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はじめに
このマニュアル、『Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0』では、
Cisco Nexus 1000V インターフェイスの設定方法について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「対象読者」（P.vii）
• 「マニュアルの構成」（P.vii）
• 「表記法」（P.viii）
• 「関連資料」（P.viii）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.ix）

対象読者
このマニュアルは、ネットワーク システムの上級ユーザを対象としています。

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章およびタイトル

説明

第 1 章「概要」

Cisco Nexus 1000V インターフェイスの概要です。

第 2 章「インターフェイス パラメータの
設定」

基本的な Cisco Nexus 1000V インターフェイス設定につ
いて説明します。

第 3 章「レイヤ 2 インターフェイスの設
定」

Cisco Nexus 1000V アクセスおよびトランク インター

第 4 章「仮想イーサネット インターフェ
イスの設定」

Cisco Nexus 1000V 仮想イーサネット インターフェイス

第 5 章「ポート チャネルの設定」

フェイスの設定方法について説明します。
の設定方法について説明します。

Cisco Nexus 1000V ポート チャネルの設定方法について
説明します。

第 6 章「サポートされている RFC」

Cisco Nexus 1000V Beta 1 リリースでサポートされる
IETF RFC を示します。
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表記法
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。
太字

コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

{}

波カッコの中の要素は、必須の選択要素です。

[ ]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

x|y|z

いずれか 1 つを選択する要素は、縦線で区切って示されます。

ストリング

引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングとみなされます。

出力例では、次の表記法を使用しています。
screen フォント

デバイスが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示してい
ます。

太字の screen フォン ユーザが入力しなければならない情報は、太字の
ト
ます。

イタリック体の
screen フォント

screen フォントで示してい

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示していま
す。

< >

パスワードのように出力されない文字は、かぎカッコ（< >）で囲んで示して
います。

[ ]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示して
います。

!, #

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント
行であることを示します。

このマニュアルでは、注釈および注意に次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

関連資料
次に示す Cisco Nexus 1000V の関連資料は、Cisco.com から入手できます。

一般情報
『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0』

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0
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はじめに

インストール & アップグレード
『Cisco Nexus 1000V Software Installation Guide, Release 4.0』
『Cisco Nexus 1000V Virtual Ethernet Module Software Installation Guide, Release 4.0』

コンフィギュレーション
『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide, Release 4.0 』
『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.0』
『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0 』
『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco Nexus 1000V Quality of Service Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide, Release 4.0 』
『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0』
『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Reference, Release 4.0』

リファレンス
『Cisco Nexus 1000V Command Reference, Release 4.0 』
『Cisco Nexus 1000V MIB Quick Reference』

トラブルシューティング & アラート
『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide, Release 4.0 』
『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Guide』
『Cisco NX-OS System Messages Reference』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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C H A P T E R

1

概要
この章では、Cisco Nexus 1000V でサポートするインターフェイス タイプの概要を説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ポート プロファイルを使用したインターフェイス設定の簡略化」（P.1-1）
• 「インターフェイスについて」（P.1-2）
• 「インターフェイスのハイ アベイラビリティ」（P.1-4）

ポート プロファイルを使用したインターフェイス設定の簡略
化
Cisco Nexus 1000V では、ポート プロファイルを使用してインターフェイスを設定します。ポート プ
ロファイルを複数のインターフェイスに割り当てると、これらのインターフェイスをまったく同じ設定
にすることができます。ポート プロファイルを変更すると、そのポート プロファイルが割り当てられ
ているすべてのインターフェイスの設定に自動的に反映されます。
VMware VirtualCenter（VC）では、ポート プロファイルはポート グループとして表されます。
Virtual Ethernet（VEthernet; 仮想イーサネット）インターフェイスまたはイーサネット インターフェ
イスは VC において、次の事項を実行するために 1 つのポート プロファイルに割り当てられます。
• ポリシーによるポート設定の定義
• 多数のポートに対する単一ポリシーの適用
• VEthernet ポートおよびイーサネット ポートの両方のサポート
アップリンクとして設定されるポート プロファイルは、サーバ管理者により物理ポート（vmnic また
は pnic）に割り当てることができます。アップリンクとして設定されていないポート プロファイルは、
VM 仮想ポートに割り当てることができます。

（注）

手動でのインターフェイス設定によりポート プロファイルの設定が無効になる場合、それは推奨され
るプロセスではありません。手動によるインターフェイスの設定は、たとえば変更内容をただちにテス
トする場合、または継承したポート プロファイルを変更せずにポートを無効にする場合に限り使用し
ます。
ポート プロファイルの詳細については、
『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release

4.0』を参照してください。
ポート プロファイルの割り当ての詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。
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第1章

概要

インターフェイスについて

プロファイルが設定どおりに割り当てられていることを確認するには、次の show コマンドを使用しま
す。

show port-profile usage
show running-config interface interface-id
（注）show running-config interface interface-id コマンドの出力は、継承されたポート プロファイル
を示す inherit port-profile MyProfile などの config ラインです。

（注）

継承されたポート プロファイルは、Cisco Nexus 1000V CLI を使用して変更したり、インターフェイ
スから削除したりできません。これができるのは、VC を通した場合に限ります。

（注）

ポートがホストに接続されている場合、継承されたポート プロファイルは Cisco Nexus 1000V によっ
て自動設定されます。この設定は、システム管理者によって割り当てられた VMware ポート グループ
とそのポート グループを作成したポート プロファイルとを一致させることによって行います。

インターフェイスについて
ここでは、次の内容について説明します。

• 「イーサネット インターフェイス」（P.1-2）
• 「仮想イーサネット インターフェイス」（P.1-3）
• 「管理インターフェイス」（P.1-3）
• 「ポート チャネル インターフェイス」（P.1-3）

イーサネット インターフェイス
イーサネット インターフェイスには、アクセス ポート、トランク ポート、Private VLAN（PVLAN;
プライベート VLAN）ホスト ポートと混合モード ポート、ルーテッド ポートがあります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクセス ポート」（P.1-2）
• 「トランク ポート」（P.1-2）
• 「プライベート VLAN ポート」（P.1-3）

アクセス ポート
アクセス ポートは 1 つの VLAN のトラフィックを送受信します。このポートのタイプはレイヤ 2 イン
ターフェイスだけです。アクセスポート インターフェイスの詳細については、第 3 章「レイヤ 2 イン
ターフェイスの設定」を参照してください。

トランク ポート
トランク ポートは複数の VLAN のトラフィックを送受信します。このポートのタイプはレイヤ 2 イン
ターフェイスだけです。トランクポート インターフェイスの詳細については、第 3 章「レイヤ 2 イン
ターフェイスの設定」を参照してください。
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プライベート VLAN ポート
プライベート VLAN（PVLAN）は、レイヤ 2 ISP トラフィックを分離し、1 つのルータ インターフェ
イスに伝達するために使用されます。PVLAN はデバイスの分離を行うために、レイヤ 2 フォワーディ
ング抑制を適用します。これにより、レイヤ 2 を分離している間、エンド デバイスは同じ IP サブネッ
ト の共有することができます。同様に、より大きいサブネットを使用することで、アドレス管理の
オーバーヘッドが削減されます。3 つの個別のポート割り当てが使用され、各割り当てには、接続され
た各エンドポイントが、同じ VLAN ドメイン内の他の接続されたエンドポイントと通信する機能を制
限する独自の 1 組のルールがあります。
『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0 』
PVLAN の詳細については、
を参照してください。

仮想イーサネット インターフェイス
仮想イーサネット（VEthernet または VEth）インターフェイスは、論理インターフェイスです。各
VEth インターフェイスは、仮想ポートに接続されたスイッチ インターフェイスに対応します。これら
には、次のインターフェイス タイプがあります。

• VM（VM NIC に接続されたインターフェイス）
• サービス コンソール
• vmkernel

VEth インターフェイスは、分散型仮想スイッチ上で使用されている仮想ポートを表す Cisco Nexus
1000V で作成されます。

管理インターフェイス
管理イーサネット インターフェイスを使用して、Telnet クライアント、SNMP（簡易ネットワーク管
理プロトコル）、その他の管理エージェントを使用するリモート管理用ネットワークにデバイスを接続
できます。管理インターフェイスの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide,
Release 4.0』を参照してください。

ポート チャネル インターフェイス
ポート チャネルは、複数の物理インターフェイスを集約した論理インターフェイスです。最大 8 つの
物理ポートへの個別リンクを 1 つのポート チャネルにバンドルして、帯域幅と冗長性を向上させるこ
とができます。ポート チャネリングにより、これらの物理インターフェイス チャネルのトラフィック
をロード バランスさせることもできます。ポート チャネル インターフェイスの詳細については、第 5
章「ポート チャネルの設定」を参照してください。

設定制限
表 1-1 は、ポート チャネルの Cisco Nexus 1000V リリース 4.0 設定制限を示します。
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表 1-1

Cisco NX-OS Release 4.1 の設定制限

機能

上限

アクティブ VLAN

128

ポート チャネル

192

インターフェイスのハイ アベイラビリティ
インターフェイスは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。ステートフル再起
動はスーパーバイザ切り替え時に発生します。切り替え後、Cisco Nexus 1000V は実行時の設定を適用
します。
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インターフェイス パラメータの設定
この章では、基本的なインターフェイス パラメータや複数のインターフェイスにより共有されるパラ
メータを設定する手順について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「基本インターフェイス パラメータについて」（P.2-1）
• 「注意事項および制約事項」（P.2-6）
• 「基本インターフェイス パラメータの設定」（P.2-6）
• 「基本インターフェイス パラメータの確認」（P.2-25）
• 「インターフェイス カウンタのクリア」（P.2-26）

（注）

レイヤ 2 アクセスまたはトランキング インターフェイスを設定する場合は、第 2 章「インターフェイ
ス パラメータの設定」を参照してください。

基本インターフェイス パラメータについて
ここでは、次の内容について説明します。

• 「説明」（P.2-2）
• 「速度モードとデュプレックス モード」（P.2-2）
• 「フロー制御」（P.2-3）
• 「ポート MTU サイズ」（P.2-4）
• 「帯域幅」（P.2-5）
• 「スループット遅延」（P.2-5）
• 「管理ステータス」（P.2-5）
• 「Cisco Discovery Protocol」（P.2-5）
• 「ポート チャネル パラメータ」（P.2-5）
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説明
Virtual Ethernet（VEthernet; 仮想イーサネット）インターフェイス、イーサネット インターフェイス、
および管理インターフェイスに説明パラメータを設定して、インターフェイスにわかりやすい名前を付
けることができます。それぞれのインターフェイスに独自の名前を使用すれば、複数のインターフェイ
スから探す場合でも必要なインターフェイスをすぐに見つけることができます。
ポート チャネル インターフェイスに説明パラメータを設定する方法については、「ポート チャネルの
説明の設定」（P.5-16）を参照してください。
別のインターフェイスにこのパラメータを設定する方法については、「説明を設定」（P.2-8）を参照し
てください。

速度モードとデュプレックス モード
速度モードとデュプレックス モードはそれぞれ、イーサネット インターフェイスおよび管理インター
フェイスと相関関係にあります。デフォルトでは、これらのインターフェイスの速度およびデュプレッ
クス モードは他のインターフェイスとそれぞれ自動ネゴシエートしますが、設定を変更することもで
きます。設定を変更する場合は、両方のインターフェイスで同じ速度とデュプレックス モード設定を
使用するか、または少なくとも 1 つのインターフェイスで自動ネゴシエーションを使用します。表 2-1
は、イーサネット インターフェイスおよび管理インターフェイスの各タイプで動作する設定を示しま
す。
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表 2-1

イーサネットおよび管理インターフェイスで使用する速度およびデュプレックスモード設定

モジュール タイプ

速度モード設定

デュプレックス
モード設定

動作速度
（Mbps）

動作デュプレッ
クス モード

32 ポート 10 GE イーサネッ

自動1

自動

1

10,000

フル

自動

1

1000

フル

ト

48 ポート 10/100/1000 イー

自動

1

サネット
1

1000

自動 またはフル

100

自動 1 またはハーフ 100

100

フル
1

10
管理

10 または 100 ハーフ
1000
フル

自動

自動 またはハーフ 10
10
フル
1

自動

1

1

1000

自動 またはフル

100

自動 1 またはハーフ 100

10

100
1

自動 またはハーフ 10
フル

フル
ハーフ
フル
フル

10 または 100 ハーフ
1000
フル

1000

フル

ハーフ

10

ハーフ
フル
ハーフ
フル

1. デフォルト設定

ポート チャネル インターフェイスに速度モードおよびデュプレックス モードを設定する方法について
は、「ポート チャネル インターフェイスへの速度とデュプレックスの設定」（P.5-22）を参照してくだ
さい。
他のインターフェイスに速度モードおよびデュプレックス モードを設定する方法については、
「インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定」（P.2-11）を参照してください。

フロー制御
1 Gbps 以上で稼動するイーサネット ポートの受信バッファが満杯になると、フロー制御によりその
ポートから送信ポートに IEEE 802.3x ポーズ フレームが送信され、指定した時間だけデータの送信を
停止するよう要求されます。送信ポートは任意の速度で動作しており、ポーズ フレームを受信して
データの転送を停止することができます。

2 つのポート間のフロー制御を有効にするには、それぞれのポートで対応する受信および送信フロー制
御パラメータをイネーブルまたはディセーブルに設定します。パラメータをイネーブルに設定すると、
もう一方のポートの設定とは関係なく送信または受信フロー制御機能がアクティブになります。指定し
たパラメータを設定すると、もう一方のポートの対応するフロー制御状態をイネーブルまたはディセー
ブルに設定すれば、送信または受信フロー制御機能がアクティブになります。いずれかのフロー制御状
態をディセーブルに設定すると、その送信方向のフロー制御がディセーブルになります。次の表に、
ポート フロー制御状態がリンク フロー制御状態に与える影響を示します。
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基本インターフェイス パラメータについて

ポート フロー制御の状態
データ受信ポート（ポー
ズ フレームを送信）

データ送信ポート（ポー
ズ フレームを受信）

リンク フロー
制御の状態

イネーブル

イネーブル

イネーブル

イネーブル

指定

イネーブル

イネーブル

ディセーブル

ディセーブル

指定

イネーブル

イネーブル

指定

指定

イネーブル

指定

ディセーブル

ディセーブル

ディセーブル

イネーブル

ディセーブル

ディセーブル

指定

ディセーブル

ディセーブル

ディセーブル

ディセーブル

フロー制御パラメータの設定手順については、
「フロー制御の設定」（P.2-14）を参照してください。

ポート MTU サイズ
Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）サイズは、イーサネット ポートで処理できる
最大フレーム サイズを指定します。2 つのポート間で転送するには、どちらのポートにも同じ MTU サ
イズを設定する必要があります。ポートの MTU サイズを超えたフレームはドロップされます。
デフォルトではそれぞれのポートの MTU は 1500 バイトです。これはイーサネット フレームに関する
IEEE 802.3 標準です。これよりも大きい MTU サイズでは、より少ないオーバーヘッドでデータをよ
り効率的に処理できます。このようなフレームをジャンボ フレームと呼び、最大 9216 バイトまで指定
できます。これもデフォルトのシステム ジャンボ MTU サイズです。
レイヤ 3 インターフェイスでは、576 ～ 9216 バイトの MTU サイズを設定できます。I/O モジュール
ごとに最大 64 MTU まで設定できます。

（注）

グローバル LAN ポート MTU サイズは、非デフォルト MTU サイズを設定したレイヤ 3 イーサネット
LAN ポートを通過するトラフィックに適用します。
レイヤ 2 ポートには、システム デフォルト（1500 バイト）またはシステム ジャンボ MTU サイズ（当
初は 9216 バイト）のいずれかの MTU サイズを設定できます。

（注）

システム ジャンボ MTU サイズを変更すると、ポートの一部または全部に新しいシステム ジャンボ
MTU サイズを指定しないかぎり、レイヤ 2 ポートは自動的にシステム デフォルト MTU サイズ（1500
バイト）を使用します。

MTU サイズの設定手順については、「MTU サイズの設定」（P.2-16）を参照してください。
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帯域幅
イーサネット ポートには、物理レベルで 1,000,000 Kb の固定帯域幅があります。レイヤ 3 プロトコル
では、内部メトリックが計算できるように設定した帯域幅の値が使用されます。設定した値はレイヤ 3
プロトコルで情報目的だけで使用され、物理レベルでの固定帯域幅が変更されることはありません。た
とえば、Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）ではルーティング メトリックを指定するために最
小パス帯域幅が使用されますが、物理レベルの帯域幅は 1,000,000 Kb のまま変わりません。
詳細については、「帯域幅の設定」（P.2-20）を参照してください。

スループット遅延
スループット遅延パラメータの値を指定するとレイヤ 3 プロトコルで使用する値が指定できますが、イ
ンターフェイスの実際のスループット遅延は変更されません。レイヤ 3 プロトコルはこの値を使用して
動作を決定します。たとえば、IGRP は、遅延設定を使用して衛星リンクと地上リンクを区別します。
設定する遅延値の単位は 10 マイクロ秒です。
詳細については、「スループット遅延の設定」（P.2-21）を参照してください。

管理ステータス
管理ステータス パラメータはインターフェイスのアップまたはダウンを指定します。管理的にダウン
したインターフェイスはディセーブルであり、データを転送できません。管理的にアップしたインター
フェイスはイネーブルであり、データを転送できます。
詳細については、次を参照してください。

• 「ポート チャネル インターフェイスのシャットダウンと再起動」（P.5-14）
• 「インターフェイスのシャットダウンおよび再開」（P.2-22）

Cisco Discovery Protocol
Cisco Discovery Protocol （CDP）は、2 台のデバイスで CDP を実行して相互に学習しあうことができ
るレイヤ 2 プロトコルです。CDP を使用すれば、お互いのインターフェイスを通じてリンクされてい
るネイバデバイスの情報を表示してネットワークをトラブルシューティングできます。デフォルトで
は、CDP はイネーブルです。
詳細については、次を参照してください。

• 「CDP のイネーブル化またはディセーブル化」（P.2-24）

ポート チャネル パラメータ
ポート チャネルは物理インターフェイスの集合体で、論理インターフェイスを構成します。1 つのポー
ト チャネルに最大 8 つの個別インターフェイスをバンドルして、帯域幅と冗長性を向上させることが
できます。ポート チャネルは、これらの物理インターフェイスのトラフィックのロード バランスも行
います。ポート チャネルの物理インターフェイスが少なくとも 1 つ動作していれば、そのポート チャ
ネルは動作しています。
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注意事項および制約事項

レイヤ 2 ポート チャネルに適合するレイヤ 2 インターフェイスをバンドルすれば、レイヤ 2 ポート
チャネルを作成できます。レイヤ 3 ポート チャネルに適合するレイヤ 3 インターフェイスをバンドル
すれば、レイヤ 3 ポート チャネルを作成できます。レイヤ 2 インターフェイスとレイヤ 3 インター
フェイスを同一のポート チャネルで組み合わせることはできません。
変更した設定をポート チャネルに適用すると、そのポート チャネルのインターフェイス メンバにもそ
れぞれ変更が適用されます。
ポート チャネルを設定する場合は、「ポート チャネルの設定」（P.5-1）を参照してください。

注意事項および制約事項
次の注意事項と制約事項に従って基本インターフェイス パラメータを設定します。

• 光ファイバ イーサネット ポートでは、シスコがサポートするトランシーバを使用する必要があり
ます。シスコがサポートするトランシーバをポートに使用していることを確認するには、show
interface transceivers コマンドを使用します。シスコがサポートするトランシーバを持つイン
ターフェイスは、機能インターフェイスとして一覧表示されます。

• ポートはレイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスのいずれかです。両方が同時に成立することは
ありません。
デフォルトでは、どのポートもレイヤ 3 インターフェイスです。レイヤ 3 インターフェイスをレイ
ヤ 2 インターフェイスに変更するには、switchport コマンドを使用します。逆にレイヤ 2 イン
ターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスに変更するには、no switchport コマンドを使用します。

• 通常、イーサネット ポート速度およびデュプレックス モード パラメータは自動に設定し、ポート
間で速度およびデュプレックス モードをネゴシエーションできるようにします。これらのポート
のポート速度およびデュプレックス モードを手動で設定する場合は、次の点について考慮してく
ださい。

– イーサネット ポート速度を自動に設定すると、デバイスは自動的にデュプレックス モードを
自動に設定します。

– no speed コマンドを開始すると、デバイスは速度およびデュプレックス パラメータの両方を
自動的に自動に設定します（no speed コマンドを入力すると、speed auto コマンドを入力し
た場合と同じ結果になります）。

– イーサネット ポート速度を自動以外の値（10 Mbps、100 Mbps、1000Mbps など）に設定す
る場合は、それに合わせて接続先ポートを設定してください。接続先ポートが速度をネゴシ
エーションするように設定しないでください。

（注）

注意

接続先ポートが自動以外の値に設定されている場合、デバイスはイーサネット ポート速度およ
びデュプレックス モードを自動的にネゴシエーションできません。

イーサネット ポート速度およびデュプレックス モードの設定を変更すると、インターフェイスが
シャットダウンされてから再びイネーブルになる場合があります。

基本インターフェイス パラメータの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「設定するインターフェイスの指定」（P.2-7）

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0

2-6

OL-19414-01-J

第2章

インターフェイス パラメータの設定
基本インターフェイス パラメータの設定

• 「説明を設定」（P.2-8）
• 「帯域幅の設定」（P.2-20）
• 「スループット遅延の設定」（P.2-21）
• 「インターフェイスのシャットダウンおよび再開」（P.2-22）
• 「CDP のイネーブル化またはディセーブル化」（P.2-24）

設定するインターフェイスの指定
同じタイプの 1 つ以上のインターフェイスのパラメータを設定する前に、インターフェイスのタイプと
ID を指定する必要があります。次の表に、イーサネット インターフェイスおよび管理インターフェイ
スを指定するために使用するインターフェイス タイプと ID を示します。

インターフェイス タイプ ID
イーサネット

I/O モジュールのスロット番号およびモジュールのポート
番号

管理

0（ポート 0）

インターフェイスの現在の設定を確認するには、プロパティを表示します。show interface コマンドを
使用し、インターフェイス タイプと ID を指定します。

ステップの概要

1. config t
2. interface interface
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface type number

設定するインターフェイスを指定します。イーサ
ネット ポートの場合、[ethernet slot/port] を使用
します。管理インターフェイスの場合、[mgmt0]
を使用します。
（注）

インターフェイス タイプと、ポートまた
はスロット / ポート番号の間に空白を追加
する必要はありません。たとえば、イー
サネット スロットスロット 4、ポート 5
のインターフェイスの場合、[ethernet
4/5] または [ethernet4/5] に指定できます。
管理インターフェイスは、[mgmt0] また
は [mgmt 0] です。
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コマンド

目的

例 1：

この例は、スロット 2、ポート 1 イーサネット イ
ンターフェイスの指定する方法を示します。

n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)#

例 2：
n1000v(config)# interface mgmt0
n1000v(config-if)#

この例は、管理インターフェイスを指定する方法
を示します。

説明を設定
イーサネットおよび管理インターフェイスの説明を文字で設定します。使用できるのは英数字 80 字以
内で、大文字と小文字は区別されます。

ステップの概要

1. config t
2. interface interface
3. description text
4. show interface interface
5. exit
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface interface

例 1：
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)#

例 2：
n1000v(config)# interface mgmt0
n1000v(config-if)#

ステップ 3

description text

設定するイーサネット インターフェイス
または VEthernet インターフェイスを指
定して、そのインターフェイスをイン
ターフェイス コンフィギュレーション
モードにします。
例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサ
ネット インターフェイスを指定する方法
です。
例 2 は、管理インターフェイスを指定す
る方法です。
インターフェイスの説明を追加して、そ
れを実行コンフィギュレーションに保存
します。

例：
n1000v(config-if)# description Ethernet port 3 on
module 1.
n1000v(config-if)#

ステップ 4

show interface interface

インターフェイス ステータスを表示しま
す。説明もあわせて表示します。

例：
n1000v(config)# show interface ethernet 2/1

ステップ 5

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）実行中の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、リブートと再起動を
例：
行って、永久的に保存します。
n1000v(config)# copy running-config startup-config
次に、モジュール 3 のイーサネット ポート 24 にインターフェイスの説明を設定する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/24
n1000v(config-if)# description server1
n1000v(config-if)#
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1 ポート専用帯域幅
帯域幅を 1 つのポート専用にする場合、最初にそのグループの 4 つのポートを管理シャットダウンして
レート モードを専用に変更し、専用ポートを管理的にアップする必要があります。

ステップの概要

1. config t
2. interface ethernet slot/port, ethernet slot/port, ethernet slot/port, ethernet slot/port
3. shutdown
4. interface ethernet slot/port
5. rate-mode dedicated
6. no shutdown
7. show interface ethernet slot/port
8. exit
9. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port, ethernet slot/port,
ethernet slot/port, ethernet slot/port

設定するイーサネット インターフェイス
を指定します。インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：

次に、1 つのポートを専用モードに指定す
る例を示します。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1, ethernet
3/3, ethernet 3/5, ethernet 3/7
n1000v(config-if)#

ステップ 3

shutdown

実行コンフィギュレーション内のポート
を管理的にダウンします。

例：
n1000v(config)# shutdown

ステップ 4

interface ethernet slot/port

例：

インターフェイスのグループで最初の
イーサネット インターフェイスを指定し
ます。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config)#
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ステップ 5

コマンド

目的

rate-mode dedicated

10 Gb の全帯域幅を実行コンフィギュレー
ション内の 1 つのポート専用にします。
帯域幅を専用にすると、以後のポートの
サブコマンドはすべて専用モードになり
ます。

例：
n1000v(config-if)# rate-mode dedicated
n1000v(config-if)#

ステップ 6

no shutdown

実行コンフィギュレーション内のポート
を管理的にアップます。

例：
n1000v(config-if)# no shutdown

ステップ 7

show interface ethernet slot/port

現在のレート モードを含むインターフェ
イス情報を表示します。

例：
n1000v(config)# show interface ethernet 3/1

ステップ 8

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 9

copy running-config startup-config

（任意）実行中の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、リブートと再起動を行っ
例：
n1000v(config)# copy running-config startup-config て、永久的に保存します。
次に、ポート 4/17、4/19、4/21、4/23 を含むグループでイーサネット ポート 4/17 の専用モードを設定
する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 4/17, ethernet 4/19, ethernet 4/21, ethernet 4/23
n1000v(config-if)# shutdown
n1000v(config-if)# interface ethernet 4/17
n1000v(config-if)# rate-mode dedicated
n1000v(config-if)# no shutdown
n1000v(config-if)#

インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定
インターフェイス速度とデュプレックス モードは相関関係にあります。このため、両方のパラメータ
を同時に設定する必要があります。

（注）

指定するインターフェイス速度はインターフェイスで使用するデュプレックス モードに影響を与えま
す。このため、デュプレックス モードを設定する前に速度を設定する必要があります。自動ネゴシ
エーションの速度を設定する場合、デュプレックス モードは自動的に自動ネゴシエーションに設定さ
れます。速度を 10 または 100 Mbps に指定すると、ポートでは半二重モードを使用するように自動的
に設定されますが、全二重モードを指定することもできます。1000 Mbps（1 Gbps）以上の速度に設定
すると、自動的に全二重モードが使用されます。

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0
OL-19414-01-J

2-11

第2章

インターフェイス パラメータの設定

基本インターフェイス パラメータの設定

始める前に
リモート ポートの速度設定はローカル ポートへの変更をサポートします。ローカル ポートを固有の速
度で使用するには、リモート ポートにも同じ速度を設定するか、ローカル ポートがその速度を自動ネ
ゴシエートするように設定する必要があります。

ステップの概要

1. config t
2. interface interface
3. speed {{10 | 100 | 1000 | {auto [10 100 [1000]]}} | {10000 | auto}}
4. duplex {full | half | auto}
5. show interface interface
6. exit
7. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

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。

例：
svs# config t
svs(config)#

ステップ 2

interface interface

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

例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネット
インターフェイスを指定する方法です。

例 2：

ステップ 3

設定するインターフェイスを指定します。イ
ンターフェイス タイプと ID を指定できます。
イーサネット ポートの場合、[ethernet
slot/port] を使用します。管理インターフェイ
スの場合、[mgmt0] を使用します。

svs(config)# interface mgmt0
svs(config-if)#

例 2 は、管理インターフェイスを指定する方
法です。

speed {{10 | 100 | 1000 | {auto [10 100
[1000]]}} | {10000 | auto}}

48 ポート 10/100/1000 モジュールのイーサ
ネット ポートでは 10 Mbps 、100 Mbps、
1000 Mbps の速度を設定します。またはポー
トの速度を同じリンクの他の 10/100/1000
ポートと自動ネゴシエートするように設定し
ます。

例：
svs(config-if)# speed 1000
svs(config-if)#

32 ポート 10 GE モジュールのイーサネット
ポートでは 10,000 Mbps（10 Gbps）の速度
を設定します。またはポートがリンクの他の

10 GE ポートの速度と自動ネゴシエートする
ように設定します。
管理インターフェイスでは、速度を 1000
Mbps に設定します。あるいはポートがその
速度と自動ネゴシエートするように設定しま
す。
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ステップ 4

コマンド

目的

duplex {full | half | auto}

全二重モード、半二重モード、自動ネゴシ
エート モードを指定します。

例：
svs(config-if)# duplex full

ステップ 5

show interface interface

例：

インターフェイス ステータスを表示します。
速度およびデュプレックス モード パラメータ
もあわせて表示します。

svs(config)# show interface mgmt0

ステップ 6

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
svs(config-if)# exit
svs(config)#

ステップ 7

copy running-config startup-config

例：

（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。

svs(config)# copy running-config startup-config

次に、スロット 3 の 48 ポート 10/100/1000 モジュールのイーサネット ポート 1 の速度を 1000 Mbps
に設定し、全二重モードに設定する例を示します。
svs# config t
svs(config)# interface ethernet 3/1
svs(config-if)# speed 1000
svs(config-if)# duplex full
svs(config-if)#

フロー制御の設定
1 Gbps 以上で動作するイーサネット ポートの場合、フロー制御ポーズ フレームを送受信するポートを
イネーブルまたはディセーブルにできます。1 Gbps 未満で動作するイーサネット ポートの場合、ポー
ズ フレームを受信するポートの性能だけをイネーブルまたはディセーブルにできます。
ローカル ポートのフロー制御をイネーブルにすると、リモート ポートでのフロー制御設定にかかわら
ずローカル ポートでのフレームの送受信を完全にイネーブルにするか、リモート ポートで指定して使
用する設定をローカルポートで使用するように設定します。ローカルおよびリモート ポートのフロー
制御をどちらもイネーブルにする、一方のポートのフロー制御を指定して設定する、あるいはこの 2 つ
の状態を組み合わせて設定する場合、それらのポートではフロー制御がイネーブルです。

（注）

10 Gbps で動作するポートの場合、状態を指定してパラメータを送受信できません。

始める前に
必要なフロー制御に対応する設定がリモート ポートにあることを確認します。ローカル ポートからフ
ロー制御ポーズ フレームを送信するには、リモート ポートの受信パラメータをオンまたは指定に設定
します。ローカル ポートでフロー制御ポーズ フレームを受信するには、リモート ポートの送信パラ
メータがオンまたは指定になっていることを確認します。フロー制御を使用しない場合は、リモート
ポートの送信パラメータおよび受信パラメータをオフにします。
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ステップの概要

1. config t
2. interface interface
3. flowcontrol {send | receive} {desired | on | off}
4. show interface interface
5. show interface flowcontrol
6. exit
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
svs# config terminal
svs(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例：
svs(config)# interface ethernet 3/1
svs(config-if)#

ステップ 3

flowcontrol {send | receive} {desired | on | off}

例：
svs(config-if)# flowcontrol send on
svs(config)-if#

イーサネット インターフェイスにス
ロット番号およびポート番号を指定し、
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。
ポートのフロー制御設定を指定します。
1000 Mbps 以上で動作するポートにだ
け送信設定を指定できます。受信設定
は任意の速度で動作するポートに設定
できます。
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ステップ 4

コマンド

目的

show interface ethernet slot/port

インターフェイス ステータスを表示し
ます。フロー制御パラメータもあわせ
て表示します。

例：
svs(config)# show interface ethernet 3/1
svs(config)

ステップ 5

show interface flowcontrol

すべてのイーサネット ポートのフロー
制御状態を表示します。

例：
svs(config)# show interface flowcontrol
svs(config)

ステップ 6

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
svs(config-if)# exit
svs(config)#

ステップ 7

copy running-config startup-config

例：

（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。

svs(config)# copy running-config startup-config

次に、イーサネット ポート 3/1 を設定してフロー制御ポーズ フレームを送信する例を示します。
svs# config t
svs(config)# interface ethernet 3/1
svs(config-if)# flowcontrol send on
svs(config-if)#

MTU サイズの設定
レイヤ 2 およびレイヤ 3 イーサネット インターフェイスの最大伝送ユニット（MTU）サイズを設定で
きます。レイヤ 3 インターフェイスでは、576 ～ 9216 バイトの MTU を設定できます（偶数値にする
必要があります）。レイヤ 2 インターフェイスでは、システム デフォルト MTU（1500 バイト）または
システム ジャンボ MTU サイズ（デフォルト サイズは 9216 バイト）の MTU を設定できます。

（注）

システム ジャンボ MTU サイズは変更できますが、この値を変更した場合は、値を使用するレイヤ 2
インターフェイスもアップデートして、新しいシステム ジャンボ MTU 値を使用する必要があります。
レイヤ 2 インターフェイスの MTU 値をアップデートしない場合、これらのインターフェイスはシステ
ム デフォルト MTU（1500 バイト）を使用します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「インターフェイス MTU サイズの設定」（P.2-17）
• 「システム ジャンボ MTU サイズの設定」（P.2-18）
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インターフェイス MTU サイズの設定
レイヤ 3 インターフェイスでは、576 ～ 9216 バイトの MTU サイズを設定できます。
レイヤ 2 インターフェイスでは、すべてのレイヤ 2 インターフェイスをデフォルト MTU サイズ（1500
バイト）またはシステム ジャンボ MTU サイズ（デフォルト サイズは 9216 バイト）を使用するように
設定できます。レイヤ 2 インターフェイスとは異なるシステム ジャンボ MTU サイズを使用する場合
は、「システム ジャンボ MTU サイズの設定」（P.2-18）を参照してください。

ステップの概要

1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. switchport | {no switchport}
4. mtu size
5. show interface ethernet slot/port
6. exit
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
svs# config t
svs(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例：

設定するイーサネット インターフェイス
を指定します。インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

svs(config)# interface ethernet 3/1
svs(config-if)#

ステップ 3

switchport | {no switchport}

レイヤ 2 またはレイヤ 3 を使用するように
指定します。

ステップ 4

mtu size

レイヤ 2 インターフェイスでは、デフォ
ルト MTU サイズ（1500）またはシステ
ム ジャンボ MTU サイズ（システム ジャ
ンボ MTU サイズを変更していない場合は
9216）を指定します。

例：
svs(config-if)# mtu 9216
svs(config-if)#

レイヤ 3 インターフェイスでは、576 ～
9216 の任意の偶数を指定します。
ステップ 5

show interface ethernet slot/port

インターフェイス ステータスを表示しま
す。MTU サイズもあわせて表示します。

例：
svs(config)# show interface type slot/port
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ステップ 6

コマンド

目的

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
svs(config-if)# exit
svs(config)#

ステップ 7

copy running-config startup-config

例：

（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。

svs(config)# copy running-config startup-config

次に、レイヤ 2 イーサネット ポート 3/1 にデフォルト MTU サイズ（1500）を設定する例を示します。
svs# config t
svs(config)# interface ethernet 3/1
svs(config-if)# switchport
svs(config-if)# mtu 1500
svs(config-if)#

システム ジャンボ MTU サイズの設定
システム ジャンボ MTU サイズを設定するとレイヤ 2 インターフェイスの MTU サイズを指定できま
す。1500 ～ 9216 の偶数を指定できます。システム ジャンボ MTU サイズを設定しない場合、デフォ
ルトは 1500 バイトです。

ステップの概要

1. config t
2. system jumbomtu size
3. show running-config
4. interface type slot/port
5. mtu size
6. exit
7. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
svs# config t
svs(config)#

ステップ 2

システム ジャンボ MTU サイズを指定し
ます。1500 ～ 9216 の偶数を使用します。

system jumbomtu size

例：
svs(config)# system jumbomtu 8000
svs(config-if)#

ステップ 3

show running-config

現在の動作設定を表示します。システム
ジャンボ MTU サイズもあわせて表示しま
す。

例：
svs(config)# show running-config

ステップ 4

interface type slot/port

設定するインターフェイスを指定します。
インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 5

mtu size

レイヤ 2 インターフェイスでは、デフォ
ルト MTU サイズ（1500）または以前指
定したシステム ジャンボ MTU サイズを
指定します。
レイヤ 3 インターフェイスでは、576 ～
9216 の任意の偶数サイズを指定します。

ステップ 6

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
svs(config-if)# exit
svs(config)#

ステップ 7

copy running-config startup-config

例：

（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。

svs(config)# copy running-config startup-config

次に、システム ジャンボ MTU を 8000 バイトに設定し、以前ジャンボ MTU サイズに設定したイン
ターフェイスの MTU に変更する例を示します。
svs# config t
svs(config)# system jumbomtu 8000
svs(config)# show running-config
svs(config)# interface ethernet 2/2
svs(config-if)# switchport
svs(config-if)# mtu 8000
svs(config-if)#
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帯域幅の設定
イーサネット インターフェイスの帯域幅を設定できます。物理レベルでは 1 GB の変更不可能な帯域幅
を使用しますが、レベル 3 プロトコルには 1 ～ 10,000,000 Kb の値を設定できます。

ステップの概要

1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. bandwidth value
4. show interface ethernet slot/port
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例：

設定するイーサネット インターフェイス
を指定します。インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

bandwidth value

例：
n1000v(config-if)# bandwidth 1000000
n1000v(config-if)#

ステップ 4

show interface ethernet slot/port

指定した帯域幅を実行コンフィギュレー
ション内のインターフェイスに割り当て
ます。帯域幅は、1 ～ 10,000,000 の値に
限ります。
インターフェイス ステータスを表示しま
す。帯域幅の値もあわせて表示します。

例：
n1000v(config)# show interface ethernet slot/port

ステップ 5

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）実行中の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、リブートと再起動を行っ
例：
n1000v(config)# copy running-config startup-config て、永久的に保存します。
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次に、イーサネット スロット 3 ポート 1 インターフェイス帯域幅パラメータに情報用の値 1,000,000
Kb を設定する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# bandwidth 1000000
n1000v(config-if)#

スループット遅延の設定
イーサネット インターフェイスのインターフェイス スループット遅延を設定できます。実際の遅延時
間は変わりませんが、1 ～ 16777215 の情報値を設定できます。単位は 10 マイクロ秒です。

ステップの概要

1. config t
2. interface ethernet slot/port
3. delay tens_of_microseconds
4. show interface ethernet slot/port
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface ethernet slot/port

例：

設定するインターフェイスを指定しま
す。インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

delay value

例：
n1000v(config-if)# delay 10000
n1000v(config-if)#

ステップ 4

show interface ethernet slot/port

例：

遅延時間を実行コンフィギュレーショ
ン内のインターフェイスに割り当てま
す。遅延時間は、10 マイクロ秒単位で
指定します。
インターフェイス ステータスを表示し
ます。スループット遅延時間もあわせ
て表示します。

n1000v(config)# show interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)#
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ステップ 5

コマンド

目的

exit

インターフェイス モードを終了しま
す。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 6

copy running-config startup-config

例：
n1000v(config)# copy running-config startup-config

（任意）実行中の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、リブートと再起動
を行って、永久的に保存します。

次に、スロット 3 ポート 1 イーサネット インターフェイスに 100,000 マイクロ秒のスループット遅延
時間を設定する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# delay 10000
n1000v(config-if)#

インターフェイスのシャットダウンおよび再開
イーサネットまたは管理インターフェイスはシャットダウンして再起動できます。インターフェイスは
シャットダウンするとディセーブルになり、すべてのモニタ画面にはダウン状態で表示されます。この
情報は、あらゆるダイナミック ルーティング プロトコルを通じて、他のネットワーク サーバに伝達さ
れます。シャットダウンしたインターフェイスはどのルーティング アップデートにも含まれません。
インターフェイスを再開するには、デバイスを再起動する必要があります。

ステップの概要

1. config t
2. interface interface
3. shutdown
4. show interface interface
5. no shutdown
6. show interface interface
7. exit
8. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface interface

例 1：
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)#

例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネット
インターフェイスを指定する方法です。

例 2：

ステップ 3

設定するインターフェイスを指定します。イ
ンターフェイス タイプと ID を指定できます。
イーサネット ポートの場合、[ethernet
slot/port] を使用します。管理インターフェイ
スの場合、[mgmt0] を使用します。

n1000v(config)# interface mgmt0
n1000v(config-if)#

例 2 は、管理インターフェイスを指定する方
法です。

shutdown

実行コンフィギュレーション内のインター
フェイスをディセーブルにします。

例：
n1000v(config-if)# shutdown
n1000v(config-if)#

ステップ 4

show interface interface

インターフェイス ステータスを表示します。
管理ステータスもあわせて表示します。

例：
n1000v(config-if)# show interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)#

ステップ 5

no shutdown

実行コンフィギュレーション内のインター
フェイスを再びイネーブルにします。

例：
n1000v(config-if)# no shutdown
n1000v(config-if)#

ステップ 6

show interface interface

インターフェイス ステータスを表示します。
管理ステータスもあわせて表示します。

例：
n1000v(config-if)# show interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)#

ステップ 7

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 8

copy running-config startup-config

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

（任意）実行中の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、リブートと再起動を行って、永久的
に保存します。
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次に、イーサネット ポート 3/1 の管理ステータスをディセーブルからイネーブルに変更する例を示し
ます。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# shutdown
n1000v(config-if)# no shutdown
n1000v(config-if)#

CDP のイネーブル化またはディセーブル化
イーサネットまたは管理インターフェイスの Cisco Discovery Protocol（CDP）をイネーブルまたは
ディセーブルにできます。このプロトコルは、同じリンクの両方のインターフェイスでイネーブルにし
た場合だけ動作します。

始める前に
リモート ポートでも CDP がイネーブルになっていることを確認します。

ステップの概要

1. config t
2. interface interface
3. cdp enable
no cdp enable
4. show cdp interface interface
5. exit
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface interface

例 1：
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)#

例 2：
n1000v(config)# interface mgmt0
n1000v(config-if)#

設定するイーサネット インターフェイス
または VEthernet インターフェイスを指
定して、そのインターフェイスをイン
ターフェイス コンフィギュレーション
モードにします。
例 1 は、スロット 2、ポート 1 イーサネッ
ト インターフェイスを指定する方法です。
例 2 は、管理インターフェイスを指定す
る方法です。
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ステップ 3

コマンド

目的

cdp enable

実行コンフィギュレーション内のイン
ターフェイスの CDP をイネーブルにしま
す。

例：
n1000v(config-if)# cdp enable
n1000v(config-if)#

動作するには、このパラメータが同じリ
ンクの両方のインターフェイスでイネー
ブルになっている必要があります。

no cdp enable

実行コンフィギュレーション内のイン
ターフェイスの CDP をディセーブルにし
ます。

例：

ステップ 4

n1000v(config-if)# no cdp enable
n1000v(config-if)#

2 つのインターフェイスのうち一方の
CDP をディセーブルにすると、すぐにリ
ンクの CDP がディセーブルになります。

show cdp interface interface

実行コンフィギュレーション内のイン
ターフェイスの CDP ステータスを表示し
ます。

例：
n1000v(config-if)# show cdp interface interface

ステップ 5

exit

インターフェイス モードを終了します。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）実行中の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、リブートと再起動を行っ
例：
n1000v(config)# copy running-config startup-config て、永久的に保存します。
次に、イーサネット スロット 3、ポート 1 インターフェイスの CDP をイネーブルにする例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# cdp enable
n1000v(config-if)#

次に、イーサネット スロット 3、ポート 1 インターフェイスの CDP をディセーブルにする例を示しま
す。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# no cdp enable
n1000v(config-if)#

基本インターフェイス パラメータの確認
基本インターフェイス パラメータは、値を表示して確認します。パラメータ値を表示してカウンタの
リストをクリアすることもできます。
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ステップの詳細
レイヤ 2 ポートの設定内容を表示するには、表示する必要があるパラメータに対応する show コマンド
を使用します。

コマンド

目的

show cdp

CDP ステータスを表示します。

show interface interface

1 つまたはすべてのインターフェイスに設定され

show interface brief

インターフェイスの状態表を表示します。

show interface switchport

レイヤ 2 ポートのステータスを表示します。

ている状態を表示します。

インターフェイス カウンタのクリア
show interfaces コマンドで表示したイーサネットおよび管理インターフェイス カウンタをクリアでき
ます。この作業は、EXEC モード、コンフィギュレーションモード、またはインターフェイス コン
フィギュレーション モードで実行できます。
ステップの概要

1. clear counters interface
2. show interface interface
ステップの詳細

コマンド
ステップ 1 clear counters interface

目的
イーサネットまたは管理インターフェイス カウンタをクリ
アします。

例：
n1000v# clear counters ethernet 2/1
n1000v#

ステップ 2 show interface interface

インターフェイス ステータスを表示します。カウンタもあ
わせて表示します。

次に、イーサネット ポート 5/5 のカウンタをクリアしてリセットする例を示します。
n1000v# clear counters ethernet 5/5
n1000v#
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レイヤ 2 インターフェイスの設定
このセクションを使用すると、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
として設定することができます。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
するため、VLAN をネットワーク全体に拡張することができます。すべてのレイヤ 2 スイッチング
ポートは、Media Access Control（MAC; メディア アクセス制御）アドレス テーブルを維持します。
この章では、次の内容について説明します。

• 「アクセスおよびトランク インターフェイス」（P.3-1）
• 「VLAN トランキングの前提条件」（P.3-3）
• 「注意事項および制約事項」（P.3-3）
• 「アクセスおよびトランク インターフェイスの設定」（P.3-4）
• 「インターフェイス設定の確認」（P.3-14）
• 「統計情報の表示とクリア」（P.3-14）
• 「アクセスおよびトランク ポート モードの設定例」（P.3-14）
• 「その他の関連資料」（P.3-15）

（注）

SPAN 宛先インターフェイスについての詳細は、マニュアル
『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。

（注）

VLAN アドレス テーブル、MAC アドレス テーブル、およびプライベート VLAN についての詳細は、
マニュアル
『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0 』を参照してください。

アクセスおよびトランク インターフェイス
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクセスおよびトランク インターフェイスについて」（P.3-2）
• 「IEEE 802.1Q カプセル化」（P.3-2）
• 「ハイ アベイラビリティ」（P.3-3）
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アクセスおよびトランク インターフェイスについて
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 ポートには 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
モードは変更できます。デフォルト ポート モードの設定についての詳細は、『Cisco Nexus 1000V
Getting Started Guide, Release 4.0』を参照してください。
図 3-1 に、ネットワークでトランク ポートを使用する手順を示します。トランク ポートは複数の
VLAN のトラフィックを伝送します。
トランクおよびアクセス ポートと VLAN トラフィック

VLAN 1

ࠕࠢࠬ

ࠕࠢࠬ

VLAN 2

࠻ࡦࠢ

VLAN 3

࠻ࡦࠢ

ࠗࠨࡀ࠶࠻ 1/1 ࠗࠨࡀ࠶࠻ 1/2 ࠗࠨࡀ࠶࠻ 2/1 ࠗࠨࡀ࠶࠻ 2/2

186703

図 3-1

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伝送するために、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（詳細については、「IEEE 802.1Q カプセル化」
（P.3-2）を参照してください）。
アクセス ポートのパフォーマンスを最適化するには、ポートをホスト ポートとして設定します。ホス
ト ポートとして設定したポートは自動的にアクセス ポートとして設定され、チャネルのグループ化は
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 ポートで受信するパケットのヘッダーにアクセス VLAN 値以外の 802.1Q タグがある場合、
このポートは MAC 送信元アドレスを学習せずにパケットをドロップします。
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。

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ため、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（図 3-2 を参照）。このタグは、フレームおよびパケットが所属する特定の VLAN の情
報を伝送します。この方式では、カプセル化された複数の VLAN のパケットが同じポートを通過し、
VLAN 間のトラフィック分離を維持します。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。
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802.1Q タグなしヘッダーと 802.1Q タグ付きヘッダー
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図 3-2

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
• CLI にログインします。

注意事項および制約事項
次に示す設定時の注意事項および制約事項は、802.1Q トランクを使用するときに適用され、ネット
ワークのトランキングの構築方法が多少制限されます。802.1Q トランクを使用するときは、これらの
制約事項に注意してください。

• 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 トランクを介してシスコ製の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 と他端のネイティブ 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する場合、すべてのポートはグ
ループに追加する最初のポートのパラメータ セットのとおりになります。パラメータの設定を変
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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 をイネーブルにしたポートをトランク モードに変更しようとしても、ポートのモードは変
更されません。

アクセスおよびトランク インターフェイスの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「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」（P.3-4）
• 「アクセス ホスト ポートの設定」（P.3-6）
• 「トランク ポートの設定」（P.3-7）
• 「ネイティブ VLAN を 802.1Q トランキング ポートに設定」（P.3-9）
• 「許容 VLAN をトランキング ポートに設定」（P.3-11）
• 「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」（P.3-12）

（注）

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

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 ポートとして設定することができます。

始める前に

• 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。
• インターフェイスはイーサネットまたは Virtual Ethernet（VEthernet; 仮想イーサネット）のいず
れかです。

• アクセス ポートは、非タグ付きの 1 つだけの VLAN のパケットを伝送します。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 VLAN は VLAN1 です。
• まず VLAN を指定し、それから VLAN をアクセス VLAN に指定します。存在しないアクセス
VLAN にアクセス ポートを割り当てると、システムはそのアクセス ポートをシャットダウンしま
す。

ステップの概要

1. config t
2. interface {{type slot/port} | {port-channel number}}
3. switchport mode {access | trunk}
4. switchport access vlan vlan-id
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5. exit
6. show interface
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface {{type slot/port} |
{port-channel number}}

例：

設定するイーサネット インターフェイスまたは
VEthernet インターフェイスを指定して、そのイン
ターフェイス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。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

switchport mode {access | trunk}

例：
n1000v(config-if)# switchport mode
access

ステップ 4

switchport access vlan vlan-id

例：
n1000v(config-if)# switchport access
vlan 5

ステップ 5

exit

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。アクセス
ポートは 1 つの VLAN のトラフィックだけを伝送し
ます。デフォルトでは、アクセス ポートは VLAN1
のトラフィックを伝送します。別の VLAN のトラ
フィックを伝送するアクセス ポートを設定するには、
switchport access vlan コマンドを使用します。
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
ションに保存します。このコマンドを入力しない場
合、アクセス ポートは VLAN1 のトラフィックだけ
を伝送します。アクセス ポートがトラフィックを伝
送する VLAN を変更する場合は、このコマンドを使
用します。
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、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 6

show interface

（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。

例：
n1000v(config)# show interface

ステップ 7

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config
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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。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# switchport mode access
n1000v(config-if)# switchport access vlan 5
n1000v(config-if)#

アクセス ホスト ポートの設定
この手順を使用すると、端末に接続したアクセス ポートのパフォーマンスを、そのポートを同時にア
クセス ポートとして指定することによって最適化できます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• 端末であるインターフェイスに正しいインターフェイスを設定することを確認します。
• switchport host コマンドは、端末に接続するインターフェイスだけで使用します。
• アクセス ホスト ポートはエッジ ポートと同様に STP を処理し、ブロッキング ステートおよび
ラーニング ステートを通過することなくただちにフォワーディング ステートに移行します。

• インターフェイスをアクセス ホスト ポートとして設定すると、そのインターフェイスのポート
チャネリングもディセーブルになります。

（注）

ポート チャネル インターフェイスの詳細については、第 5 章「ポート チャネルの設定」を参照してく
ださい。

• インターフェイスはイーサネットまたは Virtual Ethernet（VEthernet; 仮想イーサネット）のいず
れかです。

ステップの概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. switchport host
4. exit
5. show interface
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例：
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

switchport host

例：
n1000v(config-if)# switchport host

設定するイーサネット インターフェイスまたは
VEthernet インターフェイスを指定して、そのイン
ターフェイス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。
インターフェイスを実行コンフィギュレーション内の
アクセス ホスト ポートとして指定します。これによ
り、アクセス ホスト ポートはすぐにスパニング ツ
リー フォワーディング ステートに移動し、このイン
ターフェイスのポート チャネリングをディセーブル
にします。
（注）

ステップ 4

exit

このコマンドは端末でだけ実行します。

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、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 5

show interface

（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。

例：
n1000v(config)# show interface

ステップ 6

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config

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、PortFast をイネーブルにしてポート
チャネルをディセーブルにする例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# switchport host
n1000v(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 ポートとして設定することができます。
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始める前に

• 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。
• インターフェイスはイーサネットまたは Virtual Ethernet（VEthernet; 仮想イーサネット）のいず
れかです。

• 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
（P.3-2）を参照
グ付きパケットを伝送します （カプセル化については「IEEE 802.1Q カプセル化」
してください）。

• デバイスは 802.1Q カプセル化だけをサポートします。
ステップの概要

1. config t
2. interface {type slot/port | port-channel number}
3. switchport mode {access | trunk}
4. exit
5. show interface
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface {type slot/port | port-channel
number}

例：

設定するイーサネット インターフェイスまたは
VEthernet インターフェイスを指定して、そのイン
ターフェイス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。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

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
ポートは、同じ物理リンク上の 1 つ以上の VLAN の
例：
トラフィックを伝送します（
VLAN はトランク許容
n1000v(config-if)# switchport mode trunk
VLAN リストにある VLAN です）。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 だけが許容されていることを確認するには、
switchport trunk allowed vlan コマンドを使用しま
す。
switchport mode {access | trunk}
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ステップ 4

コマンド

目的

exit

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、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 5

show interface

（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。

例：
n1000v(config)# show interface

ステップ 6

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config

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。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# switchport mode trunk
n1000v(config-if)#

ネイティブ VLAN を 802.1Q トランキング ポートに設定
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
タを設定しない場合、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。

ステップの概要

1. config t
2. interface {type slot/port | port-channel number}
3. switchport trunk native vlan vlan-id
4. exit
5. show vlan
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface {type slot/port | port-channel
number}

例：

設定するイーサネット インターフェイスまたは
VEthernet インターフェイスを指定して、そのイン
ターフェイス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。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

switchport trunk native vlan vlan-id

例：
n1000v(config-if)# switchport trunk
native vlan 5

ステップ 4

exit

例：

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。有効な値は 1 ～
4094 ですが、内部で使用するために予約されている
VLAN は除きます。デフォルト値は VLAN1 です。
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、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 5

show vlan

（任意）VLAN のステータスと内容を表示します。

例：
n1000v(config)# show vlan

ステップ 6

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config

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# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# switchport trunk native vlan 5
n1000v(config-if)#
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許容 VLAN をトランキング ポートに設定
この手順を使用すると、特定のトランク ポートに許容する VLAN の ID を指定できます。

始める前に

• 特定のトランク ポートに許容 VLAN を設定する前に、設定するインターフェイスが正しく、さら
にトランクであることを確認します。

ステップの概要

1. config t
2. interface {ethernet slot/port | port-channel number}
3. switchport trunk allowed vlan {vlan-list | all | none | [add | except | | remove {vlan-list}]}
4. exit
5. show vlan
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface {ethernet slot/port |
port-channel number}

例：

設定するイーサネット インターフェイスまたは
VEthernet インターフェイスを指定して、そのイン
ターフェイス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。

n1000v(config)# interface ethernet 3/1

ステップ 3

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

例：
n1000v(config-if)# switchport trunk
allowed vlan add 15-20#

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 インターフェイス 1 ～ 3967 および 4048 ～
4094 のすべての VLAN を許容します。VLAN 3968
～ 4047 はデフォルトで内部使用のために予約されて
いるデフォルト VLAN です。この VLAN のグループ
は変更可能です。デフォルトでは、すべての VLAN
がすべてのトランク インターフェイスで許容されま
す。
（注）

内部で割り当てた VLAN をトランク ポートの
許容 VLAN として追加できません。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。
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アクセスおよびトランク インターフェイスの設定

ステップ 4

コマンド

目的

exit

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、CLI グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 5

show vlan

（任意）VLAN のステータスと内容を表示します。

例：
n1000v# show vlan

ステップ 6

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config

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。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# switchport trunk allowed vlan 15-20
n1000v(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
この手順を使用すると、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）。

始める前に

• 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。

（注）

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にされます。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。

ステップの概要

1. config t
2. vlan dot1q tag native
3. exit
4. show vlan
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アクセスおよびトランク インターフェイスの設定

5. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

vlan dot1q tag native

例：
n1000v(config)# vlan dot1q tag native

ステップ 3

exit

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開始するすべて
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。
デフォルトはディセーブルです。
グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
EXEC モードに戻ります。

例：
n1000v(config)# exit
n1000v#

ステップ 4

（任意）VLAN のステータスと内容を表示します。

show vlan

例：
n1000v# show vlan

ステップ 5

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v# copy running-config
startup-config

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# config t
n1000v(config)# vlan dot1q tag native
n1000v#
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インターフェイス設定の確認

インターフェイス設定の確認
アクセスおよびトランクインターフェイス設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド

目的

show interface ethernet slot/port [brief |
インターフェイス設定を表示します。
counters | debounce | description | flowcontrol |
mac-address | status | transceiver]
show interface brief

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 switchport

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 trunk [module module-number |
vlan vlan-id]

トランク設定情報を表示します。

show interface capabilities

インターフェイスの性能に関する情報を表示しま
す。

show running-config interface ethernet
slot/port

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。

統計情報の表示とクリア
アクセスおよびトランク インターフェイス設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド

目的

clear counters [interface]

カウンタをクリアします。

show interface counters [module module]

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 detailed [all]

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 errors [module
module]

エラー パケットの数を表示します。

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。
n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface ethernet 2/30
n1000v(config-if)# switchport
n1000v(config-if)# switchport mode access
n1000v(config-if)# switchport access vlan 5
n1000v(config-if)#
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デフォルト設定

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。
n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface ethernet 2/35
n1000v(config-if)# switchport
n1000v(config-if)# switchport mode trunk
n1000v(config-if)# switchport trunk native vlan 10
n1000v(config-if)# switchport trunk allowed vlan 5, 10
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)# vlan dot1q tag native
n1000v(config)#

デフォルト設定
次の表に、デバイスのアクセスおよびトランク ポート モード パラメータのデフォルト設定を示しま
す。
パラメータ

デフォルト

スイッチポート モード

アクセス

許容 VLAN
アクセス VLAN ID

1 ～ 3967、4048 ～ 4094
VLAN1

ネイティブ VLAN ID

VLAN1

ネイティブ VLAN ID タギング

ディセーブル

管理ステート

閉じる

その他の関連資料
アクセスおよびトランク ポート モードの実装に関する追加情報については、次のセクションを参照し
てください。

• 「関連資料」（P.3-15）
• 「標準規格」（P.3-16）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ポート チャネル

第 5 章「ポート チャネルの設定」

VLAN、プライベート VLAN、STP

『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0 』

システム管理

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0』

リリース ノート

『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0』
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その他の関連資料

標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—

MIB
MIB

MIB へのリンク

• BRIDGE-MIB
• IF-MIB
• CISCO-IF-EXTENSION-MIB

MIB を見つけてダウンロードするには、以下の URL にアクセスし
てください。
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

• ETHERLIKE-MIB
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仮想イーサネット インターフェイスの設定
この章では、Virtual Ethernet（VEthernet または VEth; 仮想イーサネット）インターフェイスを設定す
る手順について説明します。
この章では、次の内容について説明します。

• 「注意事項および制約事項」（P.4-1）
• 「VEthernet アクセス インターフェイスの設定」（P.4-1）
• 「VEthernet プライベート VLAN インターフェイスの設定」（P.4-3）
• 「VEthernet インターフェイスのイネーブル化またはディセーブル化」（P.4-5）
• 「VEthernet インターフェイス設定の確認」（P.4-7）
• 「VEthernet インターフェイスの設定例」（P.4-8）
• 「その他の関連資料」（P.4-9）

ハイ アベイラビリティ
ソフトウェアは、VEthernet インターフェイスのハイ アベイラビリティをサポートします。

注意事項および制約事項
次の注意事項と制約事項が VEthernet インターフェイスに適用されます。

• VEthernet インターフェイスの削除はサポートされていません。CLI は no interface vethernet
interface-number を許容しますが、このリリースではサポートされていません。

VEthernet アクセス インターフェイスの設定
この手順を使用すると、VEthernet インターフェイスをアクセス インターフェイスとして使用できま
す。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• CLI に EXEC モードでログインします。
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VEthernet アクセス インターフェイスの設定

ステップの概要

1. config t
2. interface vethernet interface-number
3. description string
4. switchport access vlan vlan-id
5. switchport mode access
6. show interface vethid
7. copy run start
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface vethernet interface-number

指定した VEth インターフェイスを CLI 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。

例：

Interface-number：許容範囲は 1 ～ 1048575 です。

n1000v(config)# interface vethernet 100
n1000v(config-if)#

ステップ 3

description string

実行コンフィギュレーションにインターフェイスの説
明を追加します。

例：

string：最大 80 文字の英数字です。

n1000v(config-if)# description
accessvlan
n1000v(config-if)#

ステップ 4

switchport access vlan vlanid

例：

ステップ 5

VEth インターフェイスをアクセス インターフェイス
として設定し、実行コンフィギュレーション 内の
VLAN ID を指定します。

n1000v(config-if)# switchport access
vlan 5
n1000v(config-if)#

VLAN ID：許容範囲は 1 ～ 4094 です。

switchport mode {access | private-vlan
{host | promiscuous} | trunk}

実行コンフィギュレーションに、VEth インターフェ
イス スイッチポート モードを設定します。

• access
例：
n1000v(config-if)# switchport mode
access
n1000v(config-if)#

• private-vlan：ホストまたは混合モード
• trunk
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VEthernet プライベート VLAN インターフェイスの設定

コマンド
ステップ 6

目的

show interface

（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。

例：
n1000v(config-if)# show interface
vethernet1
n1000v(config-if)#

ステップ 7

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config

VEthernet プライベート VLAN インターフェイスの設定
この手順を使用すると、PVLAN の VEthernet インターフェイスを設定できます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• CLI に EXEC モードでログインします。
ステップの概要

1. config t
2. interface vethernet interface-number
3. description string
4. mtu mtu
5. switchport access vlan vlan-id
6. switchport mode private-vlan host
7. switchport private-vlan host-association primary vlan-id
8. show interface
9. copy running-config startup-config
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VEthernet プライベート VLAN インターフェイスの設定

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface vethernet interface-number

指定した VEth インターフェイスを CLI 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。

例：

Interface-number：許容範囲は 1 ～ 1048575 です。

n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

description string

実行コンフィギュレーションにインターフェイスの説
明を追加します。

例：

string：最大 80 文字の英数字です。

n1000v(config-if)# description
isp_pvlan1

ステップ 4

mtu mtu

インターフェイスの MTU サイズを設定します。

mtu：許容範囲は 576 ～ 9216 です。
例：
svs(config-if)# mtu

ステップ 5

switchport access vlan vlanid

例：
n1000v(config-if)# switchport access
vlan 5

ステップ 6

switchport mode {access | private-vlan
{host | promiscuous} | trunk}

VEth インターフェイスをアクセス インターフェイス
として設定し、実行コンフィギュレーション 内の
VLAN ID を指定します。
VLAN：許容範囲は 1 ～ 4094 です。

実行コンフィギュレーションに、プライベート

VLAN ホストの VEth インターフェイスを設定しま
す。

例：

• access

n1000v(config-if)# switchport mode
private-vlan host

• private-vlan：ホストまたは混合モード
• trunk

ステップ 7

switchport private-vlan host-association
primary vlanid

実行コンフィギュレーション内の特定のプライマリ

VLAN ID に関連付けられているホストの VEth イン
ターフェイスを設定します。

例：
n1000v(config-if)# switchport
private-vlan host-association 5

host-association：プライマリ VLAN ID
primary private -VLAN ID：許容範囲は 1 ～ 4094 で
す。
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VEthernet インターフェイスのイネーブル化またはディセーブル化

コマンド
ステップ 8

目的

show interface

（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。

例：
n1000v# show interface

ステップ 9

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config

この例は、VEthernet インターフェイスをプライベート VLAN で使用するように設定する手順を示し
ます。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# description isp_pvlan1
n1000v(config-if)# switchport access vlan 5
n1000v(config-if)# switchport mode private-vlan host
n1000v(config-if)# switchport private-vlan host-association 5
n1000v(config-if)# show interface vethernet1
Vethernet1 is up
Hardware is Virtual, address is 0050.5681.4af0
Owner is VM "R-1"
Active on module 14
Port-Profile is vlan1160
Port mode is access
Rx
32219 Input Packets 31263 Unicast Packets
0 Multicast Packets 956 Broadcast Packets
2527232 Bytes
Tx
15626 Output Packets 0 Unicast Packets
0 Multicast Packets 15626 Broadcast Packets 15626 Flood Packets
937560 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops
n1000v(config-if)#

VEthernet インターフェイスのイネーブル化またはディ
セーブル化
この手順を使用すると、VEtherenet インターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにすることが
できます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• CLI に EXEC モードでログインします。
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VEthernet インターフェイスのイネーブル化またはディセーブル化

ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface vethernet interface-number

指定した VEth インターフェイスを CLI 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。

例：

Interface-number：許容範囲は 1 ～ 1048575 です。

n1000v(config)# interface vethernet 100
n1000v(config-if)#

ステップ 3

[no] shutdown

実行コンフィギュレーション内の VEthernet インター
フェイスをイネーブルまたはディセーブルにします。

例：

shutdown：VEthernet インターフェイスをディセー

n1000v(config-if)# no shutdown
n1000v(config-if)#

ブルにします。

no shutdown：VEthernet インターフェイスをイネー
ブルにします。

ステップ 4

show interface

（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。

例：
n1000v# show interface

ステップ 5

copy running-config startup-config

例：

（任意）実行中の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、リブー
トと再起動を行って、永久的に保存します。

n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、VEthernet インターフェイスをイネーブルにする例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface vethernet 100
n1000v(config)# no shutdown
n1000v(config-if)# show interface veth100 status
-------------------------------------------------------------------------------Port
Name
Status
Vlan
Duplex Speed
Type
-------------------------------------------------------------------------------Veth100
-up
1
auto
auto
-n1000v(config-if)#
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VEthernet インターフェイス設定の確認

VEthernet インターフェイス設定の確認
次のコマンドを使用すると、VEthernet インターフェイス コンフィギュレーションを表示できます。
コマンド

目的

show interface vethernet vif-number [brief | | counters
[detailed [all] | errors] | description | mac-address | status [
down | err-disabled | inactive | module num | up ] | switchport

VEthernet インターフェイス設定を表示します。

show interface [vethernet vif-number]

インターフェイスの全設定を表示します。

show interface [vethernet vif-number] brief

簡略化したインターフェイス設定を表示します。

show interface [vethernet vif-number] counters

インターフェイス着信カウンタおよびインターフェイス
受信カウンタを表示します。

show interface [vethernet vif-number] counters detailed [all]

すべてのカウンタの詳細情報を表示します。
（注）

[all] が指定されてない場合は、非ゼロ カウンタ
だけが表示されます。

show interface [vethernet vif-number] counters errors

インターフェイス エラー カウンタを表示します。

show interface [vethernet vif-number] description

インターフェイスの説明を表示します。

show interface [vethernet vif-number] mac-address

インターフェイス MAC アドレスを表示します。
（注）

VEth インターフェイスの場合、これは、接続さ
れたデバイスの MAC アドレスを表示します。

show interface [vethernet vif-number] status [ down | err-disabled インターフェイス ライン ステータスを表示します。
| inactive | module num | up ]
show interface [vethernet vif-number] switchport

インターフェイス スイッチポートの内容を表示します。

show interface virtual [ vm [ name ] | vmk | vswif ] [ module num ] 仮想インターフェイスだけを表示します。

VEthernet 表示コマンドの例
n1000v# show interface veth1
Vethernet1 is up
Hardware is Virtual, address is 0050.5681.43a1
Owner is VM "Vm1-kl61"
Active on module 2
Port-Profile is vm650
Port mode is access
Rx
0 Input Packets 0 Unicast Packets
0 Multicast Packets 0 Broadcast Packets
0 Bytes
Tx
6023 Output Packets 0 Unicast Packets
6023 Multicast Packets 0 Broadcast Packets 6022 Flood Packets
385461 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops
n1000v#

n1000v# show interface virtual
-------------------------------------------------------------------------------Port
Adapter
Owner
Mod Host
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-------------------------------------------------------------------------------Veth1
Vm1-kl61
2
Veth2
VM1-kl65
5
Veth3
VM2-kl61
2
n1000v#

n1000v# show interface counters
-------------------------------------------------------------------------------Port
InOctets
InUcastPkts
InMcastPkts
InBcastPkts
-------------------------------------------------------------------------------mgmt0
42754
-0
-Eth2/2
41423421
112708
125997
180167
Eth5/2
39686276
119152
93284
180100
Eth5/6
4216279
9530
31268
40
Veth1
0
0
0
0
Veth2
0
0
0
0
Veth3
0
0
0
0
Veth4
0
0
0
0
Veth5
0
0
0
0
Veth6
0
0
0
0
Veth7
0
0
0
0
Veth100
0
0
0
0
-------------------------------------------------------------------------------Port
OutOctets OutUcastPkts OutMcastPkts OutBcastPkts
-------------------------------------------------------------------------------mgmt0
3358
---Eth2/2
23964739
116150
516
52768
Eth5/2
26419473
111598
571
52420
Eth5/6
1042930
9548
536
14
Veth1
393589
0
6150
0
Veth2
393600
0
6150
0
Veth3
393600
0
6150
0
Veth4
0
0
0
0
Veth5
0
0
0
0
Veth6
0
0
0
0
Veth7
0
0
0
0
Veth100
0
0
0
0
n1000v#

VEthernet インターフェイスの設定例
次に、VEthernet 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。
n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 2/30
n1000v(config-if)# switchport
n1000v(config-if)# switchport mode access
n1000v(config-if)# switchport access vlan 5
n1000v(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。
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n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 2/35
n1000v(config-if)# switchport
n1000v(config-if)# switchport mode trunk
n1000v(config-if)# switchport trunk native vlan 10
n1000v(config-if)# switchport trunk allowed vlan 5, 10
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

デフォルト設定
次の表に、デバイスのアクセスおよびトランク ポート モード パラメータのデフォルト設定を示しま
す。
パラメータ

デフォルト

スイッチポート モード

アクセス

許容 VLAN
アクセス VLAN ID

1 ～ 4094
VLAN1

ネイティブ VLAN ID

VLAN1

ネイティブ VLAN ID タギング

ディセーブル

管理ステート

閉じる

その他の関連資料
アクセスおよびトランク ポート モードの実装に関する追加情報については、次のセクションを参照し
てください。

• 「関連資料」（P.4-10）
• 「標準規格」（P.4-10）
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その他の関連資料

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ポート チャネル

第 5 章「ポート チャネルの設定」

ポート プロファイル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0 』

VLAN およびプライベート VLAN

『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide,
Release 4.0』

システム管理

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide,
Release 4.0』

リリース ノート

『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0』

標準規格
標準規格

タイトル

この機能でサポートされる新規または改訂された標準
規格はありません。また、この機能による既存の標準
規格サポートの変更はありません。

—
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5

ポート チャネルの設定
この章では、Cisco Nexus 1000V のポート チャネルを設定する手順について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ポート チャネルについて」（P.5-1）
• 「ポート チャネルの前提条件」（P.5-9）
• 「注意事項および制約事項」（P.5-9）
• 「ポート チャネルの設定」（P.5-10）
• 「ポート チャネル設定の確認」（P.5-27）
• 「統計情報の表示」（P.5-28）
• 「ポート チャネルの設定例」（P.5-28）
• 「デフォルト設定」（P.5-28）
• 「その他の関連資料」（P.5-29）

ポート チャネルについて
ポート チャネルは複数の物理インターフェイスの集合体で、論理インターフェイスを作成します。1 つ
のポート チャネルに最大 8 つの個別アクティブ リンクをバンドルして、帯域幅と冗長性を向上させる
ことができます。ポート チャネルは、これらの物理インターフェイスのトラフィックのロード バラン
スも行います。ポート チャネルの物理インターフェイスが少なくとも 1 つ動作していれば、そのポー
ト チャネルは動作しています。
集約プロトコルが関連付けられていない場合でもスタティック ポート チャネルを使用して設定を簡略
化できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ポート チャネル」（P.5-2）
• 「基本設定」（P.5-2）
• 「互換性チェック」（P.5-3）
• 「ポート チャネルを使ったロード バランシング」（P.5-4）
• 「ハイ アベイラビリティ」（P.5-9）
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ポート チャネル
ポート チャネルは物理リンクをチャネル グループにバンドルして単一の論理リンクを作成し、最大 8
つの物理リンクからなる集約帯域幅を実現します。ポート チャネルのメンバ ポートが故障すると、そ
れまでに故障したリンクで伝送されたトラフィックはポート チャネルに残っている他のメンバ ポート
に切り替えます。
最大 8 つのポートをスタティック ポート チャネルにバンドルできます。集約プロトコルは使用しませ
ん。

（注）

デバイスのポート チャネルは Port Aggregation Protocol （PAgP）をサポートしません。
各ポートにはポート チャネルが 1 つだけあります。ポート チャネルのすべてのポートには互換性があ
り、同じ速度とデュプレックス モードを使用します（「互換性チェック」（P.5-3）を参照）。集約プロト
コルを使わずにスタティック ポート チャネルを実行する場合、物理リンクはすべて on チャネル モー
ドです。
ポート チャネル インターフェイスを作成すると、ポート チャネルを直接作成できます。またはチャネ
ル グループを作成して個別ポートをバンドルに集約させることができます。インターフェイスをチャ
ネル グループに関連付けると、ポート チャネルがない場合は対応するポート チャネルが自動的に作成
されます。この場合、ポート チャネルは最初のインターフェイスのレイヤ 2 設定を行います。最初に
ポート チャネルを作成することもできます。この場合は、Cisco Nexus 1000V がポート チャネルと同
じチャネル番号の空のチャネル グループを作成してデフォルト レイヤ 2 設定を行い、互換性も設定し
ます（「互換性チェック」（P.5-3）を参照）。

（注）

少なくともメンバ ポートの 1 つがアップしており、そのポートのチャネルが有効であれば、ポート
チャネルはアップしています。メンバ ポートがすべてダウンしていれば、ポート チャネルはダウンし
ています。

基本設定
ポート チャネル インターフェイスには次の基本設定ができます。
表 5-1

ポート チャネル インターフェイスの基本設定

ポート チャネル インターフェイスの基本設定

説明

帯域幅

これは情報目的で設定します。上位レベル プロ
トコルで使用されます。

遅延

これは情報目的で設定します。上位レベル プロ
トコルで使用されます。

説明
デュプレックス

Maximum Transmission Unit (MTU)

Maximum Transmission Unit （MTU; 最大伝送ユ
ニット）の設定についての詳細は、第 2 章「イン
ターフェイス パラメータの設定」を参照してくだ
さい。

シャットダウン
ポート速度
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互換性チェック
インターフェイスをポート チャネル グループに追加する場合、Cisco Nexus 1000V は、インターフェ
イスの次の動作アトリビュートをチェックした後に、そのインターフェイスがポート チャネルに参加
することを許容します。

• ネットワーク レイヤ
• （リンク）速度性能
• 速度設定
• デュプレックス性能
• デュプレックス設定
• ポート モード
• アクセス VLAN
• トランク ネイティブ VLAN
• タグ付きまたは非タグ付き
• 許容 VLAN リスト
• MTU サイズ
• SPAN：SPAN の始点または宛先ポートは不可
• ストーム制御
• フロー制御性能
• フロー制御設定

互換性チェックの表示
Cisco Nexus 1000V で実行される互換性チェックの全リストを表示するには、次のコマンドを使用しま
す。

show port-channel compatibility-parameters
チャネル モード セットを on に設定したインターフェイスだけをスタティック ポート チャネルに追加
できます。これらのアトリビュートは個別のメンバ ポートに設定できます。設定するメンバ ポートの
アトリビュートに互換性がない場合、Cisco Nexus 1000V はこのポートをポート チャネルで一時停止
させます。
または、次のパラメータが同じ場合、パラメータに互換性がないポートを強制的にポート チャネルに
参加させることもできます。

• （リンク）速度性能
• 速度設定
• デュプレックス性能
• デュプレックス設定
• フロー制御性能
• フロー制御の設定
インターフェイスがポート チャネルに参加すると、一部のパラメータが削除され、ポート チャネルの
値が次のように置き換わります。

• 帯域幅
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• 遅延
• UDP の拡張認証プロトコル
• VRF
• IP アドレス（v4 および v6）
• MAC アドレス
• STP
• NAC
• サービス ポリシー
• Quality of Service（QoS; サービス品質）
• Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）
インターフェイスがポート チャネルに参加または脱退しても、次に示す多くのインターフェイス パラ
メータは影響を受けません。

• 説明
• CDP
• MDIX
• レート モード
• シャットダウン
• SNMP トラップ

（注）

ポート チャネルを削除すると、すべてのメンバ インターフェイスはポート チャネルから削除されたか
のように設定されます。

ポート チャネルを使ったロード バランシング
Cisco Nexus 1000V は、フレームのアドレスを数値にハッシュしてチャネルのリンクを 1 つ選択するこ
とで、ポート チャネルのすべての動作インターフェイス間のトラフィックを負荷分散します。ポート
チャネルはデフォルトでロード バランシングを備えています。ポート チャネル ロード バランシング
は、MAC アドレス、IP アドレスを使用します。またはレイヤ 4 ポート番号を使用してリンクを選択し
ます。ポート チャネル ロード バランシングは、送信元または宛先アドレス、およびポートの両方また
はいずれか一方を使用します。
ロード バランシング モードを設定して、デバイス全体または指定したモジュールに設定したすべての
ポート チャネルに適用することができます。モジュールごとの設定はデバイス全体のロード バランシ
ング設定に優先されます。デバイス全体に 1 つのロード バランシング モードを、指定したモジュール
に別のモードを、さらに別の指定したモジュールに別のモードを設定できます。ポート チャネルごと
にロード バランシング方式を設定できません。
使用するロード バランシング アルゴリズムのタイプを設定できます。ロード バランシング アルゴリズ
ムを指定し、フレームのフィールドを見て出力トラフィックに選択するメンバ ポートを決定します。

（注）

デフォルト ロード バランシング方式は、送信元 MAC アドレスです。
次のいずれかの方式を使用するデバイスを設定し、ポート チャネル全体を負荷分散できます。

• 宛先 MAC アドレス
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• 送信元 MAC アドレス
• 送信元および宛先 MAC アドレス
• 宛先 IP アドレス
• 送信元 IP アドレス
• 送信元および宛先 IP アドレス
• 送信元 TCP/UDP ポート番号
• 宛先 TCP/UDP ポート番号
• 送信元および宛先 TCP/UDP ポート番号
送信元 IP アドレス ロード バランシングを設定する場合、送信元 MAC アドレスを使用してトラフィッ
クを負荷分散します。宛先 MAC アドレス ロード バランシング方式を設定する場合、宛先 MAC アド
レスを使用して負荷分散します。
入トラフィックが Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）の
場合、ソフトウェアはパケット IP アドレスのラベルの下位部分を参照します。
ポート チャネルを使用するロード バランシング方式は、マルチキャスト トラフィックには適用されま
せん。設定方式にかかわらず、マルチキャスト トラフィックは、次の方式を使用してポート チャネル
を負荷分散します。

• レイヤ 4 情報を持つマルチキャスト トラフィック：送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先 IP ア
ドレス、宛先ポート

• レイヤ 4 情報を持たないマルチキャスト トラフィック：発信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス
• 非 IP マルチキャスト トラフィック：発信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス

LACP
LACP では、最大 16 のインターフェイスを 1 つのポート チャネルに設定できます。最大 8 つのイン
ターフェイスをアクティブに、最大 8 つのインターフェイスをスタンバイ ステートにできます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「LCAP の概要」（P.5-5）
• 「ハイ アベイラビリティ」（P.5-9）
• 「LACP Marker Responder」（P.5-8）
• 「LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネルの相違点」（P.5-9）

LCAP の概要
（注）

LCAP は、使用する前に イネーブルにする必要があります。デフォルトでは、LACP はディセーブル
です。
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LACP をイネーブルにする手順については「LACP のイネーブル化」（P.5-17）を参照してください。
図 5-1 に、個別リンクを LACP ポート チャネルおよびチャネル グループに組み込み、個別リンクとし
て機能させる方法を示します。
図 5-1

個別リンクをポート チャネルに組み込む
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LACP では、最大 16 のインターフェイスを 1 つのチャネル グループにバンドルできます。チャネル グ
ループのインターフェイスが 8 つよりも多い場合、残りのインターフェイスは、このチャネル グルー
プに関連付けられたポート チャネルのホットスタンバイとなります。

（注）

ポート チャネルを削除すると、ソフトウェアは関連付けられたチャネル グループを自動的に削除しま
す。すべてのメンバ インターフェイスはオリジナルの設定に戻ります。

LACP 設定が有効な場合は LACP をディセーブルにできません。

ポートチャネル モード
ポート チャネルの個別インターフェイスは、チャネル モードで設定します。スタティック ポート チャ
ネルを集約プロトコルを使用せずに実行すると、チャネル モードは常に on に設定されます。
デバイスの LACP をグローバルにイネーブルにして各チャネルの LACP をイネーブルにするには、各
インターフェイスのチャネル モードに active または passive を設定します。チャネル グループにリン
クを追加すると、LACP チャネル グループの個別リンクにいずれかのチャネル モードを設定できます。

（注）

インターフェイスに active または passive チャネル モードを設定する前に、LACP をグローバルにイ
ネーブルにする必要があります。
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表 5-2 に、チャネル モードの説明を記します。
表 5-2

ポート チャネルの個別リンクのチャネル モード

チャネル モード

説明

passive

LACP モード。ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。ポート
は受信した LACP パケットには応答しますが、LACP ネゴシエーションは開始
しません。

active

LACP モード。ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。ポー
トは LACP パケットを送信して、他のポートとのネゴシエーションを開始しま
す。

on

すべてのスタティック ポート チャネル（LACP を実行していない）がこのモー
ドです。LACP をイネーブルにする前にチャネル モードを active または passive
にしようとすると、デバイス表示はエラー メッセージを表示します。
各チャネルの LACP をイネーブルにするには、そのチャネルのインターフェイ
スのチャネル モードを active または passive に設定します。on ステートの
LACP がインターフェイスとネゴシエートしても LACP パケットは受信せず、
そのインターフェイスとの個別リンクになります。LACP チャネル グループに
は参加しません。
デフォルト ポートチャネル モードは on です。

LACP は、passive および active モードの両方でポート間をネゴシエートして、ポート速度やトランキ
ング ステートなどを基準にしてポート チャネルを形成できるかどうかを決定します。passive モード
は、リモート システムやパートナーが LACP をサポートするかどうか不明の場合に役に立ちます。
次の例のようにモードに互換性がある場合、ポートの LACP モードが異なれば、ポートは LACP ポー
ト チャネルを形成できます。

• active モードのポートは、active モードの別のポートとともにポート チャネルを正しく形成でき
ます。

• active モードのポートは、passive モードの別のポートとともにポート チャネルを形成できます。
• passive モードのポートは、どちらのポートもネゴシエーションを開始しないため、passive モー
ドの別のポートとともにポート チャネルを形成できません。

• on モードのポートは LACP を実行しておらず、active または passive モードの別のポートととも
にポート チャネルを形成できません。

LACP ID パラメータ
ここでは、LACP パラメータについて次の内容を説明します。

• 「ハイ アベイラビリティ」（P.5-9）
• 「LCAP ポート プライオリティ」（P.5-8）
• 「LACP 管理キー」（P.5-8）
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LACP システム プライオリティ
LACP を実行するどのシステムにも LACP システム プライオリティ値があります。このパラメータの
デフォルトの値である 32768 を適用することも、1 ～ 65535 の値を設定することもできます。LACP
はシステム プライオリティに MAC アドレスを使用してシステム ID を形成します。また、他のデバイ
スとのネゴシエーション中にもシステム プライオリティを使用します。システム プライオリティの値
が大きいとプライオリティは低くなります。
システム ID は VDC ごとに異なります。

（注）

LACP のシステム ID は、LACP システム プライオリティ値と MAC アドレスを組み合わせたもので
す。

LCAP ポート プライオリティ
LACP を使用するように設定されたポートにはそれぞれ LACP ポート プライオリティがあります。
LACP ポート プライオリティに、デフォルト値である 32768 を適用することも、1 ～ 65535 の値を設
定することもできます。LACP はポート番号とともにポート プライオリティを使用して、ポート ID を
形成します。
互換性のあるすべてのポートを集約できない制限がある場合、LACP はポート プライオリティを使用
して、スタンバイ モードにする必要があるポートを決定し、アクティブ モードにすべきポートを指定
します。ポート プライオリティの値が大きいと LACP のプライオリティは低くなります。ポート プラ
イオリティを設定して指定したポートの LACP プライオリティを低くして、ホットスタンバイ リンク
ではなくアクティブ リンクとして選択されるようにすることができます。

LACP 管理キー
LACP は、LACP を使用するように設定されたポートごとに、チャネルグループ番号と同じ管理キー値
を自動的に設定します。管理キーは、他のポートと集約されるポートの機能を定義します。他のポート
と集約されるポート機能は、次の要因によって決まります。

• ポートの物理特性。データ レートやデュプレックス性能などです。
• ユーザが作成した設定に関する制約事項。

LACP Marker Responder
ポート チャネルを使用すればデータ トラフィックを動的に再配布できます。この再配布により、リン
クが削除または追加されたり、ロードバランシング スキームが変更されることもあります。トラ
フィック フローの途中でトラフィックが再配布されると、フレームの秩序が乱れる可能性があります。

LACP は Marker Protocol を使って、再配布によってフレームが重複したり順番が入れ替わらないよう
にします。Marker Protocol は、所定のトラフィック フローのすべてのフレームがリモート エンドで正
しく受信すると検出します。LACP は ポートチャネル リンクごとに Marker PDUS を送信します。リ
モート システムは、Marker PDU よりも先にこのリンクで受信されたすべてのフレームを受信すると、
Marker PDU に応答します。リモート システムは次に Marker Responder を送信します。ポート チャネ
ルのすべてのメンバ リンクの Marker Responder を受信したローカル システムは、トラフィック フ
ローのフレームを正しい順序で再配分します。ソフトウェアは Marker Responder だけをサポートしま
す。
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LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネルの相違点
表 5-3 に、LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネルの主な相違点を示し
ます。
表 5-3

LACP がイネーブルのポート チャネルとスタティック ポート チャネル

LACP がイネーブルのポート
設定

チャネル

スタティック ポート チャネル

プロトコルを適用

グローバルにイネーブル

適用不可

リンクのチャネル
モード

次のいずれかです。

on だけ

• active
• passive

チャネルの最大リ
ンク数

16

8

ハイ アベイラビリティ
ポート チャネルは、複数のポートのトラフィックを負荷分散することでハイ アベイラビリティを実現
します。物理ポートが故障した場合、ポート チャネルのメンバがアクティブであればポート チャネル
は引き続き動作します。
ポート チャネルは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。ステートフル再起
動はスーパーバイザ切り替え時に発生します。切り替え後、Cisco Nexus 1000V は実行時の設定を適用
します。

ポート チャネルの前提条件
ポート チャネリングには次の前提条件があります。

• EXEC モードで Cisco Nexus 1000V にログインします。
• シングル ポート チャネルのすべてのポートが、互換性の要件を満たしていること。互換性の要件
の詳細については、「互換性チェック」（P.5-3）を参照してください。
• ポート チャネルは、アップストリーム リンクが同じスイッチに接続されるときに形成できます。
• ホストから種々のスイッチに接続されるアップストリーム リンクは、互換性の要件が満たされて、
なおかつロード バランシング アルゴリズムが送信元 MAC ベースである場合に、ポート チャネル
を形成できます。

注意事項および制約事項
ポート チャネリングには次の注意事項と制約事項があります。

• モジュール間のポート チャネルはサポートされていません。
• ポート チャネルが互換性の要件を満たして、かつ次の条件のときだけ、複数のアップストリーム
でポート チャネルを形成することができます。

– ホストからのアップリンクが同じスイッチに接続されている。
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– ホストからのアップリンクが複数のアップストリーム スイッチに接続されているが、ロード
バランシング アルゴリズム が送信元 MAC ベースである。
• ポート チャネルは、ポート プロファイルを使用して設定できます。詳細については、『Cisco
Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。
• 最大 192 のポート チャネルを設定できます。
• デバイスに複数のポート チャネルを設定できます。
• 冗長スーパーバイザ エンジン上のポートも含め、すべてのモジュール上のすべてのイーサネット
ポートは、ポート チャネル（最大 8 つのアクティブ ポートを持つ）をサポートします。これらの
ポートは、物理的に隣接しているポートでなくても、また同じモジュール上のポートでなくてもか
まいません。

• ポート チャネルを設定した場合、ポート チャネル インターフェイスに適用した設定はポートチャ
ネル メンバ ポートに影響を与えます。メンバ ポートに適用した設定は、設定を適用したメンバ
ポートにだけ影響します。

• ポート チャネルにポートを追加する前に、ポート セキュリティ情報をそのポートから削除してお
く必要があります。同様に、チャネル グループのメンバであるポートにポート セキュリティ情報
を追加できません。

• ポート チャネル グループに属するポートはプライベート VLAN ポートとして設定しないでくださ
い。ポートがプライベート VLAN の設定に含まれている間は、そのポート チャネルの設定は非ア
クティブになります。

• ポート チャネル内のすべてのポートは同じ Cisco Nexus 1000V モジュール内にある必要があり、
Cisco Nexus 1000V モジュール間でポート チャネルを設定できません。
• 変更した設定をポート チャネルに適用すると、そのポート チャネルのメンバ インターフェイスに
もそれぞれ変更が適用されます。

• チャネル メンバ ポートを発信元または宛先 SPAN ポートにできません。
• リンクを介して inband/aipc も伝送される場合に LACP をサポートするには、ESX ホストに接続さ
れるポートで次を設定する必要があります。

– spanning-tree portfast trunk
– spanning-tree bpdufilter enable

（注）

制御トラフィックに個別で専用の NIC がある場合は、これらの設定は不要です。

ポート チャネルの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ポート チャネルの作成」（P.5-11）
• 「レイヤ 2 ポートをチャネル グループに追加」（P.5-12）
• 「ポート チャネル インターフェイスのシャットダウンと再起動」（P.5-14）
• 「ポート チャネルの説明の設定」（P.5-16）
• 「ポート チャネル ロード バランスの設定」（P.5-25）
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（注）

この機能の Cisco Nexus 1000V コマンドが 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。

ポート チャネルの作成
この手順を使用すると、ポート チャネルを作成することができます。

始める前に

• ポート チャネルを作成すると、Cisco Nexus 1000V は関連するチャネル グループを自動的に作成
します。

ステップの概要

1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. show port-channel summary
4. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

指定されたポート チャネル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。有効範囲は 1
～ 4096 です。Cisco Nexus 1000V は、チャネル グ
例：
ループがない場合はそれを自動的に作成します。
n1000v(config)# interface port-channel 1
n1000v(config-if)#

ステップ 3

show port-channel summary

（任意）ポート チャネル設定を表示します。

例：
n1000v(config-router)# show port-channel
summary

ステップ 4

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、ポート チャネルを作成する例を示します。
n1000v# config t
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n1000v(config)# interface port-channel 1

ポート チャネルおよびグループの削除
この手順を使用すると、ポート チャネルを削除して関連するチャネル グループを削除することができ
ます。

始める前に

• ポート チャネルを削除したときのインターフェイス コンフィギュレーションの変化の詳細につい
ては、「互換性チェック」（P.5-3）を参照してください。
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

no channel-group channel-number

例：
n1000v(config)# no channel-group
port-channel 1

ステップ 3

no interface port-channel channel-number

ポート チャネルを削除し、関連するチャネル グルー
プを削除します。

例：
n1000v(config)# no interface
port-channel 1

レイヤ 2 ポートをチャネル グループに追加
この手順を使用すると、レイヤ 2 ポートをチャネル グループに追加することができます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• すべてのレイヤ 2 メンバ ポートは、全二重モードで同じ速度で実行されている必要があります。
• ポート チャネルがない場合は、チャネル グループを作成するとポートチャネルが自動的に作成さ
れます。

（注）

特定のインターフェイスを特定のポート チャネルに追加できない場合、エラー メッセージにより互換
性の問題が示されます。
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ステップの概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. switchport
4. switchport mode trunk
5. switchport trunk {allowed vlan vlan-id | native vlan-id}
6. channel-group channel-number [mode {on | active | passive}]
7. show interface type slot/port
8. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

指定されたインターフェイス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。

例：
n1000v(config)# interface ethernet 1/4
n1000v(config-if)

ステップ 3

インターフェイスをレイヤ 2 アクセス ポートとして
設定します。

switchport

例：
n1000v(config-if)# switchport

ステップ 4

（任意）インターフェイスをレイヤ 2 トランク ポート
として設定します。

switchport mode trunk

例：
n1000v(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 5

switchport trunk {allowed vlan vlan-id | （任意）レイヤ
native vlan-id}

2 トランク ポートに必要なパラメータ

を設定します。

例：
n1000v(config-if)# switchport trunk
native 3

ステップ 6

channel-group channel-number [mode {on |
active | passive}]

例：
n1000v(config-if)# channel-group 5

チャネル グループのポートを変更し、モードを設定
します。channel-number の範囲は 1 ～ 4096 です。
ポート チャネルがない場合は、このチャネル グルー
プに関連付けられたポート チャネルが自動的に作成
されます。すべてのスタティック ポート チャネル イ
ンターフェイスは、on モードに設定されます。
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コマンド
ステップ 7

show interface type slot/port

目的
（任意）インターフェイスの内容を表示します。

例：
n1000v(config-router)# show interface
port channel 5

ステップ 8

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、レイヤ 2 イーサネット インターフェイス 1/4 をチャネル グループ 5 に追加する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 1/4
n1000v(config-if)# switchport
n1000v(config-if)# channel-group 5

チャネル グループからポートの削除
この手順を使用すると、ポートをチャネル グループから削除し、ポートを元の設定に戻すことができ
ます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

no channel-group

ポートをチャネル グループから削除し、ポートを元
の設定に戻します。

例：
n1000v(config)# no channel-group

ポート チャネル インターフェイスのシャットダウンと再起動
この手順を使用すると、ポート チャネル インターフェイスをシャットダウンして再起動することがで
きます。
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始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
• ポート チャネル インターフェイスをシャットダウンすると、トラフィックは通過しなくなりイン
ターフェイスは管理上ダウンします。

ステップの概要

1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. shutdown | no shutdown
4. exit
5. show interface port-channel channel-number
6. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例：

指定されたポート チャネル インターフェイスをイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードにしま
す。

n1000v(config)# interface port-channel 2
n1000v(config-if)

ステップ 3

shutdown

例：
n1000v(config-if)# shutdown
n1000v(config-if)#
no shutdown

例：
n1000v(config-if)# no shutdown
n1000v(config-if)#

ステップ 4

インターフェイスをシャットダウンします。トラ
フィックは通過せず、インターフェイスは管理ダウン
状態になります。デフォルトはシャットダウンなしで
す。
インターフェイスをアップに戻します。インターフェ
イスは管理的にアップとなります。操作上の問題がな
ければ、トラフィックが通過します。デフォルトは
シャットダウンなしです。

CLI グローバル コンフィギュレーション モードに戻

exit

します。
例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#
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コマンド
ステップ 5

show interface port-channel
channel-number

目的
（任意）指定したポート チャネルのインターフェイス
情報を表示します。

例：
n1000v(config-router)# show interface
port-channel 2

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、ポート チャネル 2 のインターフェイスをアップする例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface port-channel 2
n1000v(config-if)# no shutdown

ポート チャネルの説明の設定
この手順を使用すると、ポート チャネルの説明を設定することができます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
ステップの概要

1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. description
4. exit
5. show interface port-channel channel-number
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

指定されたポート チャネル インターフェイスをイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードにしま
す。

例：
n1000v(config)# interface port-channel 2
n1000v(config-if)

ステップ 3

description

説明をポート チャネル インターフェイスに追加しま
す。

• 最大 80 文字です。

例：
n1000v(config-if)# description
engineering
n1000v(config-if)#

ステップ 4

• デフォルト：説明なしです。

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 5

show interface port-channel
channel-number

（任意）指定したポート チャネルのインターフェイス
情報を表示します。

例：
n1000v(config-router)# show interface
port-channel 2

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、ポート チャネル 2 に説明を追加する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface port-channel 2
n1000v(config-if)# description engineering

LACP のイネーブル化
LACP はデフォルトでディセーブルです。LACP 設定を開始する前に LACP をイネーブルにする必要
があります。LACP 設定が有効な場合は LACP をディセーブルにできません。
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LACP は、LAN ポート グループの機能をダイナミックに学習し、他の LAN ポートに通知します。
LACP は、正確に一致しているイーサネット リンクを識別すると、リンクを 1 つのポート チャネルと
してまとめます。次に、ポート チャネルは単一ブリッジ ポートとしてスパニングツリーに追加されま
す。

LACP を設定する手順は次のとおりです。
• LACP をグローバルにイネーブルにするには、feature lacp コマンドを使用します。
• LACP をイネーブルにした同一ポート チャネルでは、異なるインターフェイスに異なるモードを
使用できます。指定したチャネル グループに割り当てられた唯一のインターフェイスである場合
に限り、モードを active と passive で切り替えることができます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
ステップの概要

1. config t
2. feature lacp
3. show clis feature
4. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

feature lacp

デバイスの LACP をイネーブルにします。

例：
switch(config)# feature lacp

ステップ 3

show clis feature

（任意）イネーブルにされている機能を表示します。

例：
switch(config)# show clis feature

ステップ 4

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

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

次に、LACP をイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
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switch (config)# feature lacp

LACP ポートチャネル ポート モードの設定
LACP をイネーブルにしたら、LACP ポート チャネルのそれぞれのリンクのチャネル モードを active
または passive に設定できます。このチャネル設定モードを使えば、LACP でリンクを許容できます。
関連する集約プロトコルを使用せずにポート チャネルを設定すると、リンク両端のすべてのインター
フェイスは on チャネル モードを維持します。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
ステップの概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. channel-group number mode {active | on | passive}
4. show port-channel summary
5. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例：

設定するインターフェイスを指定します。インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 3

channel-group number mode {active | on |
passive}

ポート チャネルのリンクのポート モードを指定しま
す。LACP をイネーブルにしたら、リンクごとまたは
チャネル全体を active または passive に設定します。

例：

関連する集約プロトコルを使用せずにポート チャネ
ルを実行する場合、ポートチャネル モードは常に on
です。

switch(config-if)# channel-group 5 mode
active

デフォルト ポートチャネル モードは on です。
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コマンド
ステップ 4

show port-channel summary

目的
（任意）ポート チャネルの概要を表示します。

例：
switch(config-if)# show port-channel
summary

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

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

次に、LACP をイネーブルにしたインターフェイスを、チャネル グループ 5 のイーサネット インター
フェイス 1/4 のアクティブ ポートチャネル モードに設定する例を示します。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# channel-group 5 mode active

LACP システム プライオリティの設定
LACP のシステム ID は、LACP システム プライオリティ値と MAC アドレスを組み合わせたもので
す。
複数の VDC のシステム プライオリティ値を同じ設定にすることができます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
• LACP をイネーブルにします。
ステップの概要

1. config t
2. lacp system-priority priority
3. show lacp system-identifier
4. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

lacp system-priority priority

例：
switch(config)# lacp system-priority
40000

LACP を使用するシステム プライオリティに変更し
ます。有効な値は 1 ～ 65535 で、数字が大きいほどプ
ライオリティは低くなります。デフォルト値は 32768
です。
（注）

VDC ごとに LACP システム ID が異なりま
す。これは、この設定値に MAC アドレスが
追加されるためです。

ステップ 3

show lacp system-identifier

LACP システム ID を表示します。

例：
switch(config-if)# show lacp
system-identifier

ステップ 4

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

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

次に、LACP のシステム プライオリティを 2500 に設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# lacp system-priority 2500

LACP ポート プライオリティの設定
LACP をイネーブルにしたら、ポート プライオリティの LACP ポート チャネルにそれぞれのリンクを
設定できます。
始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
• LACP をイネーブルにします。
ステップの概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. lacp port-priority priority
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4. show feature
5. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2

interface type slot/port

例：

設定するインターフェイスを指定します。インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)

ステップ 3

lacp port-priority priority

例：
switch(config-if)# lacp port-priority
40000.

ステップ 4

show

LACP を使用するポート プライオリティに変更しま
す。有効な値は 1 ～ 65535 で、数字が大きいほどプラ
イオリティは低くなります。デフォルト値は 32768 で
す。
（任意）... 表示します。

例：
switch(config-if)# show

ステップ 5

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

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

次に、イーサネット インターフェイス 1/4 の LACP ポート プライオリティを 40000 に設定する例を示
します。
switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# lacp port-priority 40000

ポート チャネル インターフェイスへの速度とデュプレックスの設定
ポート チャネル インターフェイスに速度とデュプレックスを設定できます。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
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ステップの概要

1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. speed {10 | 100 | 1000 | auto}
4. duplex {auto | full | half}
5. exit
6. show interface port-channel channel-number
7. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例：

設定するポート チャネル 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。

n1000v(config)# interface port-channel 2
n1000v(config-if)

ステップ 3

speed {10 | 100 | 1000 | auto}

ポート チャネル インターフェイスの速度を設定しま
す。デフォルトの自動ネゴシエーションは自動です。

例：
n1000v(config-if)# speed auto
n1000v(config-if)#

ステップ 4

duplex {auto | full | half}

例：

ポート チャネル インターフェイスのデュプレックス
を設定します。デフォルトの自動ネゴシエーションは
自動です。

n1000v(config-if)# speed auto
n1000v(config-if)#

ステップ 5

exit

インターフェイス モードを終了し、コンフィギュ
レーションモードに戻ります。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#
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コマンド
ステップ 6

show interface port-channel
channel-number

目的
（任意）指定したポート チャネルのインターフェイス
情報を表示します。

例：
n1000v(config-router)# show interface
port-channel 2

ステップ 7

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、ポート チャネル 2 に 100 Mbps を設定する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface port channel 2
n1000v(config-if)# speed 100

フロー制御の設定
1 Gb 以上で動作するポート チャネル インターフェイスのフロー制御ポーズ パケット送信および受信機
能をイネーブルまたはディセーブルにできます。より低速で動作するポート チャネル インターフェイ
スでは、ポート チャネル インターフェイスのポーズ パケット受信機能だけをイネーブルまたはディ
セーブルにできます。

（注）

この設定が正しく動作するには、フロー制御リンクのローカルおよびリモート エンドの両方で一致す
る必要があります。

始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
ステップの概要

1. config t
2. interface port-channel channel-number
3. flowcontrol {receive | send} {desired | off | on}
4. exit
5. show interface port-channel channel-number
6. copy running-config startup-config
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ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

interface port-channel channel-number

例：

設定するポート チャネル 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。

n1000v(config)# interface port-channel 2
n1000v(config-if)

ステップ 3

flowcontrol {receive | send} {desired |
off | on}

フロー制御パラメータを設定して、ポート チャネル
インターフェイスのポーズ パケットを送信および受
信します。デフォルトは、ディセーブルです。

例：
n1000v(config-if)# flowcontrol send
desired
n1000v(config-if)#

ステップ 4

exit

インターフェイス モードを終了し、コンフィギュ
レーションモードに戻ります。

例：
n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

ステップ 5

show interface port-channel
channel-number

（任意）指定したポート チャネルのインターフェイス
情報を表示します。

例：
n1000v(config-router)# show interface
port-channel 2

ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、ポート チャネル グループ 2 にポート チャネル インターフェイスを設定してポーズ パケットを
送信および受信する例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface port channel 2
n1000v(config-if)# flowcontrol receive on
n1000v(config-if)# flowcontrol send on

ポート チャネル ロード バランスの設定
この手順を使用すると、デバイス全体または 1 つのモジュールのポート チャネル ロード バランスを設
定することができます。
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始める前に
この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。
• モジュールベースのロード バランシングは、デバイスベースのロード バランシングに優先します。
ステップの概要

1. config t
2. port-channel load-balance ethernet {destination-ip | destination-mac | destination-port |
source-destination-ip | source-destination-mac | source-destination-port | source-ip |
source-mac | source-port} [module-number]
3. show port-channel load-balance
4. copy running-config startup-config
ステップの詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

port-channel load-balance ethernet
{destination-ip | destination-mac |
destination-port | source-destination-ip
| source-destination-mac |
source-destination-port | source-ip |
source-mac | source-port}
[module-number]

デバイスまたはモジュールのロード バランス方式を
設定します。有効範囲はデバイスによって異なりま
す。デフォルトは、source-destination-mac です。

例：
n1000v(config)# port-channel
load-balance ethernet
source-destination-mac
n1000v(config)#

ステップ 3

show port-channel load-balance

（任意）ポート チャネル ロード バランス方式を表示し
ます。

例：
n1000v(config-router)# show port-channel
load-balance

ステップ 4

copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションにコピーします。

例：
n1000v(config)# copy running-config
startup-config

次に、モジュール 5 のポート チャネルに発信元 IP ロード バランスを設定する例を示します。
n1000v# config t
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ポート チャネル設定の確認

n1000v(config)# port-channel load-balance ethernet source-ip module 5

ロード バランス デフォルト設定の復旧
この手順を使用すると、デフォルトのロード バランス方式に戻すことができます。

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI 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。

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

ステップ 2

no port-channel load-balance ethernet

デフォルトのロード バランス方式に戻します。

例：

• 非 IP トラフィックの場合は、
source-destination-mac です。

n1000v(config)# no port-channel
load-balance ethernet

• IP トラフィックの場合は、source-destination-ip で
す。

ポート チャネル設定の確認
次のコマンドを使用すると、ポート チャネル構成情報を表示することができます。

コマンド

目的

show interface port-channel channel-number

ポート チャネル インターフェイスのステータス
を表示します。

show port-channel compatibility-parameters

ポート チャネルに追加するためにメンバ ポート
間で同じにするパラメータを表示します。

show port-channel database [interface
port-channel channel-number]

1 つ以上のポート チャネル インターフェイスの
集約状態を表示します。

show port-channel load-balance

ポート チャネルで使用するロード バランシング
のタイプを表示します。

show port-channel summary

ポート チャネル インターフェイスの概要を表示
します。

show port-channel traffic

ポート チャネルのトラフィック統計情報を表示
します。

show port-channel usage

使用チャネル数および未使用チャネル数の範囲を
表示します。

show running-config interface port-channel
channel-number

ポート チャネルの実行コンフィギュレーション
情報を表示します。

コマンド出力の内容についての詳細は、『Cisco Nexus 1000V Command Reference, Beta 2 Release』を
参照してください。
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統計情報の表示
次のコマンドを使用すると、ポート チャネル インターフェイス構成情報を表示することができます。

コマンド

目的

clear counters interface port-channel
channel-number

カウンタをクリアします。

show interface counters [module module]

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 detailed [all]

入力パケット、バイト、マルチキャストおよび出
力パケット、バイトを表示します。

show interface counters errors [module
module]

エラー パケットの数を表示します。

ポート チャネルの設定例
次に、ポート チャネルを作成し、そのポート チャネルに 2 つのレイヤ 2 インターフェイスを追加する
例を示します。
n1000v# config t
n1000v(config)# interface port-channel 5
n1000v(config-if)# interface ethernet 1/4
n1000v(config-if)# switchport
n1000v(config-if)# channel-group 5 mode active
n1000v(config-if)# interface ethernet 1/7
n1000v(config-if)# switchport
n1000v(config-if)# channel-group 5 mode

デフォルト設定
次の表に、ポート チャネルのデフォルト設定を示します。
パラメータ

デフォルト

ポート チャネル

管理アップ

レイヤ 3 インターフェイスのロード バランシング 送信元および宛先 IP アドレス
方式
レイヤ 2 インターフェイスのロード バランシング 送信元および宛先 MAC アドレス
方式
モジュールごとのロード バランシング

ディセーブル

チャネル モード

on
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その他の関連資料
ポート チャネルの実装に関する追加情報については、次のセクションを参照してください。

• 「関連資料」（P.5-29）
• 「標準規格」（P.5-29）

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

レイヤ 2 インターフェイスの設定

第 3 章「レイヤ 2 インターフェイスの設定」

システム管理

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide,
Release 4.0』

リリース ノート

『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0』

標準規格
標準規格

タイトル

IEEE 802.3ad

—
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6

サポートされている RFC
ここでは、Cisco Nexus 1000V Beta 1 リリースでサポートされているインターフェイスの IETF RFC を
示します。

IP サービスに関する RFC の参考資料
RFC

タイトル

RFC 786

『UDP』

RFC 791

『IP』

RFC 792

『ICMP』

RFC 793

『TCP』

RFC 826

『ARP』

RFC 1027

『Proxy ARP』

RFC 1591

『DNS Client』

RFC 1812

『IPv4 routers』

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0
OL-19414-01-J

6-1

第6章

サポートされている RFC

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0

6-2

OL-19414-01-J

INDEX

Link Aggregation Control Protocol。「LACP」を参照

C
CDP
設定

2-24

定義

2-5

M
MIB

clear counters コマンド

2-26

MTU

I
IEEE 802.1Q
制約事項

3-3

注意事項

3-3

3-16

設定

2-16, 2-17

定義

2-4

P
PAgP、サポート対象外
3-2

トランク ポート

Port Aggregation Protocol。「PAgP」を参照

L

S

LACP

show interfaces コマンド

MAC アドレス

5-8

Marker Protocol
VDC

switchport コマンド

システム ID

VDC

5-8, 5-20

システム プライオリティ
設定

5-18

説明

5-5 ～ 5-9

LACP
5-8, 5-20

5-6

チャネル グループ

チャネルごとのメンバ数

ディセーブル化

5-6

4-1

注意事項

4-1

PVLAN コマンドの例
確認

4-5

4-7

5-6

あ

5-6

ポート プライオリティ

制約事項

VEthernet インターフェイス

5-6 ～ 5-7

トラブルシューティング

5-8

VEthernet

5-5

チャネル モード

ポート チャネル

2-6

V

5-17
5-8

管理キー

2-26

5-8

5-8

イネーブル化

5-2

5-21

アクセス ポート
Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0

OL-19414-01-J

IN-1

Index

VLAN
構成例
設定

3-2

2-5

定義

3-14, 4-8

2-7

タイプ、指定

3-4

デュプレックス モード

3-15, 4-9

デフォルト設定

3-2, 3-6

ホスト ポート

設定

2-11

定義

2-2
3-14

統計情報

トランク ポート

い

3-8

タグ付きネイティブ VLAN トラフィック
フロー制御

インターフェイス

CDP

設定

2-14
2-3

設定

2-24

定義

定義

2-5

ホスト ポート

LACP

レイヤ 2

5-5

3-6

3-1

レイヤ 2 とレイヤ 3 を切り替え

MTU
設定

2-16, 2-17

定義

2-4

VEth の確認
3-14

ガイドライン
ポート チャネル

5-9

設定

2-22

定義

2-5

VEth インターフェイス

基本設定

5-2

インターフェイス

指定

確認

2-22

ポート チャネル

4-7

3-14
5-27

レイヤ 2 インターフェイス

2-7

シャットダウン

2-22

ジャンボ MTU、設定

2-21

定義

2-5

説明
設定

2-8

定義

2-2

3-14

管理ステータス

2-18

設定

2-22

定義

2-5

関連資料

viii

スループット遅延
設定

2-26

か

3-4

管理ステータス

再起動

2-6

インターフェイス カウンタのクリア

4-7

アクセス ポート
確認

3-12

さ
最大伝送ユニット。「MTU」を参照

速度
設定

2-11

定義

2-2

帯域幅

し
ジャンボ MTU、設定

設定

2-20

専用

2-10

2-18

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0

IN-2

OL-19414-01-J

Index

active

す

5-18, 5-19

active モード

スパニング ツリー VLAN

LACP
passive

3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-12, 3-13, 5-20,

コマンド例

5-21, 5-22

設定

スループット遅延

2-21

定義

2-5

5-6
5-18, 5-19

passive モード

スパニング ツリー プロトコル。「STP」を参照
設定

5-7

5-7

5-19

デフォルト設定

5-7

ポート チャネル

5-6

て

せ

デフォルト設定
制限
説明（表）

1-3

制約事項
ポート チャネル

5-9

設定制限

アクセス ポート

3-15, 4-9

トランク ポート

3-15, 4-9

ポート チャネル

5-7, 5-28

デュプレックス、ポート チャネル

5-22

デュプレックス モード

説明（表）

1-3

説明
設定

2-8

定義

2-2

設定

2-11

定義

2-2

と
統計情報

そ

3-14

インターフェイス
速度

5-28

ポート チャネル

設定

2-11

定義

2-2

速度、ポート チャネル

トランク ポート

5-22

802.1X

3-4

VLAN

3-2

許容 VLAN
構成例

た

3-11
3-14, 4-8
3-3

制約事項
帯域幅

設定

3-8

設定

2-20

専用

2-10

注意事項

定義

2-5

デフォルト設定

タギング VLAN

3-2

3-3
3-15, 4-9

ネイティブ VLAN ID

ち

ポート チャネル

3-9
3-3

トランシーバ
チャネル モード

シスコがサポートするトランシーバの使用

2-6

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0
OL-19414-01-J

IN-3

Index

ふ

ま

フロー制御

マニュアル

定義

2-3

追加資料

5-24

フロー制御、ポート チャネル

viii

マルチキャスト トラフィック
ポート チャネルを使ったロード バランシング

5-5

ほ
れ

ポート
アクセス

3-1

トランク

3-1

複数の VLAN

例

3-1

確認

5-6

トランク ポート

3-14, 4-8
3-1

レイヤ 2 ポート

5-27

注意事項

3-3

5-2

基本設定

5-3

互換性チェック

ろ

5-12

互換性の要件
作成

3-14, 4-8

レイヤ 2、インターフェイス

ポート チャネル

LACP

アクセス ポート

5-11

ロード バランシング

5-9

制約事項

MPLS トラフィック

5-5

設定

5-2

アルゴリズム

説明

5-16

ポート チャネル

速度

5-22

マルチキャスト トラフィック

5-9

他の機能との相互運用性

5-19

チャネル モード

5-4 ～ 5-5
5-5

ロード バランス
ポート チャネル

5-25

5-9

注意事項

デフォルト設定

5-28

デュプレックス

5-22

5-28

統計情報

5-17

トラブルシューティング

3-3

トランク ポート
フロー制御
目的

5-4

5-24

5-2

レイヤ 2 ポートの追加
ロード バランシング
ロード バランス

5-12
5-4

5-25

Cisco Nexus 1000V Interface コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0

IN-4

OL-19414-01-J

