
NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定

この章では、CiscoNX-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。
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• FEX HIFポートでの独立 PVLANの設定, 44 ページ

• プライベート VLAN設定の確認, 46 ページ

• プライベート VLANの統計情報の表示とクリア, 47 ページ

• プライベート VLANの設定例, 47 ページ

• プライベート VLANに関する追加情報, 48 ページ

• プライベート VLAN設定の機能履歴, 49 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

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。（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。

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。
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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
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。
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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。

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、CiscoNexus 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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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）

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 1：プライベート VLAN のレイヤ 2 トラフィックフロー

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。

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。

（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
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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。

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。

（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。

•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。
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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。

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
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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 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

（注）

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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ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSHighAvailability
and Redundancy Guide』を参照してください。

（注）

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。

VDCおよびリソース割り当ての詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSVirtualDevice
Context Configuration Guide』を参照してください。

（注）

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 2：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。

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。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

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。
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•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、AdvancedServices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。

• FEXHIF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。

◦ systemprivate-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、systemprivate-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。

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）
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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。

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。

（注）

• 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。

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）

• 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。

スタティックMACアドレスの設定の詳細については、『CiscoNexus 7000 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

ディセーブルプライベート 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 7000 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。

（注）

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。

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

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。

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）
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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

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

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
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

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。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

VLANコンフィギュレーション
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   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

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。

private-vlan
{community |
isolated
|primary}

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。

no private-vlan
{community |
isolated |
primary}

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

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   
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目的コマンドまたはアクション

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

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、
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

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。

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。

vlan primary-vlan-id

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

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

セカンダリVLANをプ
ライマリVLANに関連
付けます。

private-vlan
association {[add]
secondary-vlan-list |
remove
secondary-vlan-list}

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。

no private-vlan
association

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 21

NX-OS を使用したプライベート VLAN の設定
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



目的コマンドまたはアクション

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

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

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。

（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

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。

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

interface vlanprimary-vlan-ID

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

ステップ 2   

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。ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

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

説明オプション

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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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

チン

グが

可能

にな

りま

す。

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。

no private-vlan mapping

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

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   
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目的コマンドまたはアクション

（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 vlan primary-vlan-id private-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。

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

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。

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。

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   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

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。

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

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。

no switchport
private-vlan
host-association

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

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

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。

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。

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

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。

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

switchport private-vlan trunk native vlan
vlan-id

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

ステッ

プ 5   

び 4048～ 4093です。デフォルト値は 1で
す。

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

switchport private-vlan trunk allowed vlan
{add vlan-list | all | except vlan-list | none |
remove vlan-list}

ステッ

プ 6   
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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目的コマンドまたはアクション

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）

次のいずれかのコマンドを入力します。ステッ

プ 7   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

switchport
private-vlan
association trunk
{primary-vlan-id}
{secondary-vlan-id}
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

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。

独立トラン

クポートの

（注）

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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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

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。

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。

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)#

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、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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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。

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

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。

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   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

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。

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

プライベート VLANか
ら、マッピングをクリア

します。

no switchport
private-vlan
mapping

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

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   

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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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。

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。

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

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。

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

switchport mode private-vlan trunk promiscuous

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

ステッ

プ 4   
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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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～

switchport private-vlan trunk native vlanvlan-id

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

ステッ

プ 5   

3968および 4048～ 4093です。デ
フォルト値は 1です。

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

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

ステッ

プ 6   
定します。有効値の範囲は 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。

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）

次のいずれかのコマンドを入力します。ステッ

プ 7   

   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
38 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 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



目的コマンドまたはアクション

説明オプション

switchport private-vlan mapping
trunkprimary-vlan-id{addsecondary-vlan-list
| removesecondary-vlan-id}
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

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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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

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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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

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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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

コマ

ンド

を再

入力

する

必要

があ

りま

す。

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。

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

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

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   
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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 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
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

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。

（注）

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。

（注）
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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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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 Secondary Type Ports
------- --------- ---------------

550 551 isolated 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。

目的コマンド

VLAN情報を表示します。show running-config vlanvlan-id
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目的コマンド

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 vlanprimary-vlan-id private-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

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。

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 [id vlan-id] counters

各 VLANのレイヤ 2パケット情報を表示しま
す。

show vlan counters

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)# 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 に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

コマンドリファレンス

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

VLANインターフェイス、IPアドレス指定

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

Cisco NX-OSの基礎

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

ハイアベイラビリティ

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

システム管理
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マニュアルタイトル関連項目

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

VDC

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes』リリースノート

標準

タイトル標準

—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

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 2：プライベート VLAN 設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

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。

7.3(0)D1(1)FEXHIF（CiscoNexus 7000
Parent）上の PVLAN（独
立）
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機能情報リリース機能名

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。

5.0(2)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

–4.2(1)変更なし

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

4.1(2)デバイス上でイネーブルに

なっている機能の表示
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