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プライベート VLAN について
Cisco Nexus NX-OS 7.0(3)I1(2)以降、プライベート VLAN機能がサポートされています。

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。（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）

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。
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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。

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。

（注）

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
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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。

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。（注）

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

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。

（注）

プライベート VLANポートのタイプは、次のとおりです。

•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、ポートにアソシエートされ

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。

ベストプラクティスとして、すべてのセカンダリポートをプライマリポート

にマッピングして、トラフィックの損失を最小限に抑える必要があります。

（注）

ポートチャネルまたは vPCによって設定される冗長性はサポートされていま
せん。

（注）
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•無差別トランク：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。

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。

（注）

•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：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。

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。

（注）

•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。

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。

（注）
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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。プライマリ VLANに
1つの独立VLANを設定できます。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。

図 1：プライベート VLAN のレイヤ 2 トラフィックフロー
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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。

（注）

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。

プライベート VLANの無差別および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。

（注）

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
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。

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 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

（注）

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。

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。（注）

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。
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•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。

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

（注）

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。

この動作は、Catalystデバイスの動作と異なります。（注）

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。
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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
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。

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 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

（注）
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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。

FEX ホストインターフェイスポート上のプライベート VLAN
7.0(3)I2(1)以降、Cisco Nexus NX-OSは Cisco Nexus 2000ファブリックエクステンダホストイン
ターフェイスポート（FEXHIFポート）上のプライベートVLAN（PVLAN）をサポートしていま
す。

PVLANは、単一接続されたホストと単一接続された FEX HIF設定でサポートされています。

FEX HIF PC/VPC（ポートチャネル/バーチャルポートチャネル）および FEX AA（アクティ
ブ/アクティブ）設定はサポートされていません。

（注）

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が設定されている（7.0(3)I1(2)以前で）場合、Cisco NX-OSの古いバー
ジョンへのダウングレードはサポートされません。

（注）

ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『CiscoNexus 9000 SeriesNX-OSHighAvailability
and Redundancy Guide』を参照してください。

（注）

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。
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ライセンス要件製品

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CiscoNX-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。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細につ
いては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照
してください。

Cisco NX-OS

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。

•デバイスにログインしていること。

•必要に応じて、アドバンスドサービスのライセンスをインストールします。

•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。

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

•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。

•通常の VLAN上に静的MACが作成されており、その VLANがセカンダリ VLANに変換さ
れる場合、Cisco NX-OSは、セカンダリ VLAN上で設定されているMACを静的MACとし
て維持します。

•プライベート VLANは次のような PVLANポートモードをサポートしています。

◦無差別

◦無差別トランク
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◦独立ホスト

◦独立ホストトランク

◦コミュニティホスト

• PVLAN無差別トランクまたはPVLAN独立トランクを設定する際は、switchportprivate-vlan
trunk allowedidコマンドによって指定されるリストで非プライベートVLANを許可すること
お勧めします。プライベート VLANは、PVLANトランクモードに応じて、マッピングされ
るか関連付けられます。

•プライベート VLANは PVLANおよび PACL/RACLをサポートしています。

•プライベート VLANは次のような PVLANおよび SVIをサポートしています。

◦プライマリ VLANでのみ許可される SVI

◦ SVIのプライマリおよびセカンダリ IP

◦プライマリ SVIの HSRP

•プライベート VLANは PVLANおよびレイヤ 2転送をサポートしています。

•プライベート VLANは次のような PVLANおよび STPをサポートしています。

◦ RSTP

◦ MST

•プライベートVLANは通常のトランクポートを通過するスイッチ間の PVLANをサポートし
ています。

•プライベート VLANは Cisco Nexus C9396PQおよび Cisco Nexus C93128TXの 10 Gポートで
サポートされています。

•プライベートVLAN設定は Cisco Nexus C9396PXまたは Cisco Nexus C93128TXインターフェ
イスおよびサブインターフェイスの 40 Gポートではサポートされていません。

•プライベート VLANポートモードは Nexus 3164Qではサポートされていません。

•プライベート VLANはポートチャネルに対するポートモードのサポートを提供していませ
ん。

•プライベート VLANは仮想ポートチャネル（vPC）に対するポートモードのサポートを提
供していません。

•プライベート VLANはブレイクアウトでのサポートを提供していません。

•プライベート VLANは IPマルチキャストまたは IGMPスヌーピングのサポートを提供して
いません。

•プライベート VLANは DHCPスヌーピングのサポートを提供していません。

•プライベート VLANは PVLAN QoSのサポートを提供していません。

•プライベート VLANは VACLのサポートを提供していません。
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•プライベート VLANは VTPのサポートを提供していません。

•プライベート VLANはトンネルのサポートを提供していません。

•プライベート VLANは VXLANのサポートを提供していません。

•プライベート VLANは送信元が PVLAN VLANである場合の SPANのサポートを提供してい
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 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照
してください。

• Cisco NX-OS CLIでは、PVLANグループごとに複数の独立 VLAN設定を設定できますが、
このような設定はサポートされていません。PVLANグループは、最大 1つの独立 VLANを
持つことができます。

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。

• PVLANグループは、最大 1つの独立 VLANを持つことができます。プライマリ VLAN設定
ごとに複数の独立 VLANを設定することはサポートされていません。

•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。
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◦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、プライマリ VLANでのみ、すべてのプライベート VLANポートについて
動作します。

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。

（注）

•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。

•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。

• 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。

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。

•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。
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•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（トランクポートではなく無差別ポートまたはホストポート）
は非アクティブになります。

• FEXHIFPC/VPCおよびFEXAA（アクティブ/アクティブ）設定はサポートされていません。

• PVLAN無差別ポートは FEXポートおよび FEXポートチャネルではサポートされていませ
ん。

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。

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。

（注）

•プライベート VLANポートは、SPAN送信元ポートとして設定できます。

•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）。

•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を学
習したダイナミックMACアドレスがエージングタイムアウトになります。

•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、STPはプライマリ VLANだけを制御します。

スタティックMACアドレスの設定の詳細については、『CiscoNexus 9000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照してください。

（注）

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 1：プライベート VLAN のデフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

Disabledプライベート VLAN

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 9000 Series
NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能の Cisco NX-OS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。

（注）

プライベート VLAN のイネーブル化（CLI バージョン）
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。

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。

（注）

手順の概要

1. config t
2. feature private-vlan
3. exit
4. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

feature private-vlan

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

ステップ 2   

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。

（注）

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

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（CLI バージョン）

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。

（注）

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
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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。

手順の概要

1. config t
2. vlan {vlan-id | vlan-range}
3. [no] private-vlan{community|isolated |primary}
4. exit
5. （任意） show vlan private-vlan[type]
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLAN設定サブモードにします。vlan {vlan-id | vlan-range}

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

ステップ 2   

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

[no] private-vlan{community|isolated
|primary}

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

ステップ 3   

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。

または

指定したVLANからプライベートVLANの設定を削除し、
通常のVLANモードに戻します。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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目的コマンドまたはアクション

VLANコンフィギュレーションサブモードを終了します。exit

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

ステップ 4   

（任意）

プライベート VLANの設定を表示します。
show vlan private-vlan[type]

例：
switch# show vlan private-vlan

ステップ 5   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

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 とプライマリプライベート VLAN の関連付け（CLI
バージョン）

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VLANID、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、
addキーワードとともに secondary-vlan-listを入力します。

•セカンダリVLANとプライマリVLAN間の関連付けをクリアするには、remove キーワード
を secondary-vlan-listとともに入力します。

•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。
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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。

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に関連付けされているす
べてのプライベート VLANが失われます。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。

手順の概要

1. config t
2. vlanprimary-vlan-id
3. [no] private-vlan association {[add] secondary-vlan-list | removesecondary-vlan-list}
4. exit
5. （任意） show vlan private-vlan[type]
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

vlanprimary-vlan-id

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

ステップ 2   

このコマンドのいずれかの形式を使用して、次の操作

を行います。

[no] private-vlan association {[add]
secondary-vlan-list | removesecondary-vlan-list}

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

ステップ 3   

セカンダリ VLANをプライマリ VLANに関連付けま
す。

または
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目的コマンドまたはアクション

プライマリ VLANからすべての関連付けを削除し、
通常の VLANモードに戻します。

VLANコンフィギュレーションサブモードを終了し
ます。

exit

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

ステップ 4   

（任意）

プライベート VLANの設定を表示します。
show vlan private-vlan[type]

例：
switch# show vlan private-vlan

ステップ 5   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

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（CLI バージョン）

プライベート VLN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 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照し
てください。

（注）

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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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。

（注）

はじめる前に

•プライベート VLAN機能をイネーブルにする。

• VLANインターフェイス機能をイネーブルにする。

•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。

手順の概要

1. config t
2. interface vlanprimary-vlan-ID
3. [no] private-vlan mapping{[add] secondary-vlan-list|removesecondary-vlan-list}
4. exit
5. （任意） show interface vlanprimary-vlan-idprivate-vlan mapping
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。プライマリVLANのインターフェ
イスコンフィギュレーションモードが開始されます。

interface vlanprimary-vlan-ID

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

ステップ 2   

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

[no] private-vlan mapping{[add]
secondary-vlan-list|removesecondary-vlan-list}

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

ステップ 3   

より、プライベート VLAN入力トラフィックのレイヤ 3
スイッチングが可能になります。

または
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目的コマンドまたはアクション

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。

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)#

ステップ 4   

（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。

show interface
vlanprimary-vlan-idprivate-vlan mapping

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

ステップ 5   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

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。

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。

（注）

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。
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手順の概要

1. config t
2. interfacetype slot/port
3. switchport mode private-vlan host
4. [no] switchport private-vlan host-association{primary-vlan-id} {secondary-vlan-id}
5. exit
6. （任意） show interface switchport
7. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

interfacetype slot/port

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

ステップ 2   

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。

switchport mode private-vlan host

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

ステップ 3   

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

[no] switchport private-vlan
host-association{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-id}

ステップ 4   

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。

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

または

プライベートVLANの関連付けをポートから削除しま
す。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

ステップ 6   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

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

レイヤ 2インターフェイスをプライベートVLAN独立トランスポートとして設定できます。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。

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。

（注）

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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手順の概要

1. config t
2. interface {type slot/port}
3. switchport
4. switchport mode private-vlan trunk secondary
5. （任意） switchport private-vlan trunk native vlanvlan-id
6. switchport private-vlan trunk allowed vlan{addvlan-list| all | exceptvlan-list | none | removevlan-list}
7. [no] switchport private-vlan association trunk{primary-vlan-id [secondary-vlan-id]}
8. exit
9. （任意） show interface switchport
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

interface {type slot/port}

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

ステップ 2   

レイヤ 2ポートをスイッチポートとして設定します。switchport

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

ステップ 3   

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。

switchport mode private-vlan trunk
secondary

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

ステップ 4   

コミュニティ VLANは独立トランクポートにはできま
せん。

（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。

switchport private-vlan trunk native
vlanvlan-id

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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

プライベートVLAN独立トランクインターフェイスの許容VLAN
を設定します。有効値の範囲は 1～ 3968および 4048～ 4093で
す。

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

ステップ 6   

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。

1
switch(config-if)#

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）。

（注）

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

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

ステップ 7   

リ VLANは独立 VLANである必要があります。各独立トランク

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

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。

101
switch(config-if)#

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。

（注）

または

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。

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)#

ステップ 8   

   Cisco Nexus 9000 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リリース
7.x

26

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



目的コマンドまたはアクション

（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。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

ステップ 9   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

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
switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan add 1
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 10 101
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 20 201
switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 30 102
switch(config-if)# exit
switch(config)#

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。

手順の概要

1. config t
2. interface{type slot/port}
3. switchport mode private-vlan promiscuous
4. [no] switchport private-vlan mapping{primary-vlan-id} {secondary-vlan-list | addsecondary-vlan-list

| removesecondary-vlan-list}
5. exit
6. （任意） show interface switchport
7. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

interface{type slot/port}

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

ステップ 2   

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。

switchport mode private-vlan promiscuous

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

ステップ 3   

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

[no] switchport private-vlan
mapping{primary-vlan-id} {secondary-vlan-list
| addsecondary-vlan-list |
removesecondary-vlan-list}

ステップ 4   

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。

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

または

プライベート VLANから、マッピングをクリアしま
す。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

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

ステップ 5   

（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。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

ステップ 6   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

   Cisco Nexus 9000 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リリース
7.x

28

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



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)#

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

レイヤ 2インターフェイスをプライベートVLANの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ます。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。

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。

（注）

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。

手順の概要

1. config t
2. interface{type slot/port}
3. switchport
4. switchport mode private-vlan trunk promiscuous
5. （任意） switchport private-vlan trunk native vlanvlan-id
6. switchport mode private-vlan trunk allowed vlan{addvlan-list| all | exceptvlan-list | none |

removevlan-list}
7. [no]switchport private-vlanmapping trunkprimary-vlan-id [secondary-vlan-id] {addsecondary-vlan-list

| removesecondary-vlan-id}
8. exit
9. （任意） show interface switchport
10. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

interface{type slot/port}

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

ステップ 2   

レイヤ 2ポートをスイッチポートとして設定します。switchport

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

ステップ 3   

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。

switchport mode private-vlan trunk
promiscuous

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

ステップ 4   

（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。

switchport private-vlan trunk native
vlanvlan-id

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

ステップ 5   

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。

（注）

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。

switchport mode private-vlan trunk
allowed vlan{addvlan-list| all |
exceptvlan-list | none | removevlan-list}

例：
switch(config-if)# switchport
private-vlan trunk allowed vlan add

ステップ 6   

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。

1
switch(config-if)#
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目的コマンドまたはアクション

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）。

（注）

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

[no]switchport private-vlan mapping
trunkprimary-vlan-id [secondary-vlan-id]
{addsecondary-vlan-list |
removesecondary-vlan-id}

ステップ 7   

グを削除します。セカンダリ VLANは、独立 VLANまたはコ
ミュニティ VLANのいずれかとして設定できます。トラフィッ

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

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それぞれに対してコマンドを再
入力する必要があります。

または

イン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。

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)#

ステップ 8   

（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。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

ステップ 9   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

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
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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 トランクでの PVLAN のイネーブル化
デフォルトでは、PVLAN は 非 PVLAN FEXトランクではダウンになります。次のグローバル
コンフィギュレーションにより、非 PVLAN FEXトランクで PVLAN をアップにすることが可
能になります。

手順の概要

1. [no] system private-vlan fex trunk

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

FEX トランク用の PVLAN の設定をイネー
ブルにします。

[no] system private-vlan fex trunk

例：
switch(config)# system private-vlan fex trunk

ステップ 1   

プライベート VLAN ホストポートとしてのレイヤ 2 FEX インターフェ
イスの設定

次に、PVLANホストモードとホストアソシエーション PVLANペアの設定手順を示します。

手順の概要

1. config t
2. interfacetype slot/port
3. switchport mode private-vlan host
4. [no] switchport private-vlan host-association{primary-vlan-id} {secondary-vlan-id}
5. exit
6. （任意） show interface switchport
7. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

interfacetype slot/port

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

ステップ 2   

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。

switchport mode private-vlan host

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

ステップ 3   

プライマリVLANおよび関連付けられているセカン
ダリVLANに関してポートでホストアソシエーショ
ン PVLANペアを設定します。

[no] switchport private-vlan
host-association{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-id}

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

ステップ 4   

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)#

ステップ 5   

（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。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

ステップ 6   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   
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プライベート VLAN 独立トランクポートとしてのレイヤ 2 FEX インター
フェイスの設定

次に、独立トランクポートとホストアソシエーション PVLANペアの設定手順を示します。

手順の概要

1. config t
2. interface {type slot/port}
3. switchport
4. switchport mode private-vlan trunk secondary
5. （任意） switchport private-vlan trunk native vlanvlan-id
6. switchport private-vlan trunk allowed vlan{addvlan-list| all | exceptvlan-list | none | removevlan-list}
7. [no] switchport private-vlan association trunk{primary-vlan-id [secondary-vlan-id]}
8. exit
9. （任意） show interface switchport
10. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

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。

interface {type slot/port}

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

ステップ 2   

レイヤ 2ポートをスイッチポートとして設定します。switchport

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

ステップ 3   

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。

switchport mode private-vlan trunk
secondary

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

ステップ 4   

コミュニティ VLANは独立トランクポートにはで
きません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（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。

switchport private-vlan trunk native
vlanvlan-id

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

ステップ 5   

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。

（注）

プライベート VLAN独立トランクインターフェイスの許容
VLANを設定します。有効値の範囲は 1～ 3968および 4048
～ 4093です。

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)#

ステップ 6   

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。

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）。

（注）

プライマリVLANおよび関連付けられているセカンダリVLAN
に関して、独立トランク PVLANペアをこのポートに設定し

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

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

ステップ 7   

ます。セカンダリ VLANは独立 VLANである必要がありま
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。

exit

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

ステップ 8   

（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。

show interface switchport

例：
switch# show interface switchport

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 10   

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。

目的コマンド

VLAN情報を表示します。show running-config vlanvlan-id

プライベート VLANに関する
情報を表示します。

show vlan private-vlan [type]

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 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 vlan primary-vlan-idprivate-vlan mapping

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。

show interface switchport

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。

目的コマンド

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。

clear vlan [idvlan-id] counters

各 VLANのレイヤ 2パケット情報を表示しま
す。

show vlan counters
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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
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# vlan 4
switch(config-vlan)# private-vlan isolated
switch(config-vlan)# exit

switch(config)# vlan 2
switch(config-vlan)# private-vlan association 3,4
switch(config-vlan)# exit

switch(config)# interface ethernet 1/11
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/12
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
switch(config-if)# exit

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 の追加情報（CLI バージョン）

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

VLANインターフェイス、IPアドレス指定

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』

スタティックMACアドレス、セキュリティ
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』

Cisco NX-OSの基礎

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide』

システム管理

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Release Notes』リリースノート

標準

Title標準

—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 のリンク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

• CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB

   Cisco Nexus 9000 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リリース
7.x
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