのみを使用してください。

•トランクポートは、1つの VLANの非タグ付きパケットと、複数の VLANのカプセル化さ
れたタグ付きパケットを伝送します

•デバイスは 802.1Qカプセル化だけをサポートします。

• Cisco Nexus 1000Vコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があることに注意してくださ
い。
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手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure
terminal

ステップ 1   

設定してい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)#
interfaceinterface

ステップ 2   

•イーサネットポートの場合は、ethernetslot/portを使
用します。slotはモジュールのスロット番号、port
はポート番号です。

インターフェイスをレイヤ 2トランクポートとして実行
コンフィギュレーションに設定します。トランクポート

switch(config-if)#
switchport mode trunk

ステップ 3   

は、同じ物理リンクで 1つ以上の VLAN内のトラフィッ
クを伝送できます（各 VLANはトランキングが許可され
た VLANリストに基づいています）。デフォルトでは、
トランクインターフェイスはすべてのVLANのトラフィッ
クを伝送できます。指定したトランクで特定の VLANの
みが許可されるように指定するには、switchport trunk
allowed vlanコマンドを使用します。

（任意）

インターフェイスのステータスと内容を表示します。

switch(config-if)# show
interfaceinterface

ステップ 4   

（任意）

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。

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

ステップ 5   

次に、イーサネット 3/1をレイヤ 2トランクポートとして設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)#

802.1Q トランクポートのネイティブ VLAN の設定
この手順を使用すると、ネイティブ VLANを 802.1Qトランクポートに設定できます。このパラ
メータを設定しないと、トランクポートは、デフォルト VLANをネイティブ VLAN IDとして使
用します。
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はじめる前に

Cisco Nexus 1000Vコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があることに注意してください。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

設定してい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
interface

ステップ 2   

•イーサネットポートの場合は、ethernet slot/port
を使用します。slotはモジュールのスロット番号、
portはポート番号です。

• vEthernetポートの場合は、vethernet
interface-numberを使用します。interface-numberは
1～ 1048575の番号です。

実行コンフィギュレーションで、802.1Qトランクにネ
イティブ VLANを設定します。指定できる範囲は 1～

switch#(config-if)
switchport trunk native
vlanvlan-id

ステップ 3   

4094です（ただし、内部使用に予約されている VLAN
は除きます）。デフォルト値は VLAN 1です。

（任意）

VLANのステータスおよび情報を表示します。
switch#(config-if) show vlanステップ 4   

（任意）

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。

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

ステップ 5   

次に、ネイティブ VLANをイーサネット 3/1に設定し、レイヤ 2トランクポートを VLAN5に設
定する例を示します。

n1000v# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 5
switch(config-if)#

トランキングポートの許可 VLAN の設定
特定のトランクポートで許可されている VLANの IDを指定できます。
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はじめる前に

•指定トランクポートの許可 VLANを設定する前に、正しいインターフェイスを設定してい
ること、およびそのインターフェイスがトランクであることを確認してください。

• Cisco Nexus 1000Vコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があることに注意してくださ
い。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステップ 1   

設定してい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
interface

ステップ 2   

•イーサネットポートの場合は、ethernet slot/portを使
用します。slotはモジュールのスロット番号、portは
ポート番号です。

• vEthernetポートの場合は、vethernet interface-number
を使用します。interface-numberは 1～ 1048575の番
号です。

実行コンフィギュレーションで、トランクインターフェイ

スに許容 VLANを設定します。デフォルトは、トランク
switch(config-if)#
switchport trunk allowed
vlan {vlan-list all | none

ステップ 3   

インターフェイスのすべての VLANを許容します。指定
[add |except | none |
remove {vlan-list}]} できる範囲は 1～ 3967および 4048～ 4094です。VLAN

3968～ 4047は、内部利用のためにデフォルトで予約され
ている VLANです。この VLANグループは設定できませ
ん。デフォルトでは、すべてのトランクインターフェイス

ですべての VLANが許可されます。

内部で割り当て済みのVLANを、トランクポー
ト上の許可 VLANとして追加することはできま
せん。内部で割り当てたVLANを許容VLANと
して表示しようとすると、エラーメッセージが

表示されます。

（注）

（任意）

VLANのステータスおよび情報を表示します。
switch(config-if)# show
vlan

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

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。

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

ステップ 5   

次に、VLAN 15～ 20をイーサネット 3/1、レイヤ 2トランクポートの許容 VLANリストに追加
する例を示します。

swtich# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 15-20
switch(config-if)#

ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けるためのデバイス設定
802.1Qトランクインターフェイスを扱っている場合、ネイティブ VLAN IDの値と一致するタグ
で開始するすべてのパケットに対するタギングを維持できます。非タグ付きトラフィックはドロッ

プされます（この場合もインターフェイスの制御トラフィックは伝送されます）。

はじめる前に

• vlan dot1q tag nativeグローバルコマンドを使用すると、デバイスのすべてのトランクですべ
てのネイティブ VLAN IDインターフェイスの動作を変更できます。

•この機能はデバイス全体に当てはまります。デバイスのVLANを指定して当てはめることは
できません。

• Cisco Nexus 1000Vコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があることに注意してくださ
い。

あるデバイスの802.1Qタギングでイネーブルにし、別のデバイスではディセーブルにすると、
この機能をディセーブルにしたデバイスのトラフィックはすべてドロップされます。この機能

はデバイスごとに独自に設定する必要があります。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

実行コンフィギュレーション内の 802.1Qトランクのネ
イティブ VLAN IDインターフェイスの動作を変更しま

switch#(config) vlan dot1q
tag native

ステップ 2   

す。このインターフェイスは、ネイティブ VLAN IDの
値と一致して、すべての非タグ付きトラフィックをド

ロップするタグを使って入るすべてのパケットのタギン

グを維持します。この場合も、制御トラフィックはネイ

ティブ VLANを通過します。デフォルトではディセー
ブルになっています。

（任意）

VLANのステータスおよび情報を表示します。
switch(config-if)# show
vlan

ステップ 3   

（任意）

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。

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

ステップ 4   

次に、802.1Qトランクインターフェイスのネイティブ VLANの動作を変更してタグ付きパケッ
トを維持し、すべての非タグ付きトラフィックをドロップする例を示します（制御トラフィック

は除く）。

n1000v# configure terminal
switch(config)# vlan dot1q tag native
switch(config-if)#

インターフェイスコンフィギュレーションの確認
アクセスおよびトランクインターフェイスコンフィギュレーション情報を確認するには、次のい

ずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

インターフェイスの設定を表示します。show interface ethernet slot/port [brief | capabilities
| counters | mac-address | status | switchport |
trunk]

指定したイーサネットインターフェイスのカウ

ンタを表示します。

show interface ethernet slot/port counters [brief |
detailed | errors | snmp | storm-control | trunk]

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V インターフェイスコンフィギュレーションガイド、リリース
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目的コマンド

指定したイーサネットインターフェイスのス

テータスを表示します。

show interface ethernet slot/port status
[err-disable]

インターフェイス設定情報を、モードも含めて

表示します。

show interface brief

アクセスおよびトランクインターフェイスも含

めて、すべてのレイヤ 2インターフェイスの情
報を表示します。

show interface switchport

トランク設定情報を表示します。show interface trunk [modulemodule-number | vlan
vlan-id]

インターフェイスの性能に関する情報を表示し

ます。

show interface capabilities

指定されたインターフェイスに関する設定情報

を表示します。

show running-config interface ethernet slot/port

インターフェイスコンフィギュレーションのモニタリン

グ
アクセスおよびトランクインターフェイスコンフィギュレーション情報を表示するには、次のい

ずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

カウンタをクリアします。clear counters [interface]

入力および出力オクテットユニキャストパケッ

ト、マルチキャストパケット、ブロードキャス

トパケットを表示します。

show interface counters [module module]

入力パケット、バイト、マルチキャストを、出

力パケットおよびバイトとともに表示します。

show interface counters detailed [all]

エラーパケットの数を表示します。show interface counters errors [module module]
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アクセスおよびトランクポートモードの設定例
次に、レイヤ 2アクセスインターフェイスを設定し、このインターフェイスにアクセスVLANを
割り当てる例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/30
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan 5
switch(config-if)#

次に、レイヤ 2トランクインターフェイスを設定してネイティブ VLANおよび許容 VLANを割
り当て、デバイスにトランクインターフェイスのネイティブVLANトラフィックのタグを設定す
る例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/35
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 10
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 5, 10
switch(config-if)# exit
switch(config-if)#

レイヤ 2 インターフェイスパラメータの機能履歴
機能情報リリース機能名

この機能が導入されました5.2(1)SM1(5.1)レイヤ 2インターフェイスパ
ラメータ
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