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はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 1000V License コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0』の対象読者、マ

ニュアルの構成、および表記法について説明します。また、関連資料を示し、その入手方法について説

明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「対象読者」（P.v）

 • 「マニュアルの構成」（P.v）

 • 「表記法」（P.vi）

 • 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.viii）

対象読者
このマニュアルの対象読者は、Cisco Nexus 1000V ソフトウェアを設定および維持する経験豊富なネッ

トワーク管理者です。

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 のライセンス供与に関する概要を示

します。
v
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はじめに
表記法
このマニュアルでは、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。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

出力例では、次の表記法を使用しています。

第 2 章「ライセンスのインストールおよ

び設定」

次の方法について説明します。

 • ライセンス ファイルを入手し、VSM にインストー

ルする方法 

 • VEM 間でライセンスを移動する方法

 • VEM からライセンスを解除する方法 

 • 一時ライセンスをイネーブルまたはディセーブルに

する方法

 • ライセンスをアンインストールする方法

第 3 章「ライセンス用語」 ライセンス用語を定義します。

章およびタイトル 説明

表記法 説明

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。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区

切って示しています。

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。

screen フォント スイッチが表示するターミナル 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 フォント ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォ

ントで示しています。

イタリック体の screen フォント 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。
vi
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はじめに
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』

インストールおよびアップグレード

『Cisco Nexus 1000V Software Installation Guide, Release 4.0』

『Cisco Nexus 1000V Virtual Ethernet Module Software Installation Guide, Release 4.0』

設定ガイド

『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 ガイド

『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および警告

『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide, Release 4.0』

『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Guide』

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

< > 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（!）または番号記号（#）がある場合

には、コメント行であることを示します。
vii
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はじめに
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。
viii
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C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco Nexus 1000V ソフトウェアのライセンス供与について説明します。内容は次のとお

りです。

 • 「Cisco Nexus 1000V の概要」（P.1-1）

 • 「ライセンス対象モデル」（P.1-2）

 • 「ライセンスのハイ アベイラビリティ」（P.1-3）

Cisco Nexus 1000V の概要
Cisco Nexus 1000V は、仮想化されたサーバ環境でレイヤ 2 スイッチング機能を提供します。Cisco 
Nexus 1000V は ESX サーバ内の仮想スイッチに取って代わり、Cisco NX-OS Command Line Interface

（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用した仮想スイッチの設定および監視を実現します。ま

た、Nexus 1000V は、ESX サーバのネットワーキング コンポーネントの可視性とネットワーク内の仮

想スイッチへのアクセスを提供します。

Cisco Nexus 1000V は、vCenter Server により定義されるデータセンターを管理します。データセン

ター内の各サーバは Cisco Nexus 1000V ではラインカードとして表され、物理シスコ スイッチ内のラ

インカードであるかのように管理できます。

Cisco Nexus 1000V には次のコンポーネントがあります。

 • Virtual Ethernet Module（VEM）データ プレーン 

各ハイパーバイザには、1 つの VEM が組み込まれています。VEM は、次の機能を行うことによ

り仮想スイッチに効果的に取って代わる軽量ソフトウェア コンポーネントです。

 – 高度なネットワーキングおよびセキュリティ 

 – 直接接続された仮想マシン間のスイッチング 

 – 残りのネットワークとのアップリンク

（注） ライセンスは、VEM のすべての CPU に対して必要です。

 • Virtual Supervisor Module（VSM）コントロール プレーン 

VSM は、Cisco Nexus 1000V システム（VSM 自体と VSM が制御するすべての VEM の組み合わ

せ）で次の機能を行うスタンドアローンの外部物理または仮想アプライアンスです。

 – 設定

 – 管理 

1 つの VSM で最大 64 の VEM を管理できます。
1-1
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第 1 章      概要        

ライセンス対象モデル
 – モニタリング

 – 診断 

 – VMware vCenter との統合 

 • ライセンス 

ライセンスは、Software License Claim Certificate で E メールまたは書面により送付されます。

図 1-1 に、Cisco Nexus 1000V の分散アーキテクチャの例を示します。

図 1-1 Cisco Nexus 1000V のライセンスは、インストールされたサーバ CPU に基づきます。

ライセンス対象モデル 
Cisco Nexus 1000V ライセンスは、システムの各サーバ CPU に対して必要です。これらのライセンス

をパッケージで購入し、パッケージを VSM にインストールします。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「ライセンスの適用範囲」（P.1-3）

 • 「ライセンス パッケージ」（P.1-3）
1-2
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第 1 章      概要

ライセンスのハイ アベイラビリティ 
ライセンスの適用範囲

Cisco Nexus 1000V は CPU 単位でライセンスが与えられます。各 CPU で 1 つのライセンスが必要で

あり、1 つの CPU にあるコアの数には制限がありません。サーバのマザーボードには、最大 8 つの 
CPU を搭載できます。

Cisco Nexus 1000V のライセンスは CPU ベースであるため、インストールされたすべての CPU に適

用する十分なライセンス キャパシティを購入する必要があります。すべての CPU に適用するキャパシ

ティが既存のライセンスにない場合、ライセンスは VEM に適用されません。

注意 特定の VEM 内のすべての CPU に適用するキャパシティがご使用のライセンスにない場合、その 
VEM に適用するはずだったライセンスは、入手可能なライセンスのプールに戻されます。VEM 内
のすべての CPU に適用できる十分なライセンスが入手できるまで、その VEM にはライセンスが与

えられません。

ライセンス パッケージ

表 1-1 に示すライセンス パッケージが、Virtual Supervisor Module（VSM）にインストールされます。

ライセンス パッケージには、VSM に含まれるすべての VEM にインストールされたすべての CPU の
ライセンスが含まれている必要があります。

ライセンスのハイ アベイラビリティ 
Cisco Nexus 1000V には、次のハイ アベイラビリティ基準が適用されます。

 • デバイスにライセンスをインストールすることは、非破壊的なプロセスです。

 • システムにデュアル スーパーバイザが搭載されている場合、ライセンスが与えられたソフトウェ

アは両方のスーパーバイザ モジュールで動作し、フェールオーバー保護を提供します。

表 1-1 ライセンス パッケージ 

ライセンス パッケージ 説明 
NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG. Virtual Ethernet Module（VEM）
1-3
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第 1 章      概要        

ライセンスのハイ アベイラビリティ
1-4
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C H A P T E R 2

ライセンスのインストールおよび設定 

この章では、ライセンスのインストールおよび設定の手順と次の内容について説明します。

 • 「ライセンスのインストール」（P.2-1）

 • 「ライセンスの移動」（P.2-5）

 • 「ライセンスのアンインストール」（P.2-7）

 • 「一時ライセンスの設定」（P.2-10）

 • 「ライセンス設定の確認」（P.2-12）

ライセンスのインストール
この章では、各 VSM で必要なライセンス ファイルを入手してインストールする方法について説明しま

す。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「フロー チャート：ライセンスのインストール」（P.2-2）

 • 「ライセンス ファイルの入手」（P.2-2）

 • 「VSM へのライセンス ファイルのインストール」（P.2-3）

 • 「ライセンス設定の確認」（P.2-12）

開始前の作業

ここで説明する手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • ライセンス ファイルは、ホスト ID、または VSM デバイスに関連付けられたシリアル番号によっ

て、各 VSM に関連付けられています。

 • ライセンス ファイルには、VSM 用に発注した数のライセンスが含まれています。各 VEM での各 
CPU に 1 つのライセンスが必要です。

 • VSM には、インストールされた VEM CPU の数に応じて、複数のライセンス ファイルを含めるこ

とができます。
2-1
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第 2 章      ライセンスのインストールおよび設定        

ライセンスのインストール
フロー チャート：ライセンスのインストール

次のフロー チャートは、VSM にライセンスをインストールするプロセスを示します。手順が完了した

ら、フロー チャートに戻り、すべての手順を正しいシーケンスで行ったかどうか確認します。

図 2-1 フロー チャート：VSM へのライセンスのインストール

ライセンス ファイルの入手 
VSM のライセンス ファイルを入手するには、次の手順に従います。

開始前の作業

この手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • ライセンス ファイルは、ホスト ID、または VSM デバイスに関連付けられたシリアル番号によっ

て、各 VSM に関連付けられています。

 • Product Authorization Key（PAK; 製品認証キー）がソフトウェア ライセンスの Claim Certificate 
に含まれていることを確認します。

ソフトウェア ライセンスの Claim Certificate が見つからない場合には、シスコ テクニカルサポー

トにご連絡ください。

 • CLI（コマンドライン インターフェイス）に EXEC モードでログインしている必要があります。

 • この手順では、ライセンス ファイルをコピーする必要があります。ユーザ名には、ライセンス 
ファイルをコピーできるネットワーク管理者（network-admin）のロールを含める必要がありま

す。ユーザ アカウントおよびロールの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Security 
Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。

VSM へのライセン

スのインストール

「VSM へのライセンス ファイルのインス

トール」（P.2-3）

終わり

「ライセンス ファイルの入手」（P.2-2）
2-2
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第 2 章      ライセンスのインストールおよび設定

ライセンスのインストール
詳細な手順

ステップ 1 次のコマンドを使用して、VSM のシリアル番号（ホスト ID とも呼ばれる）を入手します。

show license host-id

例：
n1000v# show license host-id
License hostid: VDH=1280389551234985805

（注） ホスト ID には、コロン（:）の後ろに表示されるすべてのものが含まれます。この例では、ホ

スト ID は VDH=1280389551234985805 です。ホスト ID はステップ 5 で必要になります。

ステップ 2 ソフトウェア ライセンスの Claim Certificate にある PAK を探します。

PAK はステップ 5 で必要になります。

ステップ 3 「Software Download」Web サイトにアクセスします。

ステップ 4 「Software Download」Web サイトから、「Product License Registration」Web サイトに移動します。

ステップ 5 「Product License Registration」Web サイトでの指示に従って、VSM ライセンスを登録します。

ライセンス キー ファイルが E メールで送信されます。ライセンス キーの使用は、ホスト ID デバイス

でのみ許可されています。各 VSM に対して別個のライセンス キー ファイルを入手する必要がありま

す。

注意 ライセンス キー ファイルは、修正すると無効になります。

ステップ 6 ライセンスを TFTP サーバに保存します。

ステップ 7 ライセンスを VSM のブートフラッシュにコピーします。

例：
n1000v@ copy scp://user@linux-box.cisco.com/home/user/n1kv_license.lic bootflash: 
Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered):
user@linux-box.cisco.com's password:
n1kv_license.lic                                   100%  252     0.3KB/s   00:00

n1000v@ 

VSM へのライセンス ファイルのインストール 
VSM にライセンス ファイルをインストールするには、次の手順に従います。

開始前の作業

この手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • この手順では、license_file.lic という名前を使用して、ライセンス ファイルをインストールしま

す。異なる名前を指定することもできます。
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ライセンスのインストール
 • 同じ VSM に複数のライセンスをインストールする場合、各ライセンス キー ファイルの名前が一

意であることを確認します。

 • アクティブな VSM コンソール ポートにログインしていることを確認します。

 • この手順では、ライセンス ファイルをコピーする必要があります。ユーザ名には、ライセンス 
ファイルをコピーできるネットワーク管理者（network-admin）のロールを含める必要がありま

す。ユーザ アカウントおよびロールの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Security 
Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。

手順の要約

1. config t

2. install license bootflash: ファイル名

3. show license file ファイル名

4. show license usage nexus1000v_LAN_SERVICES_PKG

5. copy running-config startup-config

詳細な手順

コマンド 目的

ステップ 1 install license bootflash: [filename] 

例：
n1000v# install license 
bootflash:license_file.lic 
Installing license ..done 
n1000v#

アクティブな VSM コンソールからライセンスをイン

ストールします。

（注） ライセンス ファイル名を指定すると、ファイ

ルは指定された名前でインストールされます。

指定しない場合は、デフォルトのファイル名

が使用されます。

ライセンスが VSM にインストールされ、各 VEM は
すべての CPU ソケットのライセンスを自動的に取得

します。

ステップ 2 show license file ファイル名

n1000v# show license file license.lic
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG 
cisco 1.0 permanent 1 \
        HOSTID=VDH=1575337335122974806 \
        
NOTICE="<LicFileID>license.lic</LicFileI
D><LicLineID>0</LicLineID> \
        <PAK>PAK12345678</PAK>" 
SIGN=3AF5C2D26E1A
n1000v#

VSM に設定されたライセンスを表示して、ライセン

スのインストールを確認します。
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ライセンスの移動
ライセンスの移動 
この章では、VEM 間でのライセンスの移動およびライセンスのアンインストールについて説明しま

す。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「VEM 間でのライセンスの移動」（P.2-5）

 • 「ライセンスのライセンス プールへの移動」（P.2-6）

VEM 間でのライセンスの移動

VM を 1 つのホストから別のホストに移動後、ライセンスを 1 つの VEM から別の VEM に移動するに

は、次の手順に従います。

開始前の作業

この手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • VSM にアクティブな VEM が少なくとも 1 つある必要があります。

 • CLI（コマンドライン インターフェイス）に EXEC モードでログインしている必要があります。

 • ライセンスを移動したい VEM とその VEM にあるライセンスの数を把握している必要がありま

す。

 • ライセンスの移動先の VEM と必要なライセンスの数を把握している必要があります。

 • 移動先の VEM にインストールされている CPU の数を把握している必要があります。

 • VEM のすべての CPU のプールに十分なライセンスがない場合、その VEM にライセンスを移動で

きません。

ステップ 3 show license usage 
nexus1000v_LAN_SERVICES_PKG

例：
n1000v# show license usage 
NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG
Application
-----------
VEM 3 - Socket 1
VEM 3 - Socket 2
VEM 4 - Socket 1
VEM 4 - Socket 2
-----------

n1000v#

各 VEM で使用中の CPU ライセンスを表示して、ラ

イセンスのインストールを確認します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

例：
n1000v(config)# 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て、リブート

および再起動を通じてこれを永続的に保存します。

コマンド 目的
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ライセンスの移動
 • ライセンスが 1 つの VEM から別の VEM に正常に移動されると、移動元の VEM の仮想イーサ

ネット インターフェイスはサービスから削除され、移動先の VEM の仮想イーサネット インター

フェイスがサービスに導入されます。

 • これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Command Reference, 
Release 4.0』を参照してください。

手順の要約

1. svs license transfer src-vem <VEN 番号> dst-vem <VEM 番号>

2. show license usage パッケージ名

詳細な手順

ライセンスのライセンス プールへの移動

ライセンスを VEM から VSM ライセンス プールに移動するには、次の手順を従います。

開始前の作業

この手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • VSM にアクティブな VEM が少なくとも 1 つある必要があります。

 • CLI（コマンドライン インターフェイス）に EXEC モードでログインしている必要があります。

 • この手順によって、ライセンスを VEM から VSM ライセンス プールに移動します。

コマンド 目的

ステップ 1 svs license transfer src-vem <VEN 番号> 
dst-vem <VEM 番号>

例：
n1000v# svs license transfer src-vem 3 
dst-vem 5
n1000v(config)#

ライセンスを 1 つの VEM から別の VEM に移動し

ます。

この例では、VEM 3 のライセンスが VEM 5 に移動

されます。

ステップ 2 show license usage パッケージ名

例：
n1000v# show license usage 
NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG
Application
-----------
VEM 5 - Socket 1
VEM 5 - Socket 2
VEM 4 - Socket 1
VEM 4 - Socket 2
-----------

n1000v#

各 VEM で使用中のライセンスを表示して、移動を

確認します。

この例では、以前 VEM 3 で使用されていたライセン

スが現在 VEM 5 にあります。
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ライセンスのアンインストール
 • ライセンスがライセンス プールに移動されると、VEM のすべての仮想イーサネット インターフェ

イスはサービスから削除されます。

 • これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Command Reference, 
Release 4.0』を参照してください。

手順の要約

1. svs license transfer src-vem <VEM 番号> license_pool

2. show license usage パッケージ名

詳細な手順

ライセンスのアンインストール 
使用されていないライセンスをアンインストールするには、次の手順に従います。

開始前の作業

この手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • VSM にアクティブな VEM が少なくとも 1 つある必要があります。

 • CLI（コマンドライン インターフェイス）に EXEC モードでログインしている必要があります。

 • 使用中のライセンスは削除できません。

コマンド 目的

ステップ 1 svs license transfer src-vem <VEM 番号> 
license_pool

例：
n1000v# svs license transfer src-vem 3 
license_pool
n1000v(config)#

ライセンスを VEM からライセンス プールに移動し

ます。

この VEM のライセンスは、VSM で使用できるライ

センスのプールに戻されます。

ステップ 2 show license usage パッケージ名

例：
n1000v# show license usage 
NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG
Application
-----------
VEM 4 - Socket 1
VEM 4 - Socket 2
-----------

n1000v#

各 VEM で使用中のライセンスを表示して、移動を

確認します。

この例では、VEM 3 ライセンスはもはや使用されて

いません。
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ライセンスのアンインストール
 • ネットワーク管理者（network-admin）のロールを持つユーザのみがライセンスをアンインストー

ルできます。ユーザ アカウントおよびロールの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Security 
Configuration Guide, Release 4.0』を参照してください。

 • 評価ライセンスを使用していて、新しい永久ライセンスをインストールしたい場合、サービスを中

断することなく、評価ライセンスの期限が切れる前に永久ライセンスをインストールできます。

 • これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Command Reference, 
Release 4.0』を参照してください。

手順の要約

1. copy running-config tftp://サーバ /パス /ファイル名

2. show license brief

3. show license usage ライセンス名

4. svs license transfer src-vem <VEM 番号> license_pool

5. 各 VEM に対してステップ 4. を繰り返します。

6. clear license ライセンス名

7. Yes

8. copy running-config startup-config

詳細な手順

コマンド 目的

ステップ 1 copy running-config 
tftp://server/path/filename

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

リモート サーバに VSM 実行コンフィギュレーション

をコピーします。

ステップ 2 show license brief

例：
n1000v# show license brief
Enterprise.lic
n1000v#

アンインストールするライセンス ファイルの名前を

識別します。

この例では、アンインストールするファイルは 
Enterprise.lic ファイルです。
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ライセンスのアンインストール
ステップ 3 show license usage パッケージ名

例：
n1000v# show license usage 
NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG
Application
-----------
VEM 3 - Socket 1
VEM 3 - Socket 2
VEM 4 - Socket 1
VEM 4 - Socket 2
-----------

n1000v#

各 VEM で使用中のライセンスを表示します。

ステップ 4 svs license transfer src-vem <VEM 番号> 
license_pool

例：
n1000v# svs license transfer src-vem 3 
license_pool 

ライセンスを VEM から VSM ライセンス プールに移

動します。

ステップ 5 使用中のすべてのライセンスが VSM ライセンス プールに移動されるまで、各 VEM に対してステッ

プ 4 を繰り返します。

ステップ 6 clear license ライセンス名 

例：
n1000v# clear license Enterprise.lic 
Clearing license Enterprise.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
Do you want to continue? (y/n) y
Clearing license ..done

指定されたライセンス ファイルのアンインストール

を開始します。

この例では、Enterprise.lic ファイルがアンインストー

ルされます。

ステップ 7 Yes

例：
Do you want to continue? (y/n) y
Clearing license ..done

指定されたライセンス ファイルのアンインストール

を継続し、完了します。

ライセンス ファイルが VSM からアンインストールさ

れます。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例：
n1000v(config)# 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て、リブート

および再起動を通じてこれを永続的に保存します。

コマンド 目的
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一時ライセンスの設定
一時ライセンスの設定 
この章では、一時ライセンス機能のイネーブル化およびディセーブル化についての情報を提供します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「一時ライセンスの概要」（P.2-10）

 • 「一時ライセンスのイネーブル化」（P.2-10）

 • 「一時ライセンスのディセーブル化」（P.2-11）

一時ライセンスの概要

一時ライセンス機能は、VEM がサービスから削除されると、使用されていないライセンスを自動的に

取得し、ライセンスを別の VEM で再使用できるように VSM ライセンス プールに追加します。この機

能をイネーブルにすると、VEM がサービスから削除されるたびに（自動または手動で）、ライセンス

は VSM ライセンス プールに戻されます。

これに対して、ライセンスが一時的でない場合、VEM は、VSM とのネットワーク接続が喪失してい

る間、ライセンスを解除しません。接続が復旧すると、VEM はさらに中断することなく正常なアク

ティビティを再開できます。

一時ライセンス機能は、デフォルトではディセーブルです。つまり、VEM 内のライセンスは一時的で

ないため、VEMがサービスから削除されたときに解除されません。

注意 サービスの中断 

一時ライセンスは接続の喪失時に VEM から削除され、接続が再開されたときに VEM に戻りませ

ん。一時ライセンスをディセーブルにしておく（デフォルト）ことを推奨します。また、使用して

いないライセンスを移動することを推奨します（「ライセンスのライセンス プールへの移動」の手

順（P.2-6） を参照）。

一時ライセンスのイネーブル化 
VEM がサービスから削除されると、常にそのライセンスが使用可能なライセンスの VSM プールに戻

されるように、一時ライセンスをイネーブルにするには、次の手順に従います。

注意 サービスの中断 

一時ライセンスは接続の喪失時に VEM から削除され、接続が再開されたときに VEM に戻りませ

ん。一時ライセンスをディセーブルにしておき、使用していないライセンスを移動することを推奨

します（「ライセンスのライセンス プールへの移動」の手順（P.2-6） を参照）。

開始前の作業

この手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • VSM にアクティブな VEM が少なくとも 1 つある必要があります。

 • CLI（コマンドライン インターフェイス）に EXEC モードでログインしている必要があります。

 • 一時ライセンスは、デフォルトではディセーブルです。つまり、デフォルトでは、VEM がサービ

スから削除されると、ライセンスは VSM プールに戻りません。
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一時ライセンスの設定
手順の要約

1. config t

2. svs license volatile

3. show

4. copy running-config startup-config

詳細な手順

一時ライセンスのディセーブル化 
VEM がサービスから削除されると、そのライセンスが使用可能なライセンスの VSM プールに戻され

ないように、一時ライセンスをディセーブルにするには、次の手順に従います。

開始前の作業

この手順を開始する前に、次の事柄を理解または実行しておく必要があります。

 • VSM にアクティブな VEM が少なくとも 1 つある必要があります。

 • CLI（コマンドライン インターフェイス）に EXEC モードでログインしている必要があります。

 • 一時ライセンスは、デフォルトではディセーブルです。つまり、デフォルトでは、VEM がサービ

スから削除されると、ライセンスは VSM プールに戻りません。

 • これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Command Reference, 
Release 4.0』を参照してください。

手順の要約

1. config t

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

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。

ステップ 2 svs license volatile

例：
n1000v(config)# svs license volatile
n1000v(config)#

実行コンフィギュレーションで一時ライセンスをイ

ネーブルにします。

ステップ 3 copy running-config startup-config

例：
n1000v(config)# 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て、リブート

および再起動を通じてこれを永続的に保存します。
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ライセンス設定の確認
2. no svs license volatile

3. show

4. copy running-config startup-config

詳細な手順

ライセンス設定の確認 
システムに設定されたライセンスを確認するには、表 2-1 のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 config t

例：
n1000v# config t
n1000v(config)#

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。

ステップ 2 no svs license volatile

例：
n1000v(config)# no svs license volatile
n1000v(config)#

実行コンフィギュレーションで一時ライセンスをディ

セーブルにします。

ステップ 3 copy running-config startup-config

例：
n1000v(config)# 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て、リブート

および再起動を通じてこれを永続的に保存します。

表 2-1 ライセンスのインストールの確認  

コマンド 説明

show license VSM に設定されたライセンスを表示します。

show license brief VSM にインストールされたライセンスを表示します。

show license file ファイル名 VSM に設定されたライセンスを表示します。

show license usage VEM で使用中の CPU ライセンスの総数を表示します。

show license usage 
nexus1000v_LAN_SERVICES_
PKG

各 VEM で使用中の CPU ライセンスを表示します。
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ライセンス設定の確認
例 2-1 Show license 

n1000v# show license 
Enterprise.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
        VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N7K-LAN1K9=</SKU> \
        HOSTID=VDH=TBC10412106 \
        NOTICE="<LicFileID>20071025133322456</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID>
 \
        <PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=0CC6E2245FBE

例 2-2 show license brief

n1000v# show license brief
Enterprise.lic

例 2-3 show license file

n1000v# show license file n1kv_license.lic
Enterprise.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
        VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N7K-LAN1K9=</SKU> \
        HOSTID=VDH=TBC10412106 \
        NOTICE="<LicFileID>20071025133322456</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID>
 \
        <PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=0CC6E2245FBE

例 2-4 show license usage

n1000v# show license usage
Feature                       Ins Lic     Status          Expiry      Date Comments
                                  Count 
--------------------------------------------------------------------------------
NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   Yes 100     In use           Never       -
--------------------------------------------------------------------------------

n1000v# 

例 2-5 show license usage ファイル名

n1000v# show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG
Application
-----------
VEM 3 - Socket 1
VEM 3 - Socket 2
VEM 4 - Socket 1
VEM 4 - Socket 2
-----------

n1000v#
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C H A P T E R 3

ライセンス用語 

表 3-1 で、Cisco Nexus 1000V のライセンス供与で使用される用語について説明します。

表 3-1 ライセンス用語 

用語 定義 
一時ライセンス この機能は、VEM がサービスから削除されると、使用されていな

いライセンスを自動的に取得し、ライセンスを別の VEM で再使用

できるように VSM ライセンス プールに追加します。

これに対して、ライセンスが一時的でない場合、VEM は、VSM 
とのネットワーク接続が喪失している間、ライセンスを解除しませ

ん。接続が復旧すると、VEM はさらに中断することなく正常なア

クティビティを再開できます。

一時ライセンスは、デフォルトではディセーブルです。つまり、

VEM 内のライセンスは一時的でないため、VEMがサービスから

削除されたときに解除されません。

永久ライセンス 期限が定められていないライセンスを、永久ライセンスといいま

す。

サポート シスコのサポートをシスコのリセラーからご購入された場合は、リ

セラーに直接お問い合わせください。サポートをシスコから直接ご

購入された場合は、シスコ テクニカル サポートにご連絡ください。

増分ライセンス 最初のライセンス ファイルに含まれていない追加 CPU ソケットの

ライセンス。ライセンス キーは追加できます。一部の CPU ソケッ

トを現在購入して、あとでさらにソケットを購入する場合、ライセ

ンス ファイルとソフトウェアは、指定されたデバイスのすべての

ソケットの合計を検出します。

ソフトウェア ライセンスの 
Claim Certificate

1 つのデバイスでライセンス機能をここに記載されたとおりに使用

する権限を持つオーナーであることを認定する文書。この文書に

は、PAK が記載されています。

ノード ロック ライセンス デバイスの一意のホスト ID を使用した特定のデバイスのみで使用

できるライセンス 
評価ライセンス 一時的なライセンス。評価ライセンスは指定された日数の間有効で

あり、ホスト ID（デバイスのシリアル番号）に関連付けられてい

ます。
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Product Authorization Key
（PAK） 

ソフトウェア ライセンスの Claim Certificate で提供される一意の

コードで、このコードを使用して、ライセンス キーを入手できま

す。Web サイトでこのキーを使用して、ライセンスに登録します。

登録後、ライセンス キー ファイルとインストールの説明が E メー

ルで送信されます。

ホスト ID 各デバイスに特有の一意のシャーシ シリアル番号。

ミッシング ライセンス ブートフラッシュが破損した場合、またはライセンスのインストー

ル後にスーパーバイザ モジュールを交換した場合、そのライセン

スは「missing」として示されます。この場合でも製品は機能しま

すが、できるだけ早くライセンスを再インストールする必要があり

ます。

ライセンス キー ファイル システムにライセンス供与されている CPU ソケットの総数を示す

ファイル。各ファイルは一意に命名されており、個々の VSM に対

して固有です。ファイルには、改ざんおよび修正を防ぐためのデジ

タル署名が含まれています。ライセンス キーは製品を使用するた

めに必要であり、指定されたタイム スパンで実行されます。

ライセンス機能 ライセンス ファイル、ハードウェア オブジェクト、または適法契

約によって特定の機能を使用する権限。この権限は、ユーザの数、

インスタンスの数、タイム スパン、および実装されたデバイスに

限定されます。

ライセンス対象アプリケーショ

ン

使用するのにライセンスを必要とするソフトウェア アプリケー

ションまたはコンポーネント。

ライセンスの強制 最初にライセンスを取得せずに機能が使用されるのを防ぐメカニズ

ム。

表 3-1 ライセンス用語 （続き）

用語 定義 
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